
■環境新聞第16号
■アムキットだより
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浄化槽のあるある冬ver

ここで、突然ですがクイズです！！ここで、突然ですがクイズです！！クイズq

　前号では、「夏場の点検時の浄化槽あるある」を

特集いたしましたが、冬場にも「あるある」がいろい

ろあります。今号も引き続き「冬場の点検時の浄化槽

あるある」を特集させていただきます！　　　　　　

浄化槽の汚泥は回収後は処理場に運ばれます。
処分された汚泥は、色々なモノにリサイクル
されます。
どんなものに再利用されるでしょう？

答えは中面へ答えは中面へ

冬場の浄化槽あるある！

https://www.azuma-mie.co.jp/water_leak/

Before AfterBefore After

プロのおそうじで頑固な汚れもピカピカに！
清潔な毎日をサポートいたします

冷蔵庫　　エアコン　　　　　キッチン一式
浴室　　　エアコン室外機　　フローリング
洗濯機　　トイレ一式　　　　ガラス・サッシ
洗面所　　網戸　　

水まわりリフォーム水まわりリフォーム

いつもの暮らしを快適に！
お客様に合わせたリフォームをご提案！

外構リフォーム外構リフォーム

のリフォーム
AZUMA     Reform

のリフォーム
AZUMA 　　Reform

いつでもいつでも ご相談ご相談 ください！！ください！！

（トイレ、キッチン、浴室、洗面所）（トイレ、キッチン、浴室、洗面所）

アズマの おそうじサービ
ス

SOS
水 のトラブル つまり 水漏れ

もお任せください！

※別途、修理費・材料費がかかります。
※対応エリアはホームページをご確認ください。

水漏れ解決 0円
（税別）

出張費
■日・祝出張費
　15,000 円（税抜） 平日対応時間　8：00 ～ 17：00

（但し：受付は 16：00 まで）
※16 時以降の受付は翌日対応

AZUMAの暮らしの
お役立ちサービス
AZUMAの暮らしの
お役立ちサービス

AZUMAの暮らしの
お役立ちサービス
AZUMAの暮らしの
お役立ちサービス

毎日使う水まわりを使いやすく！毎日帰るお家の外観や外構を
キレイに！リフォームしませんか？
「ちょっと気になるから相談したいわ」でも構いません！
お気軽にご相談ください！

▼水漏れ専用サイト
　QRコード

レンジフード
　　　クリ―ニング
レンジフード
　　　クリ―ニング

エアコン
　　　クリーニング
エアコン
　　　クリーニング

急な水のトラブルにも対応します！急な水のトラブルにも対応します！

自然災害によるお家の破損

　　　　　　　　ってホント！？
自然災害によるお家の破損

　　　　　　　　ってホント！？火災保険が使える火災保険が使える

※各保険会社によって適用条件や内容が違いますので各保険会社にご確認ください。

台風や自然災害で破損してしまった
屋根、外壁、カーポート、雨樋など
火災保険が適用になる場合があります！
高額なリフォーム費用を少しでも抑えたい
お客様はぜひお問い合わせください。
火災保険を利用したリフォームのご提案も行っています！

実は…冬場の浄化槽の中はあったかいんです！
浄化槽は基本土の中に埋まっているので、
浄化槽内の水は冬場でも凍ることがありません。
地下水と一緒ですね。

真冬に浄化槽の蓋を開けると気温差によって湯気のように浄化槽から水蒸気が出てくることもあります。
雪が積もった時でも浄化槽の中が暖かいので、マンホールの上だけ先に雪が解けていたお家もありました。

夏場では30℃前後まで上がり、冬場は10℃前後になることが多いです。

また、浄化槽の中には汚れを食べてくれる
微生物が沢山住んでいます。
微生物にも活動しやすい温度がありますので、
私たちが点検にお伺いした際は水温を確認しています。 微生物君

冬でも中は

こたつみたいに

あったかいわ～♪

②固形燃料・メタンガス
水素ガス

セメント

③セメント①焼 却
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CSV 活動CSV 活動
東産業では、「環境保全」に
力をいれています。
各地域で生物調査や
池干し活動など様々な

CSV 活動を支援しています！

東産業では、「環境保全」に
力をいれています。
各地域で生物調査や
池干し活動など様々な

CSV 活動を支援しています！

月～土



××

黒い壁と木の素材を基調としたシックな外観。

大きな窓も特徴で、光や風を感じることができるお家です。

黒い壁と木の素材を基調としたシックな外観。

大きな窓も特徴で、光や風を感じることができるお家です。

httpｓ://www.azuma-mie.co.jp/life/

冬場も点検時、環境の変化によってなにかと影響があります。

点検スタッフが処理に問題がないかしっかりと確認させていただいてます！

浄化槽点検あるある3つをご紹介！

　夏場に比べ、冬場は水と一緒に流れた油脂分（ラード）が、桝内で固ま

り易くなります。ラードが溜まるとつまりの原因になります。

油分が出やすい油や脂っこいものは流さないようにお願いします！

また、食用油などを廃棄する場合は、新聞紙や凝固剤などを使い、

燃えるごみに捨てましょう。

桝内に油脂分（ラード）がたまり易い！

対策

　溶存酸素が低いと微生物の処理がうまく進まない場合がありますが、水に

溶け込む酸素量は水温が低い冬場の方が多くなりますので、夏場に比べて溶

存酸素が高くなります。

溶存酸素（DO)が高くなる！

酸素が多すぎても処理がうまくいかないことがあります。

槽内の空気量は点検時に都度調整しています。対策

2回に分けて夏場と冬場の浄化槽あるあるを特集しましたが、お客様にも使用時に注意して

いただきたい点もございますので、ご協力をお願いいたします！

圧力

水温

飽和溶存酸素濃度飽和溶存酸素濃度

圧力

小

低い 高い

水温高い 低い

大

7/21（土）OPENしました !7/21（土）OPENしました !
見学希望の方はホームページの予約フォームよりお申込みください。

四日市市
羽津地区

モデルハウス
完全予約制

▼予約フォームQRコード

三重県下初！ SE 構法のモデルハウス三重県下初！ SE 構法のモデルハウス

レディオキューブ防災ハンドブック
（2018-2019 年度版）

防災のノウハウや災害時に役立つ情報がつまった無料冊子です。

災害に備える防災アイテムとして一家に一冊どうでしょうか？
配布場所は三重県内各市町の役所窓口や消防団、FM三重主催のコンサート会場など。

　アムキットホームモデルハウス４棟目が７月 21 日（土）にオープ
ンしました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
オープンよりたくさんの方にご来場いただき、各所のこだわりを
一つ一つお伝えしながら、自慢のモデルハウスを紹介させていただ
きました。広々とした空間や大きな窓、収納充実のオープンキッチン、
内装などたくさんのこだわりがつまった素敵なお家です。来場者の
皆様にもお褒めの言葉をたくさんいただきました。　　　　　　　

東日本大震災でも
倒壊ゼロ！

「強い家」を建てたい！と
お考えのお客様は
アムキットホームにお任せください

万が一の時の備えとなる一冊！万が一の時の備えとなる一冊！

AZUMA

　お正月など人が多く集まる時期は宅内での水の使用が増え、浄化槽内に流れ込

む水の量も多くなります。普段より多くの水が流れ込むため、処理が追いつかず

、水質が変動する場合があります。水質検査をこの時期に受検される方は少し注

意が必要です。

水質が変動しやすい！

普段の維持管理でも確認させていただきますが、もし水質検査にて

ご指摘があった場合でも、当社がしっかりとご対応させていただき

ます。気になる場合はご相談ください！
対策

※小型合併浄化槽の点検時のみ測定

溶存酸素とは、水の中に溶け込んでいる酸素量のこと。

すべての再利用されます！答えクイズq

②固形燃料・メタンガス
水素ガス

セメント

③セメント

①焼 却

肥
料

④肥 料

廃熱を利用した発電や温水利用、

汚泥の有機分解によって発生する

メタンを主とした消化ガスを発電用

燃料などとして利用。また自動車の

燃料や都市ガスとして供給。

エネルギー利用

下水道工事の埋め戻しに利用

される他、セメント原料、

コンクリート、骨材、ブロック、

レンガ等の原料としても利用。

建築資材利用

コンポスト化して、肥料や

地力増進資材として農作物の

生産力の維持に役立てることが

できる。

緑地・農地利用

※出典：日本下水道協会ホームページ

http://www.jswa.jp/recycle/odei/

桝内の油脂分がつまっている状態。

みんなでお問い合わせは い え づ く り

東産業でもご用意していますので、お気軽にお申し付けください！東産業でもご用意していますので、お気軽にお申し付けください！


