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■ 名古屋市 水辺紀行 vol.3　渡り鳥 パワーの源！「藤前干潟」 
■ 木曽川上下流交流 ～ひとくちメモ～ 　やぶはら高原スキー場がオープンしました！！ 
■ 平成16年度  決算報告 
■ 水道管の凍結にご注意ください 
■ お客さまの声から　水もれの調べ方 
■ 水辺で話そ！　水と暮らし・かんたんクッキング 
■ 水なんでもクイズ 
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やぶはら高原スキー場が 
オープンしました！！ 

　「やぶはら高原スキー場」は木曽川源流、木祖村に位置し、木曽地方で最も歴

史のあるスキー場です。自然の起伏を生かしたゲレンデが人気で、山頂からは最

長3,600ｍものロングランが可能、美しい大パノラマを眺めながら爽快な滑りを

堪能できます。 

　緩斜面のコースも多く、ファミリーやビギナーにお勧めのファミリーゲレンデや、

上級者向きの斜度34度のチャンピオンコースまで、レベルに合わせたコースを楽

しめます。 

　ボーダーに人気のスノーパークはアイテム数も豊富で、初心者から上級者まで

楽しめます。またスキー専用エリアも大好評で、ボーダーを気にせず安心してス

キーを楽しめます。 

木祖村役場　産業振興課　　長野県木曽郡木祖村大字藪原１１９１－１ お問い合わせ 



決算 
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　水道事業および下水道事業の経営状況は、給水量・

汚水排出量が前年度より増加し、また、引き続き人

員削減をはじめとする経費の節減につとめた結果、

水道事業では約12億円、下水道事業では約17億円の、

ともに予定を上回る当年度純利益（黒字）を計上す

ることができました。その結果、水道事業で翌年度

へ繰り越す利益剰余金は約41億円になり、下水道事

業の未処理欠損金は約6億円になりました。 

資本費 
197億円（39％） 

水道料金　475億円（92％） 

下水道使用料　343億円（44％） 

雨水処理費負担金等 
414億円（52％） 

維持管理費 
306億円（61％） 

減価償却費等 
127億円（25％） 

支払利息等 
39億円（8％） 

施設改良費 
31億円（6％） 

黒字 
12億円 

資本費 
517億円（67％） 

その他 
40億円（8％） 

その他 
29億円（4％） 

黒字 
17億円 

維持管理費 
252億円（33％） 

減価償却費等 
316億円（41％） 

支払利息等 
201億円（26％） 



使用状況がいつもと同じであるにもかかわらず、 
普段よりもご使用量が多い場合には、水もれ 
していないかご確認ください。 

市指定給水装置工事事業者、修繕センター、担当の営業所（裏表紙参照）へお申し込みください。市指定給 
水装置工事事業者は、上下水道局ホームページ内の「工事店検索」で検索できます。 
また、修繕センター（TEL ０５２－９７２－７２８５）は、24時間体制で修理を受け付けています。 

パイロット 



美味簡単・お気軽おでん 

水道ご使用の開始や中止などのお申し込み、くらしに役立つ情報、イベントのご案内などをお届けしています。また、「なごやの水道・
下水道」について楽しく学ぶことができる「キッズページ」もあります。ぜひご覧ください。 

上下水道局ホームページのご案内 ホームページアドレス  http://www.water.city.nagoya.jp/

　はがきに ①クイズの答え ②クォータリー「水と四季」を手に入れられた場所 ③読まれた感想や 
上下水道局へのご質問、ご意見など ④住所 ⑤氏名 ⑥年齢をお書きのうえ、 

　　　　　〒460－8508 名古屋市上下水道局 お客さまサービス課 
までご応募ください（住所なしで届きます）。 
　正解者の中から抽選で10名の方に賞品を差し上げます。当選者の発表は、賞品の発送をもって
かえさせていただきます。締め切りは、平成18年3月31日（金）必着です。 

A. 熱湯　Ｂ. ぬるま湯　Ｃ. 常温の水 

凍結した水道管を解かすとき、タオルの上から次
のうちどれをかけるとよいでしょう？ 

前号の答え　Cの塩素です。消毒のために水道水には必ず含まれています。 

18歳～65歳の男女約400人を以下の3つに無作為で分けます。 
◆1日3回以上水道水でうがいする 
◆1日3回以上ヨード液（うがい薬）でうがいする 
◆うがいをしない 
冬（2002.12～2003.3）に実施 

1か月に100人のうち何人が風邪をひいたかに換算すると 
◆水道水でうがい：17.0％ 
◆ヨード液（うがい薬）でうがい：23.6％ 
◆うがいをしない：26.4％ 
　このことから、水道水うがいをするとしない場合に比べ風邪は36％抑えられます。
また、うがい薬でのうがいはうがいをしないのと大きな差がないことから「風邪の予
防」という点では効果が認められませんでした。 

実験と報告実験と報告 

　水道水には、必ず微量の塩素が含まれています。これは水の消毒のために含有され
ているのですが、口をすすぐことで塩素の働きにより病原体を弱らせて水流で洗い流
すのではと考えられます。 
　健康な「のど」は良性な細菌でバランスが保たれています。 
殺菌作用の強い薬によるうがいは、この良性な細菌による 
バリアを壊してしまうのかもしれません。水道水うがいを 
している人は、風邪をひいた後も気管支症状が軽いという 
結果とあわせると、予防の段階での薬の使用は控えた方が 
よいのではないでしょうか。 
　うがいをする事は日本独自の昔からの衛生習慣。まずは 
外から帰ったら水で手を洗い、うがいをする―――この事 
が風邪の予防への一番の近道なのかもしれません。 

考えられること考えられること 

★ 練り製品は煮すぎない！ 
★ はんぺんは2～3分前に入れて 
　 温める程度に！ 

※コンビニのおでんの具材も要チェック！ 
　参考になります。 

※煮汁はつぎ足すため多めに作りましょう。 
※土鍋の大きさ・具材の量によって調節しましょう。 



※本誌は再生紙（古紙配合率100％、白色度80％）を使用しています。 

上下水道局では、宅地内の給水管・排水管の点検・清掃・ 
修理を業者の方に委託して行うことはありません。 
また、浄水器の販売もしていません。 

平成18年1月  24,000部　一般 

発行：名古屋市上下水道局お客さまサービス課 
〒460-8508   中区三の丸三丁目1番1号（TEL 052-972-3608  FAX 052-972-3710） 

上下水道モニターを募集します。 詳細は、広報なごや2月号・ホームページ（2月上旬）に掲載予定です。 
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地下鉄名城線 
「名城公園」 

名古屋城 

「名城公園」 
バス停 

「城北橋」バス停 

愛知県体育館 

下●水●道●科●学●館  

※駐車場はありません。 

　公共交通機関 

　（市バス・地下鉄）を 

　ご利用ください。 

こんなときは 
項　　　目 担　当 TEL FAX

上下水道料金のことは 

ダムの貯水状況のことは 

応急給水施設のことは 

道路の水もれのことは 

水洗便所への改造、 
助成のことは 

道路の下水管が詰まっ 
たり、こわれたときは 

下水道の計画のことは 

下水道の 
工事のことは 

工場・事業場排水の 
届出のことは 

工業用水のことは 

各区営業所 下表参照 

右表参照 

右表参照 

下表参照 

右表参照 

建設工事事務所 

管路事務所工務係 

972-3655 961-0314

972-3684 972-3679

972-3735 972-3677

972-3735 972-3677

972-3765 961-0314

243-2861 243-2864

872-1217 872-1218

719-2664 721-8689

水道計画課 

配　水　課 

配水事務所 

給排水設備課 

給排水設備課 上下水道管の埋設状況 
（図面閲覧）のことは 各区営業所 

管路事務所 

下水道計画課 

大規模工事 

上記以外 

水質管理課 

浄　水　課 

イベント情報のことは 972-3608 972-3710お客さまサービス課 

営業所 
区　　域 担　当 TEL FAX

千　種　区 

東　　　区 

北　　　区 

西区、清須市の一部 
（旧西枇杷島町・旧新川町区域）、 
師勝町久地野地区 

中村区、大治町、甚目寺町 

中　　　区 

昭　和　区 

瑞　穂　区 

熱　田　区 

中　川　区 

港　　　区 

南　　　区 

守　山　区 

緑　　　区 

名　東　区 

天　白　区 

931-4511 931-8073

981-2556 981-2558

531-5336 531-0483

483-1411 483-1441

322-7760 322-5075

852-9501 852-9500

841-7146 842-0592

682-1267 682-2944

352-2511 352-2514

661-5226 651-2269

811-9261 811-9263

791-6311 791-8590

621-6161 621-6163

703-1181 703-5237

802-7361 802-7363

762-3351 762-3354

営業時間外でも、水もれなどの緊急の用件については承ります。 

緑・名東・天白区 東部管路事務所（植田） 

東部管路事務所（氷室） 

中部管路事務所（福江） 

中部管路事務所（豊前） 

803-2711
692-2140

872-2401

935-0037

803-2827
693-1687

871-2056

937-3684

瑞穂・南区 

中・昭和区 

千種・東区 

西部管路事務所（稲西） 

西部管路事務所（当知） 

北部管路事務所（船付） 

412-1291

381-4994

931-9700

412-9652

382-3219

931-8703

中村・中川区 

熱田・港区 

北・西・守山区 

営業時間外でも、下水管の詰まりなどの緊急の用件については承ります。 

管路事務所 

担　当 TEL FAX

配水事務所 

東配水事務所 

北配水事務所 

西配水事務所 

南配水事務所 

721-2251

411-2511

652-2321

629-7811

721-2254

411-2527

652-2324

629-7812

千種・東・中・守山・名東区 

北・西・中村区、市外給水区域 

熱田・中川・港・南区 

昭和・瑞穂・緑・天白区 

区　　域 

管路事務所工務係 

営業時間：月～金（休日および12/29～1/3を除く）の8：45～17：15

担　　当 TEL FAX区　　域 

緑・名東・天白区 東部管路事務所（植田） 

東部管路事務所（氷室） 

中部管路事務所（福江） 

中部管路事務所（豊前） 

803-2711
692-2140

872-2401
935-0037

803-2827
693-1687

871-2056
937-3684

瑞穂・南区 

中・昭和区 

千種・東区 

西部管路事務所（打出） 

北部管路事務所（平田） 

362-3805

505-2871

352-9813

505-2873

中村・熱田・中川・港区 

北・西・守山区 

担　　当 TEL FAX区　　域 

千種営業所 

東 営 業 所  

北 営 業 所  

西 営 業 所  

中村営業所 

中 営 業 所  

昭和営業所 

瑞穂営業所 

熱田営業所 

中川営業所 

港 営 業 所  

南 営 業 所  

守山営業所 

緑 営 業 所  

名東営業所 

天白営業所 

下水道科学館 

悪質な訪問販売にご注意ください 


