
 
 

 
 
 

 
安心･安全の向上 



 



 

 

水道がその役割を果たすためには、いつでも、どこでも、安全な水を安定してお届

けすることが必要です。日本一おいしい水をめざすためには、これら水道が当然有す

べき条件をより確実なものとし、水道水の信頼性を高めていくことが求められます。 

しかしながら、水源河川は、工場排水や農薬、下水処理水の流入などのリスクに常

にさらされており、加えて、新しい微量化学物質や病原性微生物への対応も求められ

ています。また、浄水場でつくった水を新鮮なままお客さまのもとへお届けするため

には、施設の運用管理や水質監視のよりきめ細かい対応が求められます。 

「安心･安全の向上」では、水道水の安全性を一層高め、安心・安全な水を安定的

に供給していくために、水源からじゃ口にいたる総合的な水質管理をはじめ、４つの

柱を挙げました。 

 

水質管理の強化 

貯水槽水道※の適正管理 

貯水槽水道が適切に管理されるよう設置

者に働きかけるとともに、管理上の課題解

決へ向けた研究を行います。 

直結給水の普及促進 

浄水技術の向上 

直結給水をさらに普及させるための課題

整理と促進策の検討を行います。 

浄水処理に関するさまざまなリスクを想

定し、安全な水の供給に向けた浄水処理技

術を向上させる研究を行います。 

水源からじゃ口までにおける水質管理体

制を高度化していきます。 

安心･安全の向上 
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岩屋ダムでの水質調査 

 

なごやの水源である木曽川は、戦後から高度経済成長期にかけて一時的に水質が低

下しましたが、現在では、流域の水環境保全によって昔と変わらない良好な水質を保

っています。しかし、流域の開発による環境変化やダム湖の水質変化は、水道水質に

影響をもたらす恐れがあるので、今後も上流域の工場排水や生活排水などで健全性が

失われることのないよう、水質を監視していかなければなりません。 

 

 

 

名古屋市、愛知県、岐阜県および三重県の水道事業体で構成する、木曽川水系水道

水質協議会を運営するとともに、国土交通省が主催する木曽川水系水質保全連絡協議

会に参加し、水系レベルでの広域的な視点から水質問題に取り組んでいます。 

 河川やダム湖の水質監視を定期的に実施 

水源のダムや木曽川上流域、取水口までの定

点で、長期にわたって水質調査を継続していま

す。 

 取水から浄水処理までの水道原水を常時監視 

水質異常を早期に把握するため、取水場と浄

水場で自動水質監視装置や生物モニターを用いて水道原水を常時監視しています。 

 送・配水管やじゃ口での水質検査を実施 

送・配水管内の水質を、自動水質監視装置に

より連続監視しています。また、定期的に各配

水系統のじゃ口で水質検査を行っています。 

 

水質管理の強化 

１ 現在の主な取り組み 

木曽川最上流部での水質調査 
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 ２ 日本一おいしい水をめざして 

引き続き水質監視を継続すると同時に、水質監視体制を高度化していくことが日本

一おいしい水をめざすためのステップとなります。そのためには、水源からじゃ口ま

での各段階で水の安全を脅かすリスクを分析し、安全な水の供給を確実にする水道を、

リスクマネジメントの観点からめざす「水安全計画※」を策定し、計画の実効性を確

保していくことが必要です。 

 

 

 

 

 

水質管理体制の高度化 

日本一に向けて 

 水質監視機器の高度化 

 「水安全計画※」の策定と実効性の確保 

 

 ３ 日本一をめざすための具体策 

水の安全をより確実なものとするため、安全を脅かす水質リスクの管理や、水質機

器の高度化に取り組んでいきます。 

 水安全計画※の策定と実効性の確保 

リスクマネジメントとしての水安全計画を策定するとともに、水質事故や水質

相談データを有効に活用するなどにより実効性を確保していきます。また、水安

全計画の実行状況を点検し、その結果をふまえて計画を改善していきます。 

 水質監視機器の高度化 

現在、取水※場では自動水質監視装置を設置して原水の水質を連続監視してい

ますが、これをより精度の高い機器に取り替え、水質監視を強化していきます。 

 河川の水環境評価手法の検討 

上下水道局では、昭和 40 年代から木曽川の水生生物相の調査を実施し、デー

タを蓄積しています。水生生物※には、清流に生息するものがいる一方、生活排

水や工場排水などの影響がある川に生息するものもいますので、水生生物相から

河川の水環境の概略を知ることができます。そこで、これらのデータを河川の水

環境評価や水源監視に有効に活用していきます。 
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 浄水技術の向上 

なごやの水道は、木曽川の豊かで良質な水を水源としており、高度浄水処理※技術

を導入するまでもなく、通常の処理で安全でおいしい水をつくることができます。今

後とも、この恵まれた水源を守り、原水の良さを活かした浄水処理方法を継続してい

くことが、なごやの水道のこだわりといえます。 

しかしながら、普段は良質な原水も、つねに水質異変のリスクに直面しています。

汚染物質の流出事故や、豪雨や地震などによる異常濁水、あるいは、渇水期などの河

川流量低下時に起きる水質悪化などはいつでも起こりうる事象です。また、長年にわ

たる河川環境の破壊や新たな微量化学物質の検出等に対しても、将来への備えとして

対策を講じておく必要があります。 

水道は市民生活や都市活動をささえるライフラインであり、一時の中断も許されま

せん。浄水処理に関するさまざまなリスクを想定し、いかなるときにも安心、安全な

水を安定して供給できるよう、浄水技術の向上に向けた、たゆまぬ努力が必要です。 

 

１ 現在の主な取り組み  

近年、原水中で新たな微量化学物質や病原性微生物の検出が危惧されています。浄

水場では、沈澱処理やろ過処理の方法を改善することによって、これらの物質が水道

水から検出されないよう万全を期しています。 

また、将来の原水水質の変化等への対応を視野に、高度浄水処理技術や膜処理技術

の調査研究にも取り組んでいます。 

 トリハロメタン※の発生抑制対策 

トリハロメタンは、原水中の有機物質と塩素が結合して生成されますが、木曽川

の原水は、有機物濃度が極めて低いため、通常の浄水処理で十分に安全な水をつ

くることができます。 

しかし、将来、木曽川の水質が悪化し、有機物濃度が上昇した場合にも対応でき

る処理技術として、生物活性炭処理※の研究にも取り組んでいます。 
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 カビ臭物質対策 

鍋屋上野浄水場に原水及び浄水のカビ臭物質を連続監視する分析装置を設置す

るなど、カビ臭物質対策に取り組んでいます。 

 クリプトスポリジウム※対策 

クリプトスポリジウムは、塩素では死滅しない微生物ですが、適切なろ過処理に

よって確実に除去することが可能です。したがって、浄水処理のろ過工程を適正

化するとともに、ろ過水の濁度を厳密に管理するため、つぎのような改善策を導

入しています。 

・ 二段凝集処理の実施 

原水を沈澱処理する際には、効率的な沈澱を行うため、沈澱池の前段で凝集

剤を注入するのが通常の処理方法ですが、春日井浄水場では、ろ過処理を確実

に行うため、ろ過池へ流入する前段でも凝集剤を注入する二段凝集処理を行い、

ろ過効率の向上を図っています。 

また、大治浄水場においても、導入効果を把握するための実験を進め、採用

を検討しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
凝集処理 二段凝集処理

急速ろ過池

■二段凝集処理のフロー図 

配水池

１回目１回目

２回目２回目

凝集沈澱処理 二段凝集処理 凝集沈澱処理         二段凝集処理 

■二段凝集処理のフロー 
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・ ろ過池管理の適正化 

ろ過処理を安定かつ確実に行うためには、ろ層

の管理を適切に行うことが大切です。ろ過開始時

の濁度上昇を防止するためのスロースタート、逆

流洗浄終了時の鉄・マンガンのはく離及び不陸を

防止するためのスローダウンの徹底、ろ層厚及

びろ層の粒径分布を適正に保つための補砂やろ

床更正により、ろ過池の適正な運転管理を実施

しています。 

また、ろ層を均等に保つために、砂層と砂利

層の間にネットを設置して安定化を図っています。 

・ 濁度の適正管理 

クリプトスポリジウム※の混入を予防するための国の指針では、ろ過水の濁度

を 0.1 度以下に維持することとなっています。このろ過水濁度を正確に管理す

るため、高感度の濁度計を導入しています。 

 

２ 日本一おいしい水をめざして  

水源保全を積極的に進めながら、原水水質の良さを活かした浄水技術をさらに向上

させていくことが必要です。また、河川環境に大きな変化が生じた場合にも対応でき

るよう、高度浄水処理技術や膜処理技術の応用など、危機に備えた研究をしていきま

す。 

 

 

 

 

 

より安心、安全な水を追求する浄水技術の研究 

日本一に向けて 

 高度浄水処理※技術や膜処理※技術の研究 

 原水水質の良さを活かした浄水技術の向上 
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３ 日本一をめざすための具体策  

原水水質の良さを活かした浄水技術をさらに向上させるため、横流式傾斜板沈澱池

の採用などに取り組んでいきます。 

また、高度浄水処理※技術および膜処理※技術については、浄水場に実験プラントを

設置し、産・学共同で研究を行ってきました。新しい浄水技術の導入は、緊急を要す

る状況にはありませんが、将来に備え引き続き研究に取り組んでいきます。 

 横流式傾斜板沈澱池の採用 

建設・拡張の時代に大治浄水場などで建設した高速凝集沈澱池が老朽化し、改築

更新の時期を迎えています。今後、これら沈澱池の整備は、原水の水量や水質の変

動に対し追従性・弾力性があり、維持管理が容易な横流式沈澱池と高速沈降装置で

ある傾斜板を組み合わせた横流式傾斜板沈澱池に順次更新していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

鍋屋上野浄水場の横流式傾斜板沈澱池

 

 

 緩速ろ過法の継続 

鍋屋上野浄水場の緩速ろ過池は、水道

創設の大正 3 年から稼動しており、老

朽化が著しく、改築更新の必要に迫られ

ています。急速ろ過法が主流となった現

在、全国的にも珍しくなりつつある緩速 緩速ろ過池（鍋屋上野浄水場） 
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ろ過池ですが、もともと、緩速ろ過法は、薬品を使わず、生物の浄化作用を活用し

た浄水処理の原点とも言える処理法で、良質な原水がなければ採用できない処理法

でもあります。 

上下水道局では、鍋屋上野浄水場の緩速ろ過池を活かし、安心・安全でおいしい

なごやの水道のシンボルとして緩速ろ過法を今後も継続していきます。 

 高度浄水処理※技術の調査・研究 

高度浄水処理は、通常の沈澱処理とろ過処理では取り除くことができない原水中

の溶存物質をオゾンなどで分解し、活性炭などで吸着する工程を加えた浄水処理

のことです。水源が汚染され、原水水質が悪化した場合に必要な処理方法ですが、

木曽川の水は、今のところ良好な水質を維持しているため、高度浄水処理を導入

する必要はありません。しかし、浄水技術の向上と、水質異変に備えた将来への

準備として高度浄水処理技術の調査・検討を継続し、プラント実験の結果等を踏

まえた知見の整理を行います。 

 膜処理※技術の調査・研究 

膜処理技術とは、膜状のフィルターに原水を通して、不純物を取り除くろ過技術

のことです。今後とも膜処理技術に関する調査・研究を継続し、なごやの水道へ

の技術導入の可能性について検討します。 
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 直結給水の普及促進 

中高層の建物への給水は、受水槽に一旦貯留する貯水槽水道※方式よりも、受水槽

を経由しない直結給水※の方がじゃ口に届く時間が短縮できるため、より新鮮な水を

お届けできます。名水プロジェクトでは、直結給水を普及させるため、対象口径の拡

大や普及に向けたＰＲなどの取り組みを進めています。日本一おいしい水をめざすた

めには、直結給水の対象建物をさらに拡大するなどにより、普及促進に努めていく必

要がありますが、規模の大きな建物の直結給水は、配水本管の流速増加による周辺へ

の影響なども懸念されることから、課題整理をしていく必要があります。 

 

 

 

 １ 現在の主な取り組み 

 直結給水※の対象口径を拡大 

直結給水が可能なメータ口径の上限を５０mm から７５mm へ拡大し、対象と

なる建物の範囲を広げています。 

 小学校直結給水化 

次世代を担う子どもたちに、水道水を新鮮なまま安心して飲んでいただくために、

小学校の直結給水化を行っています。（平成２０年度末現在で５１校が直結化を実施） 
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 直結給水※普及のＰＲ 

・ 衛生面や省エネルギー、省スペースなど、直結給水の利点をポスターやパンフ

レットなどを利用してＰＲし、普及促進に努めています。 

・ 小学校に直結給水のポスターを掲示するとともに、直結化されたじゃ口にシー

ルを貼って明示するなどによりＰＲをしています。 

 

 

直結給水方式には、配水管の水

圧を利用して各階に送る直圧方

式と、配水管の圧力をポンプで加

圧して各階に送る直結加圧方式

があります 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

直結じゃ口のシール 直結給水ポスター  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受水槽方式（貯水槽水道※）             直結給水方式※ 
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２ 日本一おいしい水をめざして  

日本一おいしい水をめざすため、直結給水※の対象となる建物の範囲の拡大やＰＲ

の強化などにより、さらに普及促進していきます。また、貯水槽水道から直結給水へ

の切り替えについて、課題整理と促進策を検討していきます。 

 

 

 

 

 

直結給水※のさらなる普及促進 

日本一に向けて 

 対象建物規模の拡大 

 既存の貯水槽水道※を直結給水化する際の課題整理 

 

 

 ３ 日本一をめざすための具体策 

直結給水※の普及を促進させるため、対象となる建物規模の拡大に向け、新技術の

導入などを検討します。また、既存の貯水槽水道の直結給水切り替えについても課題

整理をしていきます。 

 対象建物規模の拡大 

・ ブースターポンプの新たな技術の導入を検討していきます。 

・ 直結給水の対象建物や口径制限、階数制限を見直すことで適用範囲を拡大し、

直結給水の普及促進を図ります。 

 既存の貯水槽水道を直結給水化する際の課題整理 

既存の貯水槽水道※を直結給水に改造する場合の基準に関する課題を整理し、

有効な対策を検討します。 
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貯水槽水道の適正管理 

受水槽や高架水槽へ一時的に水を貯留して給水する貯水槽水道※は、受水槽等が適

切に管理、清掃されていないと、水質を低下させてしまいます。近年、特にこの管理

不適切な貯水槽水道が原因による水質劣化が大きな課題となっています。なごやの水

道では、貯水槽水道設置者に対する指導、助言を行っていますが、貯水槽有効容量が

１０ｍ３以下の小規模貯水槽水道は、法的な規制がないことから、指導事項が履行さ

れないケースもあります。日本一おいしい水をめざすため、設置者への働きかけを拡

充するとともに、貯水槽水道の管理上の課題解決へ向けた研究をしていくことが必要

です。 

 

 １ 現在の主な取り組み 

貯水槽水道※が適正に管理されるよう、設置者への指導、助言やお客さまからの相

談に対応しています。 

 

 貯水槽水道の設置者への指導、助言 

有効容量１０ｍ３以下の小規模貯水槽

水道のうち、地下式の受水槽を有する施

設や受水槽内で長時間滞留している施設

を対象に巡回点検を行い、設置者へ指導、

助言をしています。（平成２２年度までに約

６,７００箇所を実施する予定） 

受水槽や高架水槽の管理の不徹底に

よる衛生管理が問題となっています。 

 水質相談への対応 

貯水槽水道を利用するお

客さまからの水質などの相

談に対応しています。 

 

 

貯水槽水道による給水 
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 ２ 日本一おいしい水をめざして 

貯水槽水道※が適正に管理されていれば、安全でおいしい水を供給することができ

ます。日本一おいしい水をめざすためには、貯水槽水道が適切に管理されるよう設置

者への働きかけを拡充していくことが必要です。また、貯水槽水道の管理上の課題解

決に向けた研究も重要な課題です。 

 

 

 

 

 

日本一に向けて 

貯水槽水道※の課題整理と適正管理に向けた取り組みの拡充 

 貯水槽水道の管理上の課題解決へ向けた研究 

 適正管理へ向けた働きかけの拡充 

 

 

 ３ 日本一をめざすための具体策 

貯水槽水道※を適正に管理していただくため、巡回点検の範囲を広げていきます。

また、長時間滞留している受水槽への対応を研究していきます。 

 適正管理へ向けた働きかけの拡充 

・ 現在、実施している小規模貯水槽水道の巡

回点検の対象範囲を、すべての小規模貯水

槽水道に拡大していきます。 

・ 上下水道局が実施した小規模貯水槽の指

導・助言にもとづいた改善内容が確実に履

行されるよう、働きかけていきます。 
貯水槽水道での水質検査 
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 貯水槽水道※の管理上の課題解決へ向けた研究 

集合住宅の入居率の低下などにより使用水

量が減少すると、受水槽や高架水槽容量が過大

となり、水の滞留時間が長くなってしまいます。

このような場合でも水の使用実態にあわせて

容量を容易に調節できる器具を開発するなど、

貯水槽水道の管理上の課題解決へ向けた研究

をしていきます。 

 

高架水槽の点検 
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