
立川市役所 （〒190-8666）立川市泉町1156-9  ☎042（523）2111〔代表〕  Fax042（521）2653

　今や私たちの生活に欠かせないものとなっている下水道は、歴史と共に大きく、その形を変えてきました。いろいろな国と時代の

下水道に行けちゃうオスイちゃんと一緒に、下水道の歴史を紐解くクイズの旅に出かけましょう。あなたはいくつ正解できますか。

問下水道管理課庶務係・内線2200　

世界で一番古いトイレは
どこで生まれた？

❶今のモロッコ
❷今のナイジェリア
❸今のイラク

日本の下水道は
何時代から始まった？
❶弥

や よ い

生時代
❷古

こ ふ ん

墳時代
❸安

あ づ ち

土桃
も も や ま

山時代

下水道の技術が、14世紀の
ヨーロッパで急速に
発達したのはなぜ?

❶病気がまんえんしたから
❷下水道事業がもうかるから
❸芸術的だと考えられたから

今の下水道にはどんな役割が
あるでしょうか

❶街をきれいに保つ
❷街を浸

し ん す い

水から守る
❸水環境を守る

現在発見されている世

界で一番古いトイレは、紀元前

2200年ごろに現在のイラクで栄えた古

代オリエント文明の遺跡テル・アスマル

にあるアッカド王朝時代の宮殿のトイレと

いわれています。レンガを椅子のような

形に組んで作られた下水道につなが

った水洗式トイレでした。

弥生時代に、環
かんごう

濠集落

という、周囲に堀を張り巡らせ

た集落ができました。堀の役割には、

敵の攻撃の防御や家畜が逃げるのを防ぐ

などのほかに、用水、排水も含まれてい

たと考えられています。なお、②の古墳

時代には、建物の屋根から落ちる雨

水を受ける溝が存在していました。

明治時代にできた日本最初の
近代的な下水道は、

現在のどこ？
❶大阪府の難

な ん

波
ば

❷愛知県の名
な ご や

古屋
❸東京都の神

か ん

田
だ

下水道には、次のよう

な役割があります▶汚れた水

がそのまま街に流れないようにして、

悪臭や害虫の発生を防ぐ▶雨水をすぐ

に下水道へ流すことで、浸水から街を

守る▶下水をきれいにしてから川や海

に流し、水の環境をきれいに保つ

こたえ❸

こたえ❶

雨水浸透施設を設置しましょう

▶浸水の危険があるので雨水ますや側溝の上
に物を置かないでください。また、普段から
雨水ます周辺の清掃をお願いします▶たばこ
の吸い殻などのごみは捨てないでください

雨水ますの周囲はきれいに

　市は、地下水の涵
かんよう

養による水循環の保全や下水道への
負担の軽減のため、雨水浸透施設（下写真）の設置を建物
の新築や建て替え時にお願いしています。また、既存住
宅に雨水浸透施設を設置する個人を対象に補助金制度
を設けています（上限20万円。付帯工事を含む）。なお、
助成を受けるためには一定の条件があります。
　くわしくは、市ホームページ（右２次元
コードからアクセス可）をご覧いただくか、
お問い合わせください。

●助成対象施設

雨水浸透ます雨水浸透管

問下水道管理課排水設備係・内線2212

下水道を守るために
皆さんへのお願い

オスイちゃんと行く！

　市内の６か所に、市の公式キャラク

ター「くるりん」がデザインされたカラ

ーマンホール鉄蓋が設置されています。

３種類あり、どれも気分が和む、かわ

いらしいデザインです。街を歩いてい

るときに探してみては。

　設置場所等くわしくは市ホームペー

ジ（右２次元コードから
アクセス可）をご覧くだ

さい。

　明治時代に入り、コレラが大流行し

たことで、日本政府は1883（明治16）年、

オランダ人ヨハネ・デ・レーケの指導

のもと、レンガ積みの「神田下水」に

着手しました。神田下水の一部は今で

も現役の下水道管として使用されてい

ます。

神田下水

こたえ❸

こたえ 全部

探してみようよ！
くるりんマンホール！

Q2については諸説あります。

9月10日は
下水道の日

　都市の人口が増え、汚水が街のあ

ちこちに捨てられるようになったこと

で、街が汚くなり、ペストなどの伝染

病が流行しました。この影響で、街を

きれいに保つために下水道が整備さ

れ、ヨーロッパの技術は発達していき

ます。

中世期の汚水処分

こたえ❶
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マスクの着用や検温など、 感染症の予防にご協力をお願いします。

に、住所、氏名、年齢、性別、電話番号、返信
用宛先を書いて立川市水泳協会〔〒190-
0003栄町6-25-21-108〕☎（519）4115へ
〔電話は月曜日のみ〕
●借地借家人のための法律セミナー　東
京多摩借地借家人組合が主催。底地買い、
地上げ、明け渡し、原状回復等、借地借家
人のためのやさしい法律の学習会と相談
会時9月24日㈯午後1時30分～4時場たま
しんRISURUホール5階第6会議室定20人
（申込順）申細

ほそ
谷
や
さん☎（526）1094へ

●レディース健康マージャン入門講座
いきいき健康麻将・立川南が主催。頭の体
操として、健康的なマージャンを基礎から
学びます対マージャン初心者の女性時10
月4日～12月20日の第1・第3火曜日、午後
2時～4時（全6回）場さかえ会館費8,000円
（用具代ほか）定16人（申込順）申高橋さ
ん☎090（9760）9385へ
●ジョイフルシャウト　ゴスペルコンサー
ト2022　ジョイフルシャウト・ゴスペルク
ワイアが主催。今年は10周年記念。「新し
いことが起こる」 Make a Joyful Shoutを

かに会場代として500円～1,500円）定５人
（申込順）申菱

ひしやま

山さん☎090（8311）0410
へ
●碁

ご

空
くう

　30代～80代で囲碁の対局を楽
しんでいます。不定期に碁空オープンと
いう大会も開催。見学可（申込不要）対囲
碁初段以上の方時毎週水曜日、午後６時
～８時45分場高松学習館入1,000円年
1,000円申石井さん☎（848）2390へ
●シルバージャズダンスクラブ　楽しいジ
ャズダンスを通じて、心身共に若さと健康
を保ちましょう。見学可対60歳以上の方
時毎週木曜日、午前10時～正午場子ども
未来センター月3,000円定６人（申込順）
申久保田さん☎（529）6069へ
●楽しい韓国語教室　韓国語を学ぶサー
クルです。日本人の講師から楽しく学びま
す対韓国語初心者の方時月２回の月曜日、
午前10時～11時30分場女性総合センタ
ーほか月4,000円定20人（申込順）申谷さ
ん☎090（4392）3472へ
●松中シスターズ　明るく元気なバレー
ボールチームです。男女問わず参加できま

テーマに日本語ゴスペルの素晴らしさを
お届けします時9月23日（金・祝）午後1時30
分開演（午後1時開場）場くにたち市民芸
術小ホール（国立市富士見台2-48-1）費
1,000円定250人（申込順）申西野さん☎
090（3514）4598へ

会員募集

●立川サタディダンスサークル　プロ講
師の丁寧な指導とすてきな音楽でダンス
を楽しみます。初心者歓迎時①月２回～3
回の土曜日、午後6時20分～8時30分②月
２回の月曜日、午後1時20分～3時50分場
①さかえ会館、高松学習館②高松学習館
入1,000円月3,000円定3人（申込順）申奥
山さん☎080（3009）8519へ
●フラダンスサークルK

カ

a P
プ ア

ua　楽しく踊
りましょう対フラダンス未経験の方（経験
者はご相談ください）時▷月３回の金曜日、
午前９時15分～10時15分▷月３回の水曜
日、午後７時～８時場たましんRISURUホ
ール、子ども未来センター月2,000円（ほ

　この欄の情報の連絡・交渉は当事者間
で。市は関与しません。

まちのお知らせ

●がん哲学外来　がんカフェ立川駅前
立川駅前キリスト教会が主催。がん患者や
周辺にいる方などが、互いに寄り添い、心
が軽くなるような居場所を目指していま
す。宗教の勧誘や布教、商品販売は一切あ
りません時毎月第3土曜日、午後1時30分
～3時場立川駅前キリスト教会（錦町2-1-
21）費1回300円（資料代ほか）定25人（申
込順）申高田さん☎（525）2615へ
●シニア水中ウォーキング教室　立川市
水泳協会が主催対市内在住・在勤の60歳
以上の方時10月5日～11月30日の水曜
日、午前11時～正午（11月23日を除く、全
8回）場泉市民体育館プール定15人（抽
選）申9月20日㈫〔必着〕までに往復はがき

す。見学・体験可対小学生時▷毎週水曜日、
午後６時30分～９時▷毎週土曜日、午前
９時～午後５時場松中小体育館入1,000
円月2,000円申藤井さん☎090（9379）
1436へ
●シャンソンの会「忘れな草」　生のピア
ノ伴奏、プロの指導で楽しい曲をレッスン
しています。見学・体験可時毎月第1・第3
金曜日、午後6時～7時30分場高松学習
館月4,000円申髙見さん☎090（3104）
1016へ
●混声合唱団<つばさ>　活動時間が夜な
ので、昼間お仕事の方も参加が容易です。
見学可。初心者歓迎時月3回～4回の木曜
日、午後7時～9時場柴崎学習館月5,000
円申石井さん☎080（3421）0658へ
●立川欅

けやき

ソフトボールクラブ　一緒にグラ
ウンドでボールを追いかけ汗を流しません
か。毎月、市外のチームと交流試合をしま
す対60歳以上の市民の方時毎週水曜・土
曜日、午前9時～正午場泉町野球場、砂川
中央地区北野球場ほか年8,000円申長島
さん☎090（8729）0272へ


