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①

■世界デザイン博覧会の開催と下水道事業

　平成元年、市制施行100周年を記念して世界デザ
イン博覧会が開催されました。
　下水道局（当時）も、下水道科学館（次頁参照）の
開館や市内名所をデザインしたマンホールふたの
設置などで、博覧会を盛り上げました。
　また、この頃、通常の下水処理水にさらに高度な
処理を施した「下水再生水」をせせらぎなどに利用し
始めました。昭和63年に「アーバン・オアシス」(次頁参照)や若宮大通公園
のせせらぎが完成し、良質な水環境の創出に役立てています。

■下水道供用開始80周年と
　　　　　イメージキャラクター「アメンボ」

　平成4年、下水道供用開始80周年を記念して、
イメージキャラクター「アメンボ」を公募により決定
しました。この「アメンボ」は、マンホールふたのデザ
インなどで親しまれています。

■鳴海改良土センター稼動と資源の再利用

　平成8年、下水道工事で発生する土砂を改良し、
他の工事の埋め戻し土として再利用する鳴海改良土
センターを建設しました。この他にも、下水処理で
発生する汚泥の焼却灰をセメントなどの原料とする
など、資源を有効利用しています。

■ランの館と下水の熱エネルギーの利用

　平成10年、堀留処理場（当時）の上部に「ランの館」が開館しました。
ランの館では、外気温に比べて夏は冷たく冬は暖かいという下水の特性を
生かして、下水処理水を空調の熱源に利用しています。下水の熱エネル
ギーの利用をすすめることで、省エネになり、地球温暖化の防止等に貢献
することができます。

▲アメンボマンホール

▲鳴海改良土センター

▲デザインマンホール

なごやの下水道のあゆみなごやの下水道のあゆみ
うるおいとゆとりのあるまちづくり

〜平成の幕あけ〜
うるおいとゆとりのあるまちづくり

〜平成の幕あけ〜

名古屋市上下水道100周年

今回は



②

■名城水処理センター

　昭和40年4月に名城公園の隣に完成しました。名古屋城を望む美しい
公園の風景にマッチするように処理施設を地下におさめ、その上に全国初
の試みとしてテニスコート(名城庭球場)をつくりました。千種・東・北・
中各区の一部が処理区域です。
　昭和63年には、うるおいややすらぎの場として
噴水などの「アーバン・オアシス」が完成しました。
ここでは、水処理センターで処理した水にさらに高
度な処理を施した「下水再生水」を使っています。
　平成22年からは新たにろ過装置（フィルターにより、通
常の処理水に含まれる小さな汚れをさらにこし取る装置）を導入することで、処理水の
放流先である堀川の浄化に取り組んでいます。

施設紹介 「名城水処理センターと下水道科学館」

▲アーバン・オアシス

■下水道科学館

　平成元年の市制施行100周年を記念して、全国に先駆けて、下水道の
ＰＲ施設を名城水処理センター内に開設しました。館内では映像やゲーム
を通して、楽しみながら体験的に下水道について学ぶことができます。

※下水道科学館の情報は裏表紙を参照してください。

○名城水処理センター・下水道科学館（北区名城一丁目3番3号）

縁の下の力持ちー。ふだん目にすることはないけれど、暮らしと街・水環境
を守るために欠かせない施設。それが水処理センターです。
今回は、名古屋城のお膝元にある２つの施設を紹介します。
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名古屋市役所

今年11月に展示物の一部をリニューアルします!!
リニューアル工事に伴い、9月10日（月）～11月9日（金）は一時休館します。

▲下水道科学館

下水道100周年歴史紀行 vol.3



③

■大規模地震が起こるとどうなるの？ 

○古い水道管が被害を受けたり、停電などによって断水する可能性が
　あります。
○下水管の破損により下水が流れなくなったり、道路が陥没することが
　あります。

■名古屋市上下水道局事業継続計画（地震対策編）の策定

　大規模地震発生時にも業務を行うことができるよう、震災後の状況を
具体的に想定し、上下水道事業を継続しつつ、応急給水活動など災害対応
を行うことを定めた「名古屋市上下水道局事業継続計画」を策定しました。
　この計画では、大規模な地震が発生した場合に実施する「災害対応業務」
のほか、通常業務を「継続する業務」と一時的に「休止する業務」に整理し、
さらに「災害対応業務」と「継続する業務」には優先度をつけました。また、
災害時には職員だけでは地震災害に対応することが困難なため、他の上下
水道事業体等の応援を受けることで早期回復をめざします。

■今後の取り組み

○被害状況や応急活動の進捗状況などの災害対応に必要な情報管理が
　できるシステムを活用し、情報管理体制の強化に取り組みます。
○震災直後の水道・工業用水道・下水道の初期調査を一体化し、災害
　対応業務にかかる日数を短縮するため、調査手法の統一や職員のスキ
　ルアップを図ります。
○水道・工業用水道・下水道における職員の相互支援を実施し、総合的な
　復旧作業計画を策定します。

～名古屋市上下水道局事業継続計画（地震対策編）を策定しました～

詳しくは、名古屋市上下水道局ホームページ（裏表紙参照）をご覧ください!

そこで

上下水道事業を行うために必要な職員、物、情報なども震災による
被害で制限を受け、十分な対応ができない可能性も！

東日本大震災における名古屋市上下水道局の応援活動のようす

お客さまと協力して地震に
立ち向かうために･･･

お客さまと協力して地震に
立ち向かうために･･･

お客さまと協力して地震に
立ち向かうために･･･



今年も災害用備蓄飲料水

「名水」を販売します。
販売期間　8月1日 ～ 10月31日

１箱（375ml×24本入）1,500円（税込）
賞味期限　製造から3年間

・窓口で購入する場合･･･１箱につき200円を割り引きます。
・以下の①～⑤に該当する場合、１箱につき100円を割り引きます。（①～⑤の中で２つ以上
  該当した場合でも、割引は１箱につき100円とし、窓口購入の場合は適用いたしません）
  ①高齢者（65歳以上）のみの世帯　②介護保険要介護・要支援認定者の在宅世帯
  ③障害者の在宅世帯　④難病患者の在宅世帯　⑤乳幼児（0～5歳）の在宅世帯

給水区域に限り配達を行います（配達料無料）
配達予約受付　7月17日 ～10月31日

＊お問い合わせは、お近くの営業所またはお客さま受付センター（裏表紙参照）まで。

数量限定販売
（13,000箱）

～割引します～

▲植樹のようす

④

～木曽川源流の里・木祖村の花咲く村づくり～～木曽川源流の里・木祖村の花咲く村づくり～

※岩屋ダムのある岐阜県下呂市で保全活動をしているみなさま
　にもサルスベリの苗木を贈りました。

　なごやの水源・味噌川ダムのある長野県木祖村では、薮原地域自治
協議会のみなさまが源流の里を花いっぱいの美しい環境へ整える活動を
しています。
　上下水道局は、この団体に協力し、昨年8月に開催
した「水の環コンサート」の売り上げの一部でモミジ
の苗木を購入し、一緒に植樹を行いました。

　安全でおいしい水をいつでも豊富に供給するためには、水源林の保全
など流域の水環境を守ることが重要です。
　上下水道局では、今後も、流域のみなさまとの連携・協働を進め、木曽
三川流域の水環境保全に努めていきます。

わ

「天降社」のオオモミジ（長野県木祖村）「天降社」のオオモミジ（長野県木祖村）



水との関わり深めてみませんか？

ムシムシ暑くなるこの季節。こんな季節に食べたくなるのはやっぱり
“かき氷”。水道水を使ったひんやりおいしいかき氷を食べて、暑さを
吹き飛ばしませんか？家庭でも手軽に作れるかき氷ですが、今年の夏は
ひと手間加えて“こだわりのかき氷”に挑戦！

家庭でできる、おいしい氷の作り方はゆっくり凍らせるのがコツ！
ゆっくり凍らせた結晶の大きい氷が、溶けにくいおいしい氷になります。

熱を伝えにくい容器（牛乳パックなど）

にゆっくり水を注ぎます。冷凍室に

入れるときは、容器の下に割り箸を

敷くことで、水をゆっくり凍らせる

ことができます。

なごやの水道水「名水」を使った削りたてかき氷をお好みのシロップで。
冷やしておいた器を使うとよりおいしくいただけます。

水と暮らし

おいしいかき氷家庭でできる
「名水」で作ろう

氷はゆっくり凍らそうポイントポイント1

作る前に冷凍庫から氷を出しておき、少し
溶けてから使うのがポイント。
表面がぬれて、少し溶けかかってくると
氷がやわらかくなり、口に含めばすっと
溶けるおいしいかき氷になります。
※冷凍庫から出したばかりの氷では硬すぎてしまい、
　粉雪状の氷になってしまいます。

汗をかいてる氷を使おうポイントポイント2

作り方：方法１

製氷器を使う場合は、ポリ袋

に入れてからタオル

を巻くことで、水を

ゆっくり凍らせる

ことができます。

作り方：方法２

⑤



上下水道局では「健康で、環境にもやさしい
水とのふれあい」を“上下水道ロハス”と呼んで
水にかかる健やかで美しいライフスタイルを
提案しています。

上下水道局では「健康で、環境にもやさしい
水とのふれあい」を“上下水道ロハス”と呼んで
水にかかる健やかで美しいライフスタイルを
提案しています。

からだにも環境にもやさしいレシピをご紹介

かんたんクッキング

◎ささみを使っているから
　ヘルシー

◎野菜がたくさん摂れて、
　バランスがいい

◎油を使ってない!!

◎調理時間が短い

◎子どもでも簡単にできる

◎ささみを使っているから
　ヘルシー

◎野菜がたくさん摂れて、
　バランスがいい

◎油を使ってない!!

◎調理時間が短い

◎子どもでも簡単にできる

ポイント

⑥

・ライスペーパー
・チリソース（市販品）

・ニラ
・カニカマ
・サラダ菜
・鶏ささみ
・もやし
・人参（皮ごと）

・大葉

　  8枚

 　50 g

　  8本

　  4枚

  140 g（3本）

 　80 g（約1/2袋）

 　40 g（1/3本）

　  4枚

←ホウレンソウやネギでもOK

←リッチに海老でもOK

←レタスで代用してもOK

←焼き豚にしてもOK

材　  料  （2人分）

具 

材

作　り　方
①　　　　　ゆでて、3〜4cm に切る

　　　　　　酒小さじ 2を振りゆでる→冷めたらさく

　　　　　　さっとゆでる

　　　　　　汚い所だけをとり、3〜4cmの千切り→ゆでる

②　　　　　さっと水洗いする

　　　　　　水洗いして、茎をとり、縦に 1/2 にする

　　　　　　適当にさく

③　　　　　をぬるま湯に 20秒さらしたら、まな板の
            上にのせ、①・②の材料を包む

④ 1/2 にカットし、皿に盛りつける
　　　　　　を小さな器に入れ、添える

ニ ラ

鶏ささみ

もやし

人 参

サラダ菜

大 葉

カニカマ

ライスペーパー

チリソース

具材 → → → →

お
客
さ
ま
の
声
か
ら

お
客
さ
ま
の
声
か
ら

レシピ監修
名古屋文理大学短期大学部
名古屋文理栄養士専門学校 栄養実態研究サークル

生 春 巻簡単!! 

エネルギー
たんぱく質
脂質
炭水化物
総野菜重量

 205kcal
23.8g
     1g
23.3g
  110g

★1人分の栄養価★

　上下水道局職員が、突然訪問し、じゃ口など
の点検を行い、代金を請求することはありま
せん。また、高額な浄水器等の購入をすすめる
ようなことも行っていません。
　上下水道局職員は、職員証を携帯していま
す。不審に思われた場合は、職員証の提示を
求めるか、担当営業所またはお客さま受付
センター（裏表紙参照）にご連絡ください。

AQ
　上下水道局職員と
名乗る人が、勝手に
じゃ口などの点検を
行い、代金を請求し
てきました。
　上下水道局ではこ
のようなことを行っ
ているのですか。
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次回発行予定は平成24年10月です。

暑い夏  こまめに水分補給を！ ～乗り越えよう！みんなで夏の電力ピーク  ～　※月～金曜日の13:00～ 16:00
名古屋市上下水道局ホームページ　　

　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　広報サービス課
（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24年9月28日(金 )必着です。
※ご応募いただいた個人情報は誌面づくりの参考、ご質問などへの対応、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。

前号の答え 柴田水処理センターが導入した高度処理設備で除去できるものは「B. 窒素やリン」です。

お問い合わせ先

お客さま受付センター
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

（名水ダイヤル）
メイスイ

年中無休
電話 052-884-5959

ゴ ク ゴ ク

FAX 052-872-1296
受付時間：〔平　日〕8:00～19:00　〔土・日曜日、休日、12/29～1/3〕8:00～17:15

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

※市外局番は「052」です。

●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

●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。）

●電話・FAX／

●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

●休 館 日／月曜日（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）

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。

下水道科学館・・・・・・・・・・・・・・・・

●名古屋城
至市役所

至黒川

堀川

「名城公園」
バス停

「城北橋」
バス停

地下鉄名城線
「名城公園」

愛知県体育館●

N

M
08

下水道
科学館

http://www.water.city.nagoya.jp/

大
津
通

区　　域 担　当 TEL FAX 区　　域 担　当 TEL FAX
千種区・名東区 千種営業所
北　　　区 北営業所

722-8750  722-8756

東　区・中　区 中営業所 322-7760  322-5075

981-2556  981-2558

483-1411  483-1441中村営業所
中村区、大治町、
あま市甚目寺地区

531-5336  531-0483西営業所
西区
清須市（春日地区除く）
北名古屋市久地野地区

瑞穂営業所
中川営業所
港営業所
南営業所
守山営業所
緑営業所
天白営業所

昭和区・瑞穂区
熱田区・中川区

841-7146  842-0592
352-2511  352-2514

港　　　区 661-5226  651-2269
南　　　区 811-9261  811-9263
守　山　区 791-6311  791-8590
緑　　　区 621-6161  621-6163
天　白　区 802-7361  802-7363

※

この「水と四季」をよく読んでね。

名城水処理センターの処理施設の上につくられ
たのは、何でしょう？

A.野 球 場　　B.サッカー場　　C.テニスコート

9/10（月）～
             11/9（金）
リニューアル工事の
ため休館します。


