
狭山水みらいセンター見学

大阪狭山市東池尻６丁目

南部流域下水道事務所

狭山管理センター

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
それではスライドで狭山水みらいセンターに関連した下水道に関する５つの項目についてこれから説明いたします。



１．下水道事業の概要、役割

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
まず、下水道事業の概要、役割について説明させていただきます。



・快適な生活を支える

（公衆衛生の向上）

・美しい環境をつくる

（公共用水域の水質の保全）

・浸水から街を守る

（都市の健全な発達）

＋下水道資源の活用

下水道事業の概要、役割
下水道法

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○下水道の役割・・・大きく分けて３つ・トイレが水洗化され、快適な生活を支える・・・・・「公衆衛生の向上」・ドブ川がなくなり、川や海がきれいになり、美しい環境をつくる・・・・・「公共用水域の水質保全」・大雨が降っても、浸水被害から街を守る・・・・・・「都市の健全な発達」くわえて、近年では、下水処理水、下水汚泥、それらから発生する熱やガスなどのエネルギー、処理場空間の活用などの「下水道資源の活用」がある。



水の種類

•上水

•下水

じょうすい

げ すい ・雨水（うすい）

・汚水（おすい）

下水道事業の概要、役割

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に水の種類について説明します。都市整備部局で業務で使用するものでの分類です。上水は上からの水で水道の水になります。一般で水を使うのは上水です。それに対して下水ですが私たちの生活などで使ったり出てきた水などになります。これは２つに分類され、雨水と汚水となります。雨水は字の通り雨水で、汚水は生活排水、工場などで使用した後の水です。狭山水みらいセンターではこの汚水を処理してきれいにしています。



下水を流す方法には、合流式と分流式
の２つの方法があります

☆合流式：
汚水と雨水を同じ下水道管で流す方法

☆分流式：
汚水と雨水を別々の下水道管で流す方法

【メリット】
・合流式：管渠が１本ですむので建設費が安くすみ管理もしやすい
・分流式：川や海への汚水の流出がありません

【デメリット】
・合流式：大雨が降ったとき、汚水の混ざった水が川や海に放流され水質の

悪化を招いてしまう可能性があります
・分流式：下水道管だけでなく、家やビルの排水設備まで分ける必要がある

ためお金がかかります

下水道事業の概要、役割

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
合流式と分流式の２つの方法ですが下水を流す方法になります。合流式は汚水と雨水を同じ下水道管で流す方法で、分流式は　　　汚水と雨水を別々の下水道管で流す方法になります。それぞれのメリットデメリットは次のようになります。
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川より低い地域
（内水域）

京橋口

南北方向

東西方向

●寝屋川流域は、地形的な特性から水はけが悪く、流域面積の約３／４が雨水排水をポンプなどの
施設に頼らなければならない 川より低い地域（内水域）です。

●寝屋川流域では、河川によって集められた雨水の出口は京橋口の一箇所しかありません。

平
野
川

平
野
川
分
水
路

寝屋川

第
二
寝
屋
川

古
川

寝
屋
川

恩
智
川

寝屋川流域は、川よ
り低い地域であること
に加え、都市化によ
り雨が地面に浸み込
みにくいことから、浸
水が発生し易い地域
です。

生
駒
山上

町
台
地

淀川

内水域

外水域

大和川

下水道事業の概要、役割（浸水対策）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
下水道事業の役割の１つに浸水対策がある。昭和４０年代から下水道が整備された寝屋川流域の概要について説明する。○寝屋川流域は、大阪市東部を含む１２市にまたがっており、その面積は２６７．６ ㎞2（東西約１４㎞,南北約１９㎞）で、　東側を生駒山地、西側を大阪城から南に伸びる上町台地で区切られ、北側と南側は淀川と大和川に囲まれている。○流域の人口は大阪府の３分の１の約２７０万人もあり、市街化の進展に伴い、資産も集中している。○地形的な特性から水はけが悪く、緑色の地域を除いた流域面積の約３／４が　雨水排水をポンプ施設などに頼らなければならない 川より低い地域、いわゆる「内水域」である。○河川によって集められた雨水の出口は京橋口の一箇所しか無く、全ての雨がここに集中する。



寝屋川流域

外水域 と 内水域

内水域 206㎞2

流域の３／４が
内水域
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内水域とは、降った雨がそのまま川に
流れ込まない地域のこと。
雨は下水道が処理する。

外水域 62㎞2

外水域

内水域 街に降った雨が河川に排水されにくい

下水道事業の概要、役割（浸水対策）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
先ほどのスライドの内容を拡大したものです。地形的に川より低い地域で水はけが悪く、全体の約３／４が内水域となっています。浸水対策の為、当初から合流式の下水道が整備されました。雨水も下水道からポンプでくみ上げ川に排水していました。



下水道事業の概要、役割（寝屋川流域の主な浸水被害）

近鉄奈良線 八戸の里駅付近東大阪市稲田楠根連絡所付近

昭和32年6月前線性豪雨
寝屋川流域整備計画の計画対象降雨となった戦後最大実績降雨（八尾）

大東市役所前

昭和47年7月 豪雨

寝屋川市

年 月 日 気象要因
流域最大降雨量 浸水被害

時間最大
（mm）

総雨量
（mm）

床上
（戸）

床下
（戸） 計（戸）

昭和32年6月26日 梅雨前線・
台風5号 62.9 326.1 － － －

昭和47年7月12日～13日 梅雨前線 20.0 237.5 6,138 37,273 43,411

昭和47年9月15日～16日 台風20号 47.5 115.0 8,902 52,505 61,407

昭和54年9月30日～10月1日 台風16号 66.0 96.0 4,045 23,691 27,736

昭和57年8月2日～3日 台風10号・
低気圧 39.5 150.5 6,778 43,262 50,040

平成7年7月2日～6日 梅雨前線 32.0 290.0 14 2,026 2,040

平成9年8月7日 前線 80.0 116.0 359 8,854 9,213

平成11年9月17日 局地的豪雨 88.0 106.0 85 3,872 3,957

平成20年8月6日 局地的豪雨 63.5 73.5 183 2,357 2,540

平成23年8月27日 局地的豪雨 77.5 88.0 65 1,486 1,551

平成24年8月14日 局地的豪雨 111.0 159.0 2,554 17,080 19,634

平成25年8月25日 局地的豪雨 59.0 119.0 17 887 904

東住吉区

昭和57年8月 台風10号及び低気圧

平成24年8月 豪雨

平成9年8月 豪雨

平成7年7月 豪雨

寝屋川市

東大阪市

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○スライドは寝屋川流域の主な浸水被害の実績を示す。○昭和以前では、大規模な洪水が発生すると、被災家屋は数万戸に達した。○平成以降は河川改修も進んだことから、過去に大規模な被害をもたらした降雨と同等もしくはそれ以上の降雨が降っても、　被災家屋数は概ね１万戸以下となった。○しかし、近年は気候変動などの影響で、局地的な短時間集中豪雨の発生頻度が増しており、　平成２４年８月には、東部大阪・北摂エリアで、約２万戸の浸水被害が発生した。



治水施設による対策

● 地下河川

密集市街地では、河川の拡幅や新たな河川の開削が
困難であるため、道路等の公共施設の地下空間を有効利用して、
地下河川を建設します

下水道管

地下河川
（流域外に放流）

河川

下水道事業の概要、役割（浸水対策）＜放流施設＞

地下河川

下水幹線

ポンプ場

下水幹線

地下河川

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
近年のゲリラ豪雨などに対し、さらなる浸水対策のため、府では都市計画道路の地下に２本の地下河川を計画 ・流域に降った雨を下水道の幹線から取水し、流域の外側に排水します。流域に降った雨の約20％を処理する計画 です。 ・長期間にわたる事業のため、完成した区 間から貯留施設として有効活用します。現在、３１％の進捗状況です。



◆寝屋川北部地下河川

＜放流量＞

250m3／s

集水対象 寝屋川北部流域下水道、大阪市公共下水道、城北川、古川

集水面積 ６６ｋｍ２

延 長 約１４．４ｋｍ

ル ー ト 都)大阪枚方京都線(第二京阪道路)～都)都島茨田線～都)北野都島線～大川(旧淀川)

構 造 地下式(土被約30～45m)

内 径 約５～１０ｍ

淀川

大和川

寝屋川北部地下河川

下水道事業の概要、役割（浸水対策）＜放流施設＞

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
こちらの写真は寝屋川北部地下河川です。寝屋川市の第二京阪高速の下から鶴見緑地を通り都島を経て大川に向かうルートです。



下水道事業の概要、役割（浸水対策）＜放流施設＞

◆寝屋川北部地下河川

現在一部供用部分で約20万㎥（将来約62万㎥）が貯留できます。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
こちらは拡大図になります。現在１部供用中で約20万ｍ3が貯留できます。



◆寝屋川南部地下河川

集水対象 寝屋川南部流域下水道、大阪市公共下水道

集水面積 ８０ｋｍ２

延 長 約１３．４ｋｍ

ル ー ト 府)大阪中央環状線～府)加美旭町久宝寺線～国道２５号～都)木津川平野線～木津川

構 造 地下式(土被約15～35m)

内 径 約７～１０ｍ

＜放流量＞

180m3／s

下水道事業の概要、役割（浸水対策）＜放流施設＞

＜貯留量＞

約９６万m3

淀川

大和川

寝屋川北部地下河川寝屋川南部地下河川

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
こちらは寝屋川南部地下河川です。第二寝屋川～久宝寺～国道25号線をとおって木津川に流れるルートとなっています。貯留量は約９６万m3です。
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大雨を貯留し、街を守った地下河川

直径 ９．５ｍ
平成23年8月27日の大雨による

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
寝屋川南部地下河川の貯留状況の写真です。平成23年8月27日の大雨での貯留状況です。



２．大阪府の流域下水道

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に大阪府の流域下水道について説明します。



■下水道の種類と分担

単独公共下水道・・・９市１町（２６処理場）

流域下水道
処理場、幹線管渠・・・大阪府（７流域１４処理場、幹線延長５６０．４ｋｍ）

面整備管渠・・・４２市町村

大阪府の流域下水道

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
大阪府内の下水道の種類は、市町村が事業主体となる「単独公共下水道」と、大阪府が事業主体となる「流域下水道」の２種類。単独公共下水道では、処理場、幹線管渠、面整備管渠のすべてを市町村が施行する。流域下水道では、処理場、幹線管渠は大阪府が施行するが、各家庭や事業場などに接続する面整備管渠は市町村が施行する。



大阪府には北は高槻市に
ある高槻水みらいセン
ターから南は泉南市にあ
る南部水みらいセンター
まで７流域１４処理場が
稼働しています。
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水みらいセンターとは？

大阪府にある流域下水処理
場のことで平成１８年に公
募により名称変更されまし
た。

大阪府の流域下水道

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
流域下水道とは複数の市町村にまたがる区域における下水を処理する下水道施設です。平成19年度までは流域処理下水道の設置（建設）を大阪府が行い管理（維持管理）を市町村から構成される一部事務組合で行っていました。平成20年度からは、一元化し、管理も大阪府が行っており、現在、猪名川流域を除く６流域の下水道施設を維持管理しており、７流域１４処理場が稼働しています。市町村の運営する単独下水処理場は大阪市、堺市、吹田市などの一部の市で実施されています。



３．狭山水みらいセンターについて

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に狭山水みらいセンターについて説明いたします。



大和川下流流域下水道
狭山水みらいセンター

錦郡中継ポンプ場

長野中継ポンプ場

狭山水みらいセンターの集水区域

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
狭山水みらいセンターの管内の状況です。集水地域は大阪狭山市、富田林市、河内長野市の３市で錦郡・長野２箇所のポンプ場も管理しています。



狭山水みらいセンターの施設概要
・管路施設： 河内長野幹線１２．４ｋｍ

天の川幹線７．８ｋｍ他 合計２６．５ｋｍ

・処理施設： 狭山水みらいセンター、錦郡中継ポンプ場、

長野中継ポンプ場

・処理能力： ８１，５００ｍ3／日（H28年度流入水量約５７,０００㎥/日）

・集水方式： 分流式

・処理方式： Ａ２Ｏ法(嫌気無酸素好気法）＋砂ろ過

・処理区域： 大阪狭山市、富田林市、河内長野市

・計画人口： ２１１，２３０人

・計画水量： ８３，６４０ｍ3／日

・敷地面積： 約１０．１ｈａ

・普及率： ９５．８％（H27年度末）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
狭山水みらいセンターの施設概要についてはこの通りとなっています。全国的にも府の中でも普及率は比較的に高く94.9％となっています。。



狭山水みらいセンターの全景
敷地面積（１０１，６００ｍ２）

大鳥池

甲子園球場の広さ（３９，６００ｍ２）

Ⅱ系施設

狭山水みらいセ
ンターは、甲子
園球場の２．５倍
の広さがありま

す。

Ⅰ系施設
東除川

市民ふれあいの里

南河内環境事業組合

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
狭山水みらいセンターは昭和４２年に運転開始したⅠ系と平成１４年に運転開始したⅡ系施設があります。位地としては富田林市と大阪狭山市の境の大鳥池の東側にあります。Ⅰ系は富田林市の金剛団地の水が流入し、ポンプでくみ上げⅡ系でまとめて処理を行っています。隣の南河内環境事業組合はし尿処理場です。



下水管の中

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
下水管の中です。左側は新品、右側は下水が通るようになった状態の下水道管の中です。下水道管はひび割れ水漏れなどがないかを定期的に人の目視やカメラなどで点検をしています。



マンホール蓋
ふた

大阪狭山市

富田林市

河内長野市

大阪府

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
狭山水管理センター管轄地域の市町村及び大阪府のマンホールです。マンホールは下水道管への点検口で、市町村毎にデザインがなされています。近年、全国津々浦々マンホールの写真を撮る趣味の方が増え、マンホール女子など男性だけでなく女性も人気になっています。



おもしろマンホール

広島県
広島市

高知県
香美市

鳥取県
境港市

鳥取県
北栄町

福岡県
博多市

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
全国にはいろいろなマンホールがあります。こちらはみなさんが知っておられるデザインと思います。広島カープのおひざ元はカープ坊や、ソフトバンクホークスはハリーのキャラクター、香美市ややなせたかしさん、境港市は水木しげるさん、北栄町は青山 剛昌（ごうしょう）さんの出身地なのでそれぞれキャラクターが採用されています



マンホールカード

2017年は全１７０種類。この辺だと大阪狭山市・
堺市・富田林市・和泉市などで配布してます。

大阪府
もずやん

大阪狭山市
狭山池



４．水みらいセンターのしくみ

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に水みらいセンターのしくみについて説明いたします。



水をきれいにするしくみ
• 前処理設備（まえしょりせつび）

• 最初沈殿池（さいしょちんでんち）

• 生物反応槽（せいぶつはんのうそう）

• 最終沈殿池（さいしゅうちんでんち）

• 砂ろ過池（すなろかち）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
水みらいセンターでは大きく５つの工程をとおって水がきれいになります。①前処理設備②最初沈殿池③生物反応槽④最終沈殿池⑤砂ろ過池です。



砂

前処理設備（まえしょりせつび）
（下水にふくまれるゴミや砂をとるところ。）

ポ
ン
プ

ゴミ

除塵機
（じょじんき）

あらいドロ

揚砂（ようさ）
ポンプ

下水

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
一番目の前処理設備は下水に含まれるゴミや砂を取るところになります。ゴミは除塵機と呼ばれるくし状の機械でとり、砂は沈めて揚砂ポンプで吸い上げて取り除きます。



流入水 （ゴミ）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ゴミの状況写真です。ゴミでは髪の毛、繊維、食べ物かすなどが多くビニール袋なども入ります。これは焼却炉で燃やして処分します。



あらいドロ

最初沈澱池（さいしょちんでんち）
（あらいドロを下の方にしずめて、水をきれいにするところ。）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
２つ目は最初沈殿池です。ここでは１時間程度かけて水をゆっくりと流して沈みやすい粗い泥を沈めます。粒子状の物はなくなりますが水の中には汚れが溶け込んでいます。



空気

よごれ

散気装置：空気を送る機械（微生物が呼吸できるように）

生物反応槽（せいぶつはんのうそう）
（微生物がよごれを食べて、水をきれいにしてくれるところ。）

活性汚泥
かっせいおでい

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
３つ目は生物反応槽です。微生物がたくさんいる活性汚泥という泥と下水と混ぜ合わせ、そこに空気を送りこみ、微生物の力で、水のなかの汚れを分解して沈みやすい泥に変えて水を綺麗にします。



生物反応槽内の状況
微生物がたくさん入った泥（活性汚泥）
と呼び、微生物たちは水に溶けている

よごれを食べてくれます。
生物反応槽は、人間の体で言うと【心臓部】

にあたります

微生物（0.05～1㎜程度の大きさ）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
微生物たちは水に溶けているよごれを食べます。空気は混ぜる役目と微生物に酸素を送る役割があります。微生物は約３０種類見られます。数は１ｃｍ3当たり約５千匹います。



活性汚泥

最終沈澱池（さいしゅうちんでんち）

（活性汚泥を下の方にしずめて、水をきれいにするところ。）
かっせいおでい

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
４つ目の最終沈殿池では活性汚泥を沈めます。活性汚泥は水よりも重いので５時間かけて沈めきれいになった水と分離します。



よごれ

砂ろ過池（すなろかち）

殺菌消毒

東除川へ
ひがしよけがわ

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
５つ目は砂ろ過池ですアンスラサイト（石炭）、ケイ砂、砂利の順番でできたろ過槽を水が通りさらに細かな汚れが取り除かれます。ろ過後、次亜塩素酸ナトリウムを加え消毒して東除川に放流しています。



放流吐口（東除川へ）

大和川合流点から約１１ｋｍ

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
放流口です。川の水位が上がって逆流しないよう蓋がついています。大和川合流点から約１１ｋｍ上流で最終は大阪湾に流れます。



汚泥の処理

重力濃縮

じゅうりょくのうしゅく

機械濃縮

きかいのうしゅく

埋立地へ

焼却炉

しょうきゃくろ脱水機

だっすいき

うめたてち

焼却します。
しぼって、

濃くして、
こ

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に汚泥の処理について説明します。大まかな説明としては濃くして、絞って、燃やす流れになります。



重力濃縮設備 槽の中の汚泥は沈降
することで濃くなります。

水分は上から流れ出ま
す。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
濃くする設備の重力濃縮設備です。最初沈殿池から送られた汚泥は沈みやすいため重力の力で沈降させます。0.5％から2.5％で５倍の濃さになります。



ベルト濃縮設備

M

P

M

凝集装置

水を通すベルトの上
に汚泥をのせて移動
することによって水分

を取り除きます

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
同じくベルト濃縮設備です。こちらも、濃縮機で高分子凝集剤を利用して濃縮を行います。0.8％から4.0％で５倍の濃さにします。



ベルトプレス脱水機設備

ベルトとベルトの間に
汚泥を挟んで沢山の
ローラを通ることによ
り水分を取り除きます

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
重力濃縮槽とベルト濃縮設備からでて混合した3.から4％（1Lの泥の中に30～40）の泥を絞る設備です。脱水機と呼ばれる機械でベルトとベルトの間に汚泥を挟んで沢山のローラを通ることにより水分を取り除きます。これで２４％の紙粘土状のケーキと呼ばれる泥の状態になります。



脱水された汚泥

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
脱水ケーキは当初の泥にくらべて約60分の１に絞られました。この状態にしてケーキを焼却炉施設に送って燃やします。



焼却炉設備

泥

亀
裂

解砕

脱水機により絞られ
た汚泥（脱水ケーキ）
を、熱せられた空気
で動いている砂の中
に投入すると燃えて

灰となります。

内部では８５０℃に
熱せられています。

脱水ケーキは
一日あたり７０ｔ
焼却できます。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
焼却炉は流動炉と呼ばれるタイプで底に熱せられた砂が入れられており高温の空気で混ぜられた状態になっています。ここにケーキを入れると粉砕され砂の熱で一気に泥が燃えますそして排ガスとともに炉の上から灰が飛んでいきます。集塵機と呼ばれる施設で灰は集められます。センターで出たごみも燃やします。



５．下水道の有効利用

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
最後に下水道の有効利用です。



処理水の有効利用

Ｑ水くん
（各水みらいセンター）

トイレ用水
（狭山水みらいセンター）

せせらぎ用水
（枚方市駅前）

暖房・プールの熱源
（ラポールひらかた）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
まず、処理水の有効利用を行っております。Q水くんは、処理水を無料で使える施設で、ほとんどの水みらいセンターに設置されています。また、せせらぎ水路の水や、一年中温度が高めの処理水の性質を利用して温水プールの熱源として使っているところもあります。狭山水みらいセンターではトイレの洗浄水に使われています。



卵形消化槽
（原田水みらいセンター）

消化ガス発電機 400kW
（原田水みらいセンター）

消化ガス利用

汚泥の発酵分解により
メタンガス発生

メタンガスを利用して
エンジンで発電

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
下水汚泥の減量化のひとつとして、汚泥消化があります。これは汚泥を温めて発酵し分解を行う仕組みです。大阪府では、原田、今池水みらいセンターにおいて、汚泥消化を実施しており、汚泥消化を行う過程で発生する消化ガスを有効利用しています。○その用途としては、汚泥処理工程の後段にある焼却炉の補助燃料としての利用や、消化槽の加温等がある。○原田水みらいセンターにおいては、発生する消化ガスの量が多いため、消化ガス発電機を設置し、消化ガス発電も実施している。発電した電力は処理場で使用することで維持管理費の削減に努めている。○H25年度の年間のガス発生量と有効利用量は、原田MCでは、約６４５万Nm3に対し、その約７７％である約４９９万Nm3を有効利用しており、今池MCでは、約３４万Nm3に対し、その約９５％である約３２万Nm3を有効利用している。【引用元：H27年2月議会資料　計画Gリサイクルp.20】



（平成２３年３月まで）

焼却灰・溶融スラグの利用

（狭山水みらいセンター）

（北部水みらいセンター）

溶融スラグブロック

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
焼却炉で汚泥を燃やした後に残る焼却灰を利用して、平成23年3月まで狭山水みらいセンターではレンガを作っていました。また、大阪湾沿いにある北部水みらいセンターでは、1400℃の高温で燃やしてできる溶融スラグをブロックや埋戻し材として利用しています。



（狭山水みらいセンター 太陽光パネル）

太陽光発電プラント

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
この写真は、狭山水みらいセンターのメガソーラーです。固定価格買い取り制度を活用したもので、現在、湾岸３MC、中央、渚、大井、狭山で発電開始しております。狭山MCは２７年９月より発電開始しました。１メガキロワット/年の設計で約290世帯の電気量が発電できます。



一般開放施設

（鴻池水みらいセンタースカイランド）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
大阪府の水みらいセンターでは、府民の憩いの場として、処理場上部や処理場周囲などに緑地、公園を整備し、一般開放しております。こちらは東大阪にある鴻池水みらいセンターのスカイランドです。



一般開放施設

（大井水みらいセンターふれあい緑地）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
こちらは藤井寺市にある大井水みらいセンターのふれあい緑地です。



一般開放施設

（狭山水みらいセンターせせらぎの丘）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
後程行きます狭山水みらいセンターのせせらぎの丘です。



ありがとうございました。

大阪府広報担当副知事もずやん

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
以上で終わります。
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