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御用水跡街園 
江戸時代の水路に思いをはせて 

vol.22

■秋の歴史ウォークを 
　開催 

【御用水跡街園】 地下鉄・名鉄 
上飯田駅より徒歩約5分 
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　ウォーキングイベントも開催されるなど、今では多くの人に水辺の散策路

として親しまれている御用水跡街園。ここは以前、名古屋城の堀や巾下水道

に水を送る水路であったことをご存じですか。 

　慶長15（1610）年の名古屋城築城当初は自然の湧き水で満たされて

いた城の堀も、半世紀を過ぎると湧き水量が減り、寛文3年（1663年）に尾

張藩は、堀へ水を引き入れるために庄内川の川村付近（現・守山区）から堀

まで水路をつくりました。これは「御用水」と呼ばれ、幅約3ｍ、深さ約1ｍの

水路の両岸には松が植えられていました。 

　また、御用水で運ばれた水は城の西側の城下へも配水されていまし

た（「巾下水道」）。この水道は、地中に埋められた木や竹の樋で家々の井戸

まで配水するもので、途中にごみや砂などを沈でんさせる枡も設けられて

いたようです。 

　昭和49年に、御用水は埋めたてられ、夫

婦橋から猿投橋まで1.6ｋｍの散歩道・御用

水跡街園に生まれかわりました。江戸時代

の水辺に思いをめぐらせながら、秋の一日、

散歩してみませんか。 

 

はば した  

とい  

ます 

御用水跡街園をコ
ースに含むウォーキ
ングを開催します。
くわしくはP4を参照
してください。 

志賀本通駅 
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基本水量 基本水量を超える水量 

平成22年10月分から 
　　水道料金がかわります。 
平成22年10月分から 
　　水道料金がかわります。 

★対象となるご契約内容（用途） 

　ご契約内容（用途）が一般用専用・口径25ミリ以下の方で、2か月のご使

用量が40m3未満の場合、水道料金が引き下げになります（下水道使用料

はかわりません）。 

　一般用専用・口径25ミリ以下、一般用共用、公衆浴場用のお客さま 

★新料金による計算例 
　一般用専用・口径13ミリで2か月で30ｍ3ご使用のお客さまの場合・・・ 

★新料金表（税込2か月分）（今回変更のある用途のみ掲載）　※色つきのか所がかわります 

★新料金の適用について 
　★偶数月に水道メータの検針にうかがうご家庭は・・・ 
　　　平成22年9－10月分（平成22年8月の検針日翌日から10月の検
　　針日まで）のご使用量の半分が旧料金、残り半分が新料金になります。
　　それ以降の料金はすべて新料金となります。 

　★奇数月に水道メータの検針にうかがうご家庭は・・・ 
　　　平成22年10－11月分以降（平成22年9月の検針日翌日以降）の
　　料金から新料金になります。 

水道料金は、 

3,013円 
となります。 

…… 

税込基本料金と税込従量料金を合計します。 
　1,312.50円＋84.00円＋1,617.00円＝3,013.50円 
　→1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。 

基本水量 基本水量を超える水量 

お問い合わせ：各区の営業所（裏表紙参照） 
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　10月に名古屋市で生物多様性条約第10回締約国

会議（COP10）が開催されます。 

　生物多様性とは、地球上に多様な生きものが存在し、

それらが支えあってバランスを保っている状態のこと。

水はさまざまな形で地球上の命を育み、水で命がつな

がっています。ここでは、上下水道局における水環境

の保全の取り組みを紹介します。 

●水生生物の調査 

　上下水道局では、水源である木曽川の水質を知る

ために、水質調査に加えて水中の生物の調査も行って

います。 

　また、河川の底に生きる水生生物は、河川環境により著しく異なり、例えば、

木曽川に生息するカワゲラ、トビケラは渓流釣り

の餌とされ、イワナやアマゴのすめる清流に見か

ける水生昆虫です。上下水道局は、木曽川の水生

生物を調査し、河川環境や汚濁の程度を評価して

います。 

●下水処理 

　各家庭や工場などから排出される汚水をきれいに処理し、川や海にかえす

ことで、健全な水環境の形成に貢献しています。この処理では微生物が活躍し

ています（詳しくはＰ.6「お客さまの声から」参照）。 

　また、市内河川の水環境の向上や伊勢湾浄化のため、「高度処理」を導入す

るとともに、「合流式下水道」は一定量を超える雨が降ると路面などの街の汚

れや汚水の一部を含んだ水が川に放流されてしまうため、改善をしています。 

●上下流交流 

　木曽三川流域の方々と連携した水源地の植樹・

間伐作業などの水源地保全活動や、木曽川流域

の自治体と水処理ネットワークを組織し下水処理

に関する情報や技術の交換を行うなど、流域全体

の水環境を守るための活動を行っています。 

　上下水道局は、今後も環境との調和を常に考えて「水の総合的管理」に取り

組み、潤い豊かな地球環境の保全に努めます。 

▲木曽川源流 

▲水生生物の調査のようす 

▲植樹のようす 

水でつながる命 ～生物多様性と上下水道事業～ 
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ＣＯＰ10プレイベント『水でつながる命』 

●日　時　10月16日(土)、17日（日）10：00～18：00 
●場　所　オアシス21 銀河の広場（東区東桜1丁目） 
　　　　　ＮＨＫ名古屋放送センタービル  プラザウェーブ21（同上） 

～水が通う、心が通う～上下流交流イベント「エコ市」 

●日　時　11月13日（土）10：00～15：00　　●場　所　鳴海配水場（緑区桃山４丁目） 
●アクセス　市バス「桃山小学校」徒歩1分 

城下町をささえた水道・下水道 秋の歴史ウォーク 
●日　時　11月13日（土）9：30～受付開始 
●コース　名鉄・地下鉄上飯田駅（9：30～11：00 
　　　　　  スタート受付）～三階橋ポンプ所～御 
　　　　　  用水跡街園～下水道科学館（歴史展 
　　　　　  開催）～名古屋城（ゴール） 

平成21年度水質検査結果を公開しています 
　上下水道局では、水道法で定められた水質基準50項目と残留塩素濃度

について、各浄水場と市内20か所のじゃ口で定期的に水質検査を行ってい

ます。平成21年度の水道水の水質検査結果は全て基準を満たしていました。 

　最新の水質分析結果は、上下水道局のホームページ(裏表紙参照）でご覧

いただけます。また、平成20年度までの水質検査結果を「水質管理年報（水

道編）」としてまとめています。年報は市役所西庁舎1階の 

市民情報センター、市内の各区図書館、各区営業所で 

閲覧できます。 

　世界の水の飲み比べや音楽演奏などのステージイベントや、木曽三川流域
の物産展「エコ市」、水を使った体験コーナーを通じて、水道・下水道のしくみ、
水辺の生きもの、水と環境のつながりについて楽しく学ぶことができます。 

　木曽三川流域の自治体の特産物の販売、間伐材の丸太切り体験などのほか、
鳴海配水塔を特別開放し、展望スペースからの眺めも楽しむことができます。 

定期検査結果の全てが基準を満たしています。 
安全な水道水を安心してお飲みください。 

入場無料。お問い合わせ：お客さまサービス課052-972-3714
各会場とも駐車場はありません。公共交通機関でお越しください。 

　開府400年を記念し、御用水や
巾下水道など城下町のくらしを支
えた水の軌跡をたどります。 

はば した 
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下水道科学館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

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（電話 052-972-3714  FAX 052-972-3710） 
平成22年10月  10,000部　※本誌は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。 

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（名城水処理センター1階） 
●開館時間／9：30～16：30 
●開 館 日／火～日曜日（12/29～1/3は休館。 
　　　　　　　月曜日が休日の場合は開館し、直後の平日に休館） 
●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 
●電話・FAX／052-911-2301
※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。 

お問い合わせ先  
水道のご使用開始や中止などのお申し込み・各種ご案内は 

営　業　所 電　話 FAX
千　　　種 
東 
北 

中　　　村 
中 

昭　　　和 
瑞　　　穂 

931-4511 931-8073

981-2556 981-2558

西 531-5336 531-0483

483-1411 483-1441

322-7760 322-5075

852-9501 852-9500

841-7146 842-0592

722-8750 722-8756

営　業　所 電　話 FAX
熱　　　田 
中　　　川 
港 

守　　　山 
緑 

名　　　東 
天　　　白 

352-2511 352-2514

661-5226 651-2269

南 811-9261 811-9263

791-6311 791-8590

621-6161 621-6163

703-1181 703-5237

802-7361 802-7363

682-1267 682-2944

次回発行予定は平成23年1月です。 

下水道 
科学館 

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） 
電話 052-884-5959 FAX 052-872-1296

年中無休 
メイ   スイ 

ゴ　ク　ゴ　ク 

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

M 
08

N

　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
（宛先住所なしで届きます）までご応募ください。 
　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22年12月28日（火）必着です。 

木曽川に生息する、清流に見られる水生生物は

次のうちどれでしょう？ 

A. カブトムシ　　B. カワゲラ　　C. アブラゼミ 

前号の答え　「なごやのおいしい水」キャンペーンマークの中にかくれているアルファベットは「N」です。 

もんだい 

ヒント 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、クイズの当選通知および賞品の発送の目的以外には使用しません。 

なんでも 
クイズ！ 
なんでも 
クイズ！ 




