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　ヨーロッパの古城を思わせる二対の塔。
これが、昭和５年に完成し、市の指定有
形文化財にも選ばれている松重閘門で
す。中川運河と堀川を結び、水位差を
調整しながら船を航行させていたことから、
昭和初期には「東洋のパナマ運河」とも
呼ばれ、多くの見物客が訪れたそうです。

Water and four seasons

運河を見つめる美しき塔
松重閘門（まつしげこうもん）

■アクセス
・市バス名駅１９系統「日置橋」下車徒歩３分
・市バス名駅１９系統「山王橋」下車徒歩３分
・市バス栄２２系統「日置橋」下車徒歩３分
・市バス栄２２系統「山王橋」下車徒歩３分
【お問い合わせ】
名古屋市緑政土木局中川土木事務所
〒４５４-０８３１　名古屋市中川区三ツ屋町２丁目８８
電話０５２-３６１-７５８１　FAX０５２-３５２-５０８９

　昭和39年には７万５千隻を超える船が
往来し、出入貨物量はなんと４００万トン
以上。堀川と連結された中川運河は、
堀川のバイパス線として大いに利用され、
名古屋の経済発展に大きく貢献しました。
　そんな名古屋の水運の興隆をつぶさに
見つめてきた松重閘門でしたが、陸運が
物流の主流になると、昭和５１年、４６年
間続いた役割をひっそりと終えることとなり

名古屋市
水辺紀行
No.36

ました。
　装飾性に富んだこの個性的な水門は、
引退後も市民の声によって大切に保存さ
れ、公園として整備されることになりました。
夜間にはライトアップも行い、時代の遺構
を美しく照らしています。

ライトアップされた松重閘門 橋の上に立つ照明
都市景観重要建築物に
指定された碑 松重閘門公園

　中川運河は、固有水量がほとんどない
閉鎖性水域であったため、当初より水質
汚染が問題となっていました。そこで、昭
和１２年に松重閘門の西側にポンプ所を
設けて、河口部の中川口から海水を取り
入れ、松重ポンプ所経由で堀川へ放流す
る水循環による水質改善を行い、現在も
日量約７万㎥の放流を行っています。
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　水道事業では、お客さまからの水道料金は前年度に比べ減収となりました。経費
の削減に努めましたが、平成25年度に予定していた約10億円の費用が平成26 年度
の費用となるという特殊要因※があったため３千６百万円の純損失となりました。
　下水道事業では、お客さまからの下水道使用料等は前年度に比べ減収となりま
したが、人件費などの削減に努めるとともに借入金の利息の減少などにより1４億円
の純利益となりました。
※鍋屋上野浄水場での大規模な改築・更新工事において不発弾が発見されたことに起因して工事 
　の完了が遅れました。工事完了時に計上する旧施設の除却に係る費用が、平成２５年度の計上
　から平成２６年度の計上となりました。

平成26年度決算報告

お引越しのご連絡はお早めにお願いします！

ゴ ク ゴ ク

収入
458億円

お客さまからの水道料金
419 億円（92%）

雨水処理のための一般会計からの繰入金
367億円（50%）

お客さまからの下水道使用料
312億円（42%）

その他の収入
39億円（8%）

その他の収入
56億円（8%）

水処理センターやポンプ所などの
維持管理費
123億円（17%）

下水管などの維持管理費
62億円（8%）

下水道使用料徴収の経費及び
その他の事務的経費など
49億円（7%）

純利益
14億円

施設の建設のための
借入金の利息
98億円（14%）

事業用資産にかかる
減価償却費など
389億円（54%）

取水場や浄水場などの維持管理費
53億円（12%）

配水管や配水場などの維持管理費
131億円（28%）

水道料金徴収の経費及びその他の
事務的経費など
73億円（16%）

純損失　
0億円
施設の建設のための
借入金の利息
22億円（5%）

事業用資産にかかる
減価償却費など
179億円（39%）

収入
735億円

支出
458億円

支出
721億円

水道事業

下水道事業

　水道のご使用開始や中止などのお申込み・各種ご案内は、上下水道局
お客さま受付センターで承っております。
お客さま受付センター（名水ダイヤル） 年中無休
電話  ０５２-８８４-５９５９　FAX  ０５２-８７２-１２９６
※おかけ間違いのないようにご注意ください

受付時間／（平日）８：００～１９：００　（土日・休日）８：００～１７：１５
★上下水道局公式ウェブサイト（http://www.water.city.nagoya.jp/）からもお申 　
　込みいただけます。  名古屋市上下水道局で 検索  または  QRコードから。



災害に対する備え
Water and four seasons
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操作セットは学校の防災倉庫等に
あります。

地下式給水栓この看板が目印です

下水道直結式仮設トイレ

　名古屋市では、地震などの災害に備え、水道管や下水道管などの耐震化をすす
めています。また、大規模地震の発生などにより、ご家庭の水道・下水道が使え
なくなってしまった時のために、地下式給水栓や下水道直結式仮設トイレが設置
できる施設の整備もすすめています。
地下式給水栓
　避難所となる市立小学校には、地域のみなさまが自ら操作して飲料水が確保でき
る地下式給水栓があります。また、平成26年度から平成27年度にかけて、救護所と
なる市立中学校にも整備をすすめています。

下水道直結式仮設トイレ
　避難所に、地域のみなさまが自ら組み立てて使用できる下水道直結式仮設トイレを
保管しています。付近の下水道直結式仮設トイレ用マンホールに設置してください。

ふたを開けると転落防止用の
器具が付けてあります

震災用と書かれたこの
マンホールが目印です

いざ！という時のために水道の元栓の位置を確認しましょう
　地震・災害時に宅内で
漏水があると、水道本管復
旧時の漏水発見に時間が
かかったり、通水時に水が
噴き出す危険性があります。
　ご自宅の給水管から漏
水した場合や避難所に行く
場合は、水道の元栓を閉
めてください。
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　「東日本大震災」から５年目を迎える今年、
大規模地震に備えた日頃からの準備や発災時
の飲料水の確保など、「いざ」というときに必
要な知識を紹介します。
　下記の場所で開催しますので、ぜひお越し
ください。

「なるほど！ 知って役立つ 水道・下水道の防災」を開催します！

昨年度のようす

お問い合わせ　広報サービス課 TEL：052-972-3608 / FAX：052-972-3710

無料

開催場所

イオンモールナゴヤドーム前

ヨシヅヤ名西店

午前１０時～午後３時

午前１０時～午後３時

午前１０時～午後３時

午前１1時～午後4時

１月１５ 日（金）
１月20日（水）

２月  ６ 日（土）

2月１9日（金）

イオンモール新瑞橋

アピタ港店

開催日 開催時間

無  
料

●日 時

●場 所

●定 員

●対 象

●応 募

２月13日（土）

１月２７日（水）必着

名古屋中央雨水幹線下水道築造工事現場
第2次浄心雨水調整池流入管下水道築造工事現場
（いずれも西区天神山町、押切公園内）

60人（20人×３回）

市内在住か在勤（学） で小学生以上の方（小学生は保護者同伴）

往復はがきまたは局公式ウェブサイト
代表者の住所・氏名・電話番号、参加者全員の氏名・年齢、希望の回（時間）
を明記して応募。１枚５人まで。
〒460-8508 名古屋市上下水道局工務課 ※ 住所なしで届きます。

第１回 10:00～ / 第２回 11:30～ / 第３回 13:00～    ※１回につき１時間程度の見学です

お問い合わせ　工務課 TEL：052-972-3652 / FAX：052-972-3678

　上下水道局では、雨に強いまちづくりを
めざし、雨水貯留施設や下水管路などの
増強に努めています。現在進めている工
事現場の見学を通して、浸水対策事業や
工事への理解を深めていただく機会とし
て、工事現場見学会を開催いたします。

　上下水道局では、雨に強いまちづくりを
めざし、雨水貯留施設や下水管路などの
増強に努めています。現在進めている工
事現場の見学を通して、浸水対策事業や
工事への理解を深めていただく機会とし
て、工事現場見学会を開催いたします。

実感！ 雨に強いまちづくり
雨水貯留施設
工事現場見学会を
開催します！

★ご来場の方に「名水」プレゼント！



Water and four seasons
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お風呂に入って健康に

水と暮らし

　だんだんと寒くなり、冷えが気になる季節。お風呂でしっかり温まって、毎日を健康
に過ごしましょう。
　意外と知られていないお風呂の効果と、入り方のポイントをお教えします。

お風呂には4 つの効果があります。
１．温熱作用
　体が温まって血流が良くなり、新陳代
　謝も良くなります。

２．浮力作用
　肩までつかると体にかかる重力が10分
　の 1になり、リラックスできます。

３．清浄作用
　体をきれいにすることができます。

４．水圧作用
　血流が良くなり、むくみが改善できます。

　　このうち、浮力作用と水圧作用はシャ
　ワーでは得られず、温熱作用も弱まり
　ます。また、半身浴では効果が薄くなっ
　てしまいます。浴槽入浴で、全身つか
　るのがおすすめです。
　（心臓や肺に疾患のある方は控えてくだ
　さい）

お風呂の4 つの効果 お風呂に入る前後でやるべきことお風呂の4 つの効果 お風呂に入る前後でやるべきこと

・運動直後の入浴は控え、30分ほど休憩して
　から入りましょう。
・入浴中は汗をかくので、お風呂に入る前
　後両方でコップ1杯程度の常温の水を飲み
　ましょう。
・入浴後は 10分以内に保湿
　ケアをしましょう。ケア
　を怠ると、入浴前よりも
　お肌が乾燥してしまい
　ます。
・お風呂から出た後
　にも、30分ほど休憩を
　とりましょう。

監修　東京都市大学　早坂  信哉　教授
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野菜たっぷり
１０品目の

あんかけうどん

 材料：1人分
ゆでうどん 
豚肉スライス
生　姜　
人　参
キャベツ
しめじ
えのき
もやし
ニ　ラ
きくらげ
ね　ぎ　  

160g 
40g
1g
15g
30g
5g
10g
20g
10g
1g
10g  

　水
中華だし
　塩
こしょう
ごま油
片栗粉

120ml
3g
0.2g
少々
1g
7g

なごやの水道水を使った

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

作り方

❶フライパンに豚肉をひろげて並べ、油がでたら生姜、
   ニラの根元、人参を入れて炒める。
❷分量の水と残りの野菜を入れて調味する。
　（※ニラの葉は最後に入れると彩りよく仕上がる）
❸❷に火が通ったら、水溶き片栗粉でとろみをつけて、
　ごま油をたらす。
❹熱湯でさっと湯でたうどんに野菜あんをかけて出来上がり

高血圧予防のため、生姜や少量のごま油を使用し、薄味
でも風味があり食べやすい味付です。また「乾うどん（塩分
4.3g/100g）」より調理が簡単で塩分の少ない「ゆでうどん
（塩分 0.3g/100g）」がオススメ！！
野菜を大きめに切り、きくらげを入れる事でかみごたえがで
て食べすぎ防止の一品。
素うどんは、糖質だけに偏りがち…　野菜を切って煮こむだ
けで出来上がるので日頃の野菜不足を解消できます。

名古屋文理大学短期大学部
名古屋文理栄養士専門学校

P
ポイント

レシピ監修

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。

お客さまの　　　声から
名古屋でも水道管が凍結するこ
とがありますが、何か対策はあ
りますか？

　屋外にあるじゃ口や露出している水道管には、防寒材や布などを巻き付
けましょう。
　それでも凍結してしまった場合は、じゃ口を開けてタオルをかぶせ、ぬるま
湯をゆっくりかけてください。あわてて熱湯をかけると水道管が破裂する恐
れがあります。
　寒い日が続くと、水道管やじゃ口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、水道管が破損して、修理費用がかかること
がありますので、きちんと対策をしましょう。

”

•

•

•

豚肉スライス…3cm位の大きさに切る
生　姜…千切り
人　参…3cmの長さで短冊切り
キャベツ…3cmの長さで短冊切り
えのき…3cm幅に切る

しめじ…大きいのは半分にさいておく
ニ　ラ …3cm幅に切る（根元はみじん）
きくらげ…水でもどして3cm位に切る
ね　ぎ…斜め切りにする

！！

（切り方）

1人分の栄養価
エネルギー  335kcal
たんぱく質 　 14.0g
脂　　　質  　  9.5g
炭 水 化 物 　 47.3g
塩　　　分 　   1.5g



上下水道局では、お客さまからいただく上下水道料金等によって事業を運営しています。
名古屋市上下水道局公式ウェブサイト　http://www.water.city.nagoya.jp/

発行：名古屋市上下水道局広報サービス課
〒４６０-8508　中区三の丸三丁目1番1号   （電話 052-972-3608　FAX 052-972-3710）
平成2８年1月　9,500部　 本誌は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。

「城北橋」
バス停

「名城公園」
バス停

「月ヶ丘」
バス停

「谷口」
バス停

●名古屋城

●上野天満宮

東山給水塔●

日泰寺●

●鍋屋上野浄水場

●愛知県体育館

至藤が丘至栄

至黒川 N

下水道科学館 (入館無料)
●所在地
●開館時間
●休 館 日
●交　　通

●電話・FAX

北区名城一丁目3‒3（名城水処理センター1階）
9：30～16：30
月曜日（月曜日が休日の場合は直後の平日）・年末年始
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

052-911-2301
※駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。

※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。
●名城水処理センターの見学ができます。（5名以上の団体に限る。要予約）

水の歴史資料館 (入館無料)
●所在地
●開館時間
●休 館 日
●交　　通

●電　　話

千種区月ヶ丘一丁目2-2
9：30～16：30
月曜日（月曜日が休日の場合は直後の平日）・年末年始
市バス「月ヶ丘」下車徒歩2分、「谷口」下車徒歩14分
地下鉄東山線「覚王山」下車1番出口徒歩２０分

052-723-3311　　　052-723-3312
※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。

※おかけ間違いのないようにご注意ください。

「覚王山」駅

次回発行予定は平成２8年４月です。

広小路通

出来町通
天
満
緑
道

H
15

N

FAX

電話 052-884-5959　FAX 052-872-1296
ゴ ク ゴ ク

お客さま受付センター（名水ダイヤル）メイ スイ

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

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
お問い合わせ先

年中無休

Q
　災害時に役に立つ下水道直結式仮設トイレ。設置するマン
ホールのふたには○○○と書かれています。○○○に入る言
葉はどれでしょう。
Ａ．トイレ　Ｂ．震災用　Ｃ．直結用

〈ヒント〉 この「水と四季」をよく読んでね。

もんだい

電子メールでもご応募いただけます。件名に「水と四季冬号クイズ応募」と、上記①～⑥を入力の上、
cs.oubo@jogesuido.city.nagoya.lg.jp（全て小文字。lgは「エルジー」）までお送りください。

※ご応募いただいた個人情報は誌面づくリの参考、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は使用しません。

「なごやの水道水」は「ペットボトル水」と比較して「Ｃ．約58,340円」安くなります。前号の答え

大
津
通

　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10名様に図書カード500円分を差し上げます。当選者の発表は、発送を
もってかえさせていただきます。締め切りは、平成28年3月31日（木）必着です。

M
08

谷口

末盛通２

姫ヶ池通1

堀川下水道
科学館

水の歴史
資 料 館

「名城公園」駅

至市役所

城北橋

名城公園南


