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は じ め に 

下水道の整備は、浄化槽などの汚水処理施設とともに、生活環境改善や河

川・海などの公共用水域の水質環境改善に寄与しており、市街化区域での雨

水排除にも、河川と同様に重要な役割を担っています。

福岡県では、汚水処理施設の効率的な整備推進に向け、昨年２月に県内

下水道事業実施の４５市町を対象に、下水道事業の広域化・共同化に向けた

勉強会を開催しました。さらに、汚水処理施設全般にわたる広域化・共同化

計画の策定に向けた取り組みを進めていくため、本年１月には県内全６０市

町村を対象に、第２回勉強会を開催したところです。

また、近年多発する局地的集中豪雨による浸水被害解消に向けた雨水対策

を充実させるため、関係市町村への情報提供や情報共有を目的とした「雨水

対策研究会」（通称 あめんたい）を実施しています。

このほか、下水道の広報活動として、昨年７月には、九州でも２０年ぶりと

なる下水道展 北九州が開催され、酷暑にも関わらず、約３万２千人もの来

場者でにぎわいました。

また、昨年は、県内の１２市町において、マンホールカードが発行され、福

岡県流域下水道においても、初となるマンホールカードを発行いたしました。

本書は、本県における下水道の取り組みなどを紹介することで、県民の皆

様に、下水道について、一層理解を深めていただくことを目的に作成してお

ります。

今後とも、下水道事業の推進にご理解とご協力をお願いいたします。

平成３１年３月 福岡県建築都市部下水道課長 鴨打 章 
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