


関係市町（４市６町）
かんけい  し ちょう　　　し　　  ちょう

概 要
がい  よう

運動・公園施設
うんどう　 こうえん  し せつ

イベント・見学など
　　　　　　　　　けんがく

13,443ha

420,580人

16,643ha

433,900人

各務原市前渡西町1521　各務原浄化センター

約37ha

標準活性汚泥法

嫌気無酸素好気法・ステップ流入式多段硝化脱窒法

228,000㎥/日 228,000㎥/日

木曽川・境川（長良川）

内径250～2,600㎜　　約78㎞

長森・岐南・兼山・川島

内径400～1,500㎜　　約9㎞

令和17年度 令和７年度

計画処理区域面積

計画処理人口

名称・地名

面積

処理方式

処理能力

放流先河川

幹線管渠

ポンプ場

放流管渠

計画目標年次

管

　渠

浄
化
セ
ン
タ
ー

平成２年９月２０日

　公益財団法人岐阜県浄水事業公社は、岐阜県が設置する流域下水道

施設の運営管理業務を行うほか、下水道に関する知識の普及、啓発等の

事業を行うことにより、岐阜県及び県内市町村の下水道事業の振興を図

り、もって県民の健康で快適な生活環境の向上と公共用水域の水質保全

に寄与することを目的として設立されました。

公益財団法人 岐阜県浄水事業公社概要

設立年月日

設 立 目 的

こう えき ざい だん ほう じん      ぎ   ふ   けんじょうすい  じ ぎょうこうしゃ がいよう

せつりつねんがっ  ぴ

せつ  りつ  もく  てき

へいせい　　ねん　　がつ　　　にち

　　こうえきざいだんほうじん ぎ ふ けんじょうすいじぎょうこうしゃ　　　　ぎ　ふ　けん　　せっ ち　　　　 りゅういきげすいどう

 し せつ　　 うんえいかんりぎょう む　　　　　　　　　　　  げ すいどう　　かん　　　　 ち しき　　ふきゅう　けいはつとう

じぎょう　　おこな　　　　　　　　　　　　 ぎ　ふ　けんおよ　　けんないしちょうそん　　げ すいどうじぎょう　　しんこう　　はか

　　　　　　　　 けんみん　　けんこう　　かいてき　 せいかつかんきょう　こうじょう　こうきょうようすいいき　　すいしつほぜん

　　 き　よ　　　　　　　　　　もくてき　　　　　　せつりつ

サッカー場
じょう やきゅうじょう

野球場 テニスコート

ふれあい広場
ひろ  ば

デイキャンプ場
じょう

四季の森
し　き　　 もり

管理本館に設置しています。緊急の際にご利用ください。
かん  り  ほんかん　　 せっ　ち きんきゅう　  さい　　　      り  よう

稚鮎の放流（5月）
ち あゆ　　ほうりゅう　　　がつ

ホタル鑑賞会（6月）
かんしょうかい　　　がつ

夏休み親子見学会（7月）
なつやす　　おや こ　けんがくかい　　　がつ

バラの育成講習会（8月）
いくせいこうしゅうかい 　　 がつ

マスのつかみどり（9月）
がつ

施設見学（通年平日）
し せつけんがく　   つうねんへいじつ

汚水を一旦汲み上げ

て自然流下で処理場

まで流します。

汚泥は、ここで加工

されバイオマス燃料、

セメント原料として

100%リサイクルさ

れます。

 お すい　　いったんく　　　あ

　　 し ぜんりゅうか　 しょりじょう

　　　  なが

 お でい　　　　　　　　　　か こう

　　 　　　　　　　　　　ねんりょう

　　　  　　　げんりょう

マクロビオツス

緩歩動物/
チョウメイムシ目
チョウメイムシ科
和名：クマムシ

かん ぽ どうぶつ　

　　　　　　　　　　　　もく

　　　　　　　　　　　　か

             わ めい　　　　　　　　　　　　　

かわ　　なか　　　　　　いわ　

　　　　　　　   た　　　　   び  せいぶつ　　あつ　　　　　　　　　　　　 げ  すいどう

　　　　　　 し ぜん　　　　　　　　　　つか　　　　　みず

　　　　　　　し ぜん　  ちから

トコフィリア

繊毛虫類/
吸管虫目
アキネタ科

せんもうちゅうるい

　 きゅうかんちゅうもく

　　　　　　　　  か

ボルティセラ

繊毛虫類/
緑毛目

ボルティセラ科
和名：ツリガネムシ

せんもうちゅうるい

　 きゅうかんちゅうもく

　　　　　　　　　　　   か

わ めい　  　　　　　　　　

川の中にある岩はヌルヌルしています。これは、
よごれを食べる微生物が集まったもので、下水道
はこの自然のしくみを使って、水をきれいにして
います。自然の力ってすごいね。

自動体外式除細動器
じ　どう  たい がい しき じょ  さい どう   き

AED

けい  かく  もく  ひょう ねん   じ

池の底の泥水を濃くした後、機械で

絞り、汚泥を取り出します。

いけ　　そこ　　どろみず　　  こ　　　　　　 あと　　  き かい

しぼ　　　　  お でい　　  と　　　だ

理化学試験室
り　か　がく  し  けん しつ

れい わ

れい わ ねん  ど れい わ ねん  ど

ねん がつへんこうにんか

げ　すい　どう　じ　ぎょう にん　か

供用開始年月日 平成３年４月１日
きょうようかいし  ねんがっ  ぴ　へいせい　　ねん　　がつ　　にち

（令和3年3月変更認可）
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