すーいすい﹄

上下水道グループ☎０７９︵４３５︶２３７３

︵令和３年度の下水道推進標語︶

雨水も汚水も

９月 日は下水道の日
﹃下水道

▼問合せ

日は︑

下水道の日です

９月

以内﹂︑浄化槽の場合は﹁す
みやかに﹂下水道に接続する
義務が課せられています︒
まだ下水道に接続していな
い場合は︑下水道の趣旨をご
理解いただき︑早めの接続工
事の実施をお願いします︒
注 下水道人口普及率 …
下
※
水道を利用できる区域の人口
／総人口 ×
１００

さい︒
指定工事店一覧は︑町ホー
ムページで確認できます︒

改造資金の助成について
排水設備工事に対し︑融資
あっせん及び利子補給制度・
助成金制度を設けています︒
詳しくは︑上下水道グルー
プにお問い合わせください︒
▼問合せ 上下水道グループ
☎０７９︵４３５︶２３７３

快適な下水道の使用のために

どの固形物を流さないよう
に︑排水口にネットを取り
付け︑たまったゴミはこま
めに取り除きましょう︒
排水管の近くに樹を植えない
排水管の近くに樹を植える
と︑排水管の小さな隙間か
ら木の根が侵入し︑排水管
の詰まりや破損の原因とな
りますのでご注意ください︒
ペットのトイレの砂は … 猫
などのペット用のトイレの
砂の中には︑トイレに流せ
る商品が市販されています︒
条例上の規制はありません
が︑大量に流すと︑ご自宅

内の排水管が詰まるおそれ
があります︒
水洗トイレも︑節水型な
ど構造により流せる量に違
いがあるため︑一度に大量
に流さないようにお願いし
ます︒
また︑可燃性のトイレの
砂であれば﹁燃えるごみ﹂
として処理していただくこ
ともできますので︑各商品
の注意事項に従って︑処分
いただきますようにお願い
します︒

北部子育
11月９日（火） 「一緒に遊ぼう」講師：河村 知里
て支援セ
10：00〜12：00 「つくって遊ぼう」講師：kaori
ンター
第６回

排水設備工事について

「体を使った室内遊びと使った
南部子育
10月26日（火） 体のメンテナンス方法」
第５回
て支援セ
10：00〜12：00 講師：NPO法人スポーツ
ンター
クラブ21はりま

家庭から排出
された汚水は︑
下水道をとおって汚水処理場
できれいな水になって川や海
に流れます︒
普段は地面の下にあって目
立たない下水道ですが︑水環
境の保全や生活環境の改善を
図るために大切な役割を担っ
ています︒
下水道の普及推進に︑ご理
解とご協力をお願いします︒

ンター
子どもの病気や起きやす 南部子育
10月５日（火）
第３回
い事故及び子どもの食事 て支援セ
10：00〜12：00
ンター
について
北部子育
10月14日（木） 救急講習、心肺蘇生法の
第４回
て支援セ
10：00〜12：00 実践
ンター

下水道に接続しましょう

10：00〜12：00 講師：西山 陽子

令和３年度の水道メーターの交換
▶場所 南部・北部子育て支援センター
▶受講資格 町内在住で、心身ともに健康で援助活動に熱意をお持ちの人
▶定員 先着10人
回
日時
内 容
場所
北部子育
▶申込期間 ９月１日（水）〜８日（水）
９月17日（金） 求められる援助と安全な
第１回
て支援セ
▶受講料 無料
10：00〜12：00 預かり（事例を使って）
ンター
▶申込み・問合せ 北部子育て支援センター
北部子育
９月30日（木） 「子育てトークをとおして」
☎０７８（９４４）０７１７
第２回
て支援セ

下水道は︑家庭からの汚水
をそのまま流すことのできる
大変便利な施設ですが︑ルー
ルを守らなければ排水管や下
水道管を詰まらせてしまった
り︑壊してしまったりします︒
次のことに注意して大切に使
いましょう︒
台所では …残飯︑野菜くず︑
油などを流さないようにし
ましょう︒また︑熱湯を流
すと排水管故障の原因にな
りますので︑冷ましてから
流しましょう︒
トイレやお風呂でも … トイ
レに紙おむつや水に溶けに
くいティッシュペーパーな
どを流すことは絶対にやめ
ましょう︒また︑お風呂や
洗面所で髪の毛や石けんな

ファミリーサポートセンター提供会員として、登録に必要な講習会を実施します。講習会を受講いただきま
すと、提供会員としてファミリーサポートセンターに登録できます。ぜひ、あなたの経験を活かしてみませんか。

ファミリーサポートセンター提供会員（子育ての応援をしたい人）講習の参加者募集

排水設備工事は︑播磨町下
水道グループが指定した﹁指
定工事店﹂が行うことになっ
ています︒
トイレの水洗化などの排水
設備工事は︑定められた技術
基準に基づいて適切に行わな
いと︑故障や公共下水道に悪
影響を及ぼす原因になります︒
工事を依頼する際は︑必ず
﹁指定工事店﹂にご相談くだ

※初回の提供会員との面接時にも料金は発生します。
※兄弟姉妹などで利用する場合、
２人目からは利用料金の半額を
加算します。
※取り消す場合には、取消料が生じますのでご注意ください。

播磨町の下水道人口普及率
︵注 ※
︶ は ︑ ・ ％︵ 令 和
３年 ４月 １日 現 在 ︶ に な り ま
した︒
下水道法では︑接続が可能
となった地域の住宅について︑
汲 み 取 り 便 所 の 場 合 は ﹁ ３年

350円／
30分ごと

地域みんなで子育て
播磨町ファミリーサポートセンター

700円

水道メーターは使用水量を適正に測定するため、計
量法で取り替えることが義務付けられています。
播磨町では例年、検定期限を迎えた水道メーターの
交換を７月と８月に行っておりますが、新型コロナウ
イルスの影響により、今年度は９月と10月を予定して
おり、９月７日から９月29日と、10月５日から10月
30日の２期に分けて取り替えます。
交換対象となる水道メーターをご利用のお客さまに
つきましては、播磨町が委託した播磨町上下水道工事
業協同組合が事前に案内ビラ配布によりお知らせして
から、無償で水道メーターの取り替えに伺います。ご
協力いただきますようお願いします。
詳しくは、町ホームページをご覧ください。
▶問合せ
播磨町上下水道グループ☎079（435）0404
播磨町上下水道工事業協同組合☎079（435）9111
「養成講座受講後すぐに自宅で預か
るのは少し不安｣など、心配なことや
気になることはファミリーサポート
センターにどんどんお尋ねください。
▶提供会員さんの声
「子育て中のお母さんを見ると、少
し前の必死だった自分の姿を思い出
します。私もファミリーサポート制
度に助けてもらったので、今度は自分も助ける側になっ
てお母さんの力になりたいと思っています」
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止ま
たは変更になる場合があります。

終わってから保護者帰宅
までの時間
・学 校行事や仕事の都合な
ど︑ちょっとした用事の
時
・保護者の買い物や通院お
よび リフレッシュしたい
時など

月〜金曜日 19：00〜20：00
土・日曜日、祝日、年末年始
7：00〜20：00

10

⑥報酬の支払い

子どもを預かる場所は︑
※
原則︑提供会員の自宅です
︵宿泊不可︶︒
原則︑病気の子どもにつ
※
いては預かりはできません︒
場合によっては調整でき
※
ないこともありますので︑
予めご了承ください︒

300円／
30分ごと

「スイスイ」

▼会員登録・問合せ 播磨町ファミリーサポートセンター
︵ 北 部 子 育 て 支 援 セ ン タ ー 内 ︑ 西 野 添 ２丁 目 番 号 ︶
☎０７８︵９４４︶０７１７
▼受付時間 午前９時〜午後５時︵日曜日・祝日を除く︶
ファミリーサポートセンターは︑﹁子育てを応援してほ
しい人﹂と﹁子育ての応援をしたい人﹂を会員として︑互
いに子育てを支え合う﹁子育て相互援助活動﹂を支援し︑
地域の子育て支援活動の推進を図ることを目的としていま
す︒

④事前打ち合わせ

▼会員の条件
依頼会員︵子育てを応援し
てほしい人︶町内在住また

600円

下水道マスコットキャラクター

したい人︶町内在住で︑心
身ともに健康で援助活動に
熱意を持つ人︒
提供会員の登録には︑所
※
定の講習の受講が必要です︒
▼援助活動の内容
・保育所や幼稚園の送迎
・保育所︑幼稚園︑学 校が

月〜金曜日 7：00〜19：00
※祝日・年末年始を除く

10

は在勤で︑原則０歳︵生後
６カ月︶から小学校６年生
以下の子どもを養育してい
る人︒
提供会員︵子育ての応援を

１時間を
超える場合

34

98

ファミリーサポートセンター
（北部子育て支援センター）

6
広報はりま 3.9
広報はりま 3.9

7

最初の
１時間
分
区

①利用申し込み
③依頼

子育てを
応援してほしい人
（依頼会員）

⑤サービスの提供

子育ての
応援をしたい人
（提供会員）

子ども１人あたりの利用料金
▶利用料金

10

10

利用のイメージ図

②調整

