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■ Ｐ.1～Ｐ.2　名古屋市 水辺紀行 vol.7　遠くの船に思いを馳せて「名古屋港ポートビル」�
■ Ｐ.2　　　　上下水道局お客さま受付センター 名水ダイヤルOPEN�
■ Ｐ.3　　　　おいしさ実感！ なごやの名水  ～ 名水プロジェクト～　「水をみがく」取り組み�
■ Ｐ.3　　　　平成17年度 決算報告�
■ Ｐ.4　　　　注意！上下水道局職員をかたった業者の情報が寄せられています�
■ Ｐ.4　　　　水道管の凍結にご注意を！！�
■ Ｐ.5～Ｐ.6　水辺で話そ！　水と暮らし・かんたんクッキング�
■ Ｐ.5　　　　お客さまの声から　局地的な降雨で浸水する被害をなくすために私たちにできることは？�
■ Ｐ.6　　　　水なんでもクイズ�



　水道・下水道の年中無休の電話受付窓口としては全国初となる、お客さま受付

センター（名水ダイヤル）が12月18日（月）にオープンしました。�

　お客さまのライフスタイルの変化にあわせた受付時間の拡大、一度の電話で複

数のご用件にお応えするワンストップサービスの推進、ＩＴを活用した迅速な対

応などにより、お客さまサービスの向上をめざします。�

　また、各区の営業所などからお客さまのもとへ�

出かけるサービスの充実・強化もはかります。�

　お引越しのご連絡、各種お問い合わせは�

名水ダイヤルまでお電話ください。�

1 2

受付時間：〔平　日〕8：00～19：00  〔土・日曜日、休日、12/29～1/3〕8：00～17：00

お引越しのご連絡、�
各種お問い合わせは…�

TEL 052-884-5959
FAX 052-872-1296

年中�
無休�

ゴ　  ク  　ゴ  　ク�

上下水道局お客さま受付センター�

メイ  スイ�

3F模擬ブリッジからも海が見えます。�
�

長い航海時代の食料。�

実物大の大きなコンテナ！�

1Fロビーで、温かい飲み物を飲みながら行き交う船を見る。�
2Fに見えるのは回廊ギャラリー。2Fにはやはり海の見えるレストラ
ンもあります。�

展望室からの景観。イタリア村の向こうにまっすぐ山崎川が、
左手には堀川が続いています。�

開館時間 / 9：30～17：00�
入館料 / 展望室（7F）・�
　　　   名古屋海洋博物館（3・4F）のみ�
              各 大       人300円�
                   小中学生200円�
休館日 / 毎週月曜日・年末�
お問い合わせ/ TEL 052-652-1111

　港に向かう道々、ひときわ目を引く白くそびえ立つ建物。

海に浮かぶ帆船をイメージした名古屋港ポートビルです。

　中に入り、まずは7F展望室へ。港のパノラマが360度

見渡せます。晴れた日には御嶽山も見られるそう（展望室は平成19年1月15日

(月)から3月15日(木)まで、設備改修のため臨時休館します）。�

　次は3F名古屋海洋博物館へ。中には様々な船舶模型とともに、現在のコン

テナ船が入港してからの流れや輸出入品な

どがわかりやすく紹介されています。さら

に進むと、熱田浜時代からの名古屋港の歴

史を模型で知ることができます。体感映像

ブースでは、クイズに答えながらバーチャ

ルクルーズができ、子どもたちに大人気！�

�

地下鉄名港線「名古屋港」下車�
３番出口徒歩約５分�

名古屋港ポートビル�

名古屋港ポートビル�

「名古屋港」�

名古屋港�
シートレイン�
ランド�

名古屋港�
水族館�

ポート�
ブリッジ�

南極観測船ふじ�

名古屋港�
イタリア村�

地
下
鉄
名
港
線�

名古屋海洋博物館 工作教室�名古屋海洋博物館 工作教室�

　毎月第4土曜日11時から名古屋海
洋博物館で開かれる工作教室。1月
27日・2月24日はボトルシップ製
作です。ボトルシップとは、昔、船
乗りたちが長い航海中に考えた、ガ
ラス瓶の中に船などのミニチュアモ
デルを入れたもの。参加費500円で、
オリジナル作品を作ってみませんか。�

　4Fは、世界の海上交易の歴史を紹介するコーナー。大航海時代の帆船が動いたり、

海賊から身を守るための大砲を撃つしかけがあったり、船上の保存食や、海のシル

クロードで東南アジアからヨーロッパへ運ばれた、金より貴重だった香辛料の香り

を嗅いだりと、楽しく学ぶことができます。�

　1Fで海をのんびり眺めながら休憩するのも�

お勧めですよ。�

堀
川�

山崎川
�



「水をみがく」�
取り組み�

おいしさ実感！なごやの名水�

～名水プロジェクト～�～名水プロジェクト～�～名水プロジェクト～�～名水プロジェクト～�～名水プロジェクト～�
　みなさんは名古屋の水道の水源をご存じですか？　そう、木曽川です。名水（名

古屋の水道水）のおいしさのヒミツは木曽川にあります。�

　長野県の鉢盛山を源流とする木曽川は、木曾の山々に降った雨や雪が山にしみ込

む過程で浄化され、岩清水となって再び姿を現し、清流から大河川に成長します。�

　こうしてできたきれいな木曽川の原水を活かし、少し手を加えてより安全でおい

しい水にみがきをかけてお客さまにお届けするため、名水プロジェクトでは「水を

みがく」取り組みをすすめています。�

　この取り組みでは、水源地域と下流地域との積極的な

人や技術の交流により水源の保全をすすめたり、浄水処

理の適正な管理、さらに原水の良さを活かすことのでき

る浄水処理技術の調査・検討をすすめたりしています。�

　私たち上下水道局は、こうした取り組みをすすめながら、

自然の恵みに感謝し、「水道創設以来変わらないおいしい

水」をこれからもお客さまにお届けしたいと考えています。�

（次回は「新鮮な水をお届けする」取り組みを紹介します。）�

水をみがく�

「水をみがく」�
取り組み�

決算�
報告�
決算�
報告�

　水道事業および下水道事業の経営状況は、収入面では減収となり

ましたが、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17億円の当年

度純利益（黒字）を計上することができました。これにより下水道

事業では平成9年度以来の累積欠損金を解消することができました。�

収入…513億円�

資本費�
196億円（39％）�

水道料金　474億円（92％）�

下水道使用料　344億円（44％）�

雨水処理費負担金等�
410億円（53％）�

維持管理費�
305億円（61％）�

減価償却費等�
130億円（26％）�

支払利息等�
35億円（7％）�

施設改良費�
31億円（6％）�

黒字�
12億円�

資本費�
507億円（67％）�

その他�
39億円（8％）�

その他�
20億円（3％）�

支出…501億円�

収入…774億円�

支出…757億円�

水
道�

下
水
道�

黒字�
17億円�

維持管理費�
250億円（33％）�

減価償却費等�
317億円（42％）�

支払利息等�
190億円（25％）�

はち もりやま�

　前号で、名古屋の水道水が全国で２番目においしいと評価されたことがあるとご紹介しました。昭和59年（1984年）に厚生省（当時）の�
「おいしい水研究会」が全国12都市の水道水を飲み比べたところ、おいしい順に1位青森市、2位名古屋市、3位高松市・熊本市という結果でした。�

木曽川の水源を守り、�
原水水質の良さを�
これまで以上に�
活かします�

木曽川の水源を守り、�
原水水質の良さを�
これまで以上に�
活かします�

★水源の保全�
★ろ過濁度の適正管理�
★塩素注入量の適正化�
★生物活性炭処理の導入に�
　向けた調査・検討�

3



注意！�

どんなところが凍結しやすいの？�
　屋外にあるじゃ口や露出した水道管のほか、集合住宅の北側通路の風通しのよいとこ

ろにある水道メータも凍結することがあります。�

凍結の予防策は？�
　露出している水道管やじゃ口に、防寒材や布などを巻き、�

ビニールテープなどを巻きつけ防寒します。また、じゃ口を�

少しあけて水をチョロチョロと出しておくと凍結しにくくなります。�

たまった水は洗濯などにご使用ください。�

凍結してしまったらどうすればいいの？�
　じゃ口をあけて、凍結している場所にタオルをかぶせ、�

ぬるま湯をゆっくりかけて解かしてください。�

　あわてて熱湯をかけると、水道管が破裂することがありますので注意しましょう。�

水道管が破裂したらどうすればいいの？�
　応急措置として水道メータのそばにある元栓（止水栓）を閉め、下記へご連絡ください。

　修理は有料となります。�

どんなところが凍結しやすいの？�
　屋外にあるじゃ口や露出した水道管のほか、集合住宅の北側通路の風通しのよいとこ

ろにある水道メータも凍結することがあります。�

凍結の予防策は？�
　露出している水道管やじゃ口に、防寒材や布などを巻き、�

ビニールテープなどを巻きつけ防寒します。また、じゃ口を�

少しあけて水をチョロチョロと出しておくと凍結しにくくなります。�

たまった水は洗濯などにご使用ください。�

凍結してしまったらどうすればいいの？�
　じゃ口をあけて、凍結している場所にタオルをかぶせ、�

ぬるま湯をゆっくりかけて解かしてください。�

　あわてて熱湯をかけると、水道管が破裂することがありますので注意しましょう。�

水道管が破裂したらどうすればいいの？�
　応急措置として水道メータのそばにある元栓（止水栓）を閉め、下記へご連絡ください。

　修理は有料となります。�

上下水道局職員をかたった業者の情報が�
寄せられています�
上下水道局職員をかたった業者の情報が�
寄せられています�

　最近お客さまから、「『水道局の者ですが、殺菌水が使えるようになったのでお

知らせに回っています。じゃ口を見せてください』といって青い作業着の男性が訪

問してきた」という内容の情報をいただきましたが、殺菌水が使えるようになった

という事実はありません。また、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もありません。

浄水器の販売もしていません。�

　上下水道局職員がお客さまのお宅を訪問する際には、

顔写真つきの身分証明書を携帯しています。ご不審に思

われた時は身分証明書の提示を求めるか、お客さま受付

センター・担当の営業所（裏表紙参照）へご確認ください。�

　寒い日が続くと、水道管が凍結しやすくなります。水道管が凍結すると水が出
なくなるだけでなく、破損事故が起こりやすくなり修理に高い費用がかかること
があります。水道管にも冬支度をして、寒さから守りましょう。�

上下水道局職員をかたった業者の情報が�
寄せられています�

【宅地内の水道の修理のお申し込み、お問い合わせ】�

 市指定給水装置工事事業者（上下水道局ホームページ内「工事店検索」で検索できます）、�

 修繕センター（TEL052-972-7285）、お客さま受付センター、担当の営業所（裏表紙参照）�
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知ってると便利 水とのつきあい方�知ってると便利 水とのつきあい方�知ってると便利 水とのつきあい方�

お茶ジミは水をふくませた布でたたくように拭

きましょう。気になる場合はアルコールでさら

に拭き取って。珈琲・紅茶のシミはぬるま湯を

かけてタオルで水分を取ります。�

ジュースはぬるま湯に少し�

中性洗剤を入れて拭き取り�

ましょう。�

ガムは氷で固めてから取ると�

簡単に取れます。�

�●材  料（4人分）��
　 市販の薄切り餅 16枚、ハム 8枚、青じそ 4枚、�
　 スライスチーズ 4枚、卵 3～4個、�
　 塩・胡椒・小麦粉 適宜、サラダ油 大さじ1

お餅のカンタンミルフィーユ�

【作り方】��
①ハム・スライスチーズ・青じそは半分に切る。�
②卵は割りほぐし、塩・胡椒を少々入れて混ぜ
　て卵液をつくる。�
③薄切り餅をサッと熱湯に通して水気を切り、 
　片面に塩・胡椒をふって、その上にハム、チー
　ズ、青じそ、ハムと重ねていき、片面に塩・胡
　椒をした薄切り餅でサンドして薄く小麦粉を
　つける。�
　※重ねた後は崩れないようしっかりおさえましょう。�

④フライパンにサラダ油をひき、重ねた餅を卵
　液に通してのせ、ゆっくり両面を焼いていく。�
　※焼きながら残った卵液をスプーンでかけると
　　ボリュームアップ。�

⑤半分に切り、お好みで塩・胡椒をかける。�

　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�
今後読みたい内容、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19年3月30日（金）必着です。�

Ａ 水道コール　　Ｂ 下水道ホットライン�
Ｃ 名水ダイヤル�

お客さまからお引越しのご連絡を受け付けたり、
いろいろなお問い合わせにお答えする「お客さま
受付センター」の愛称はどれでしょう？�

水�問  題�問  題�

味に�
ひと手

間�

前号の答え　下水道科学館の新しいゲームはCの配管体験です。�

焼き餅、お雑煮…など お正月も過ぎ「お餅」も飽きてきた頃。�
脱・定番！！ 今年はこんな食べ方もいかが？�

　　　　 薄切りしたお餅に黄色（チーズ）や
　　　　緑（青じそ）やピンク（ハム）の色を
　　　重ねてみました。ボリュームもあって、
栄養価も高く朝ゴハンにも○。卵で焼くことで
オムレツ感覚でいただけます。�
　かけるソースにもひと工夫。ケチャップと
マヨネーズを適宜混ぜたオーロラソースや、�
バターをフライパンで温めてあらびき黒胡椒
と塩を入れたバターソースでも。そのままの塩・
胡椒でも充分おいしいのですが、ソースにこ
だわると見た目もさらに華やかになります。�

シミをとるには？�
窓をあけ換気を十分にすることが

大切です（2時間に5分程度）。

家具は通風を良くするために壁

から5～10cm程離しましょう。�

二重カーテンにしたり、窓に市販

の断熱シートを貼るなど熱を逃が

さないようにもしましょう。放っ

ておくと部屋の暖房効果が下がっ

たりカビの要因になったりも。�

結露の予防方法は？�

最近、局地的な降雨で浸水する被害が増えているようで�

すが、私たちにできることはありますか？�

声� 　名古屋市では、大雨に強いまちづくりをめざし浸

水対策に鋭意取り組んでいますが、市民・事業者の

みなさまに、敷地内で雨水を一時的に溜めたり地中

に浸透させたりして、大雨時に道路などに流れ出る

雨水の量を減らしていただくようにご協力をお願いしています。�

　具体的には、駐車場などでの透水性舗装の実施、敷地内での浸透タイプの雨水ます・

雨水排水管の採用、雨水タンクの設置などの方法があります。�

　また、敷地内や道路の雨水ます・側溝にごみや落ち葉などが詰まって雨水があふ

れないように清掃していただいたり、豪雨時に敷地内へ雨水が浸入するのを防ぐた

めに板や土のうの準備をしていただくなどのご協力もあわせてお願いしています。�

　このように、今後はみなさまの自助努力と合わせて、さらに浸水被害の軽減をは

かっていきたいと考えていますので、ご理解・ご協力をお願いします。�

例えば、電気カーペットや膝掛けの上にうっかりシミをつくったり、窓にビッ
シリ結露ができていたり…冬に多いそんなトラブル。快適にお部屋で過ごす
ために冬の暮らしの豆知識をご紹介します。�
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この「水と四季」をよく読んでね�この「水と四季」をよく読んでね�

※ご応募いただいた個人情報は誌面づくりの参考・ご質問などへの応対および賞品の発送以外の目的には使用しません�



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）�
平成19年1月  24,000部　※本誌は再生紙（古紙配合率100％、白色度80％）を使用しています。�

ホームページから「口座振替のお申し込み用紙」をダウンロードして簡単にお申し込みいただけます。�

至黒川�

堀川�

至市役所�

大
津
通�

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�

●所 在 地／北区名城一丁目3番3号（名城下水処理場1階）�
●開館時間／9：30～16：30�
●休 館 日／月曜日（休日の場合は直後の平日）、12/29～1/3�
●入 館 料／無料（団体の場合は事前にご連絡ください。�
　　　　　　　　　　　車いすの方も見学できます。）�

●交　　通／市バス「城北橋」または「名城公園」下車徒歩5分�
　　　　　　 地下鉄名城線「名城公園」下車1番出口徒歩5分�

●TEL・FAX／052-911-2301

下水道科学館�

企画展�

※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・建設のことは�

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�

下表参照�

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

972-3644 972-3677

972-3765 961-0314

243-2861 243-2864

872-1217 872-1218

269-9903 269-9394

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�

施設管理課�

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、�
北名古屋市久地野地区�

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

722-8750 722-8756

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。�

お問い合わせ�

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�

お引越しのご連絡・各種お問い合わせは�

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�

M�
08

●営業時間（お客さま受付センターを除く）：月～金（休日および12/29～1/3を除く）の8：45～17：15

●受付時間：〔平　日〕8：00～19：00�
　　　  　　 〔土・日曜日、休日、12/29～1/3〕�
　　　　　　　　　　  8：00～17：00

お客さま受付センター（名水ダイヤル）�
TEL 052-884-5959 FAX 052-872-1296

年中無休�メイ   スイ�

ゴ　ク　ゴ　ク�

2月4日（日）まで 開催�
”�”�


