


 

 

 

 

水は、安心・安全な生活や活発な都市活動の基盤であるばかりか、命を育むもの

として欠かすことができない自然の恵みです。しかし、時として、渇水や異常豪雨

など健全な市民生活を脅かす自然の脅威として、水はその姿を変貌させます。 

水の恩恵にあずかる上下水道事業は、河川からお客さまへ水をお届けし、また、

家庭などから排出された汚水をきれいにして川に戻す都市の水循環を 24 時間

365 日片時も休むことなく担っています。 

都市の水循環を担い、お客さまに水をお届けし、また水の脅威から市民生活や社

会活動を守るためには、多くのエネルギーを必要とし、それに伴い多くの温室効果

ガスを排出します。 

平成 27 年、気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（ＣＯＰ21）がパリで開催

され、京都議定書に代わる平成 32 年以降の新たな地球温暖化対策の枠組みが採択

されました。これにより、京都議定書では参加していなかった発展途上国を含めた

地域が温室効果ガス排出削減に向けて取り組む初めての枠組みが誕生しました。 

「名古屋市上下水道局環境基本計画」は、「環境首都なごや」をめざした本市の

方針や取り組みを踏まえて、温室効果ガス排出削減を始めとした、上下水道事業に

伴う環境負荷への低減と水環境の向上を図るため、平成18年に策定したものです。 

今回「みずプラン３２」に合わせて策定した「第３次名古屋市上下水道局環境基

本計画」を、本市がめざす将来の環境都市ビジョンのバックキャスティングとして、

清らかな水環境を育み、次世代へ継承するための羅針盤として位置付け、着実な環

境行動を実行していきます。 

名古屋市上下水道局 
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１．計画策定の背景 

名古屋市では、1996 年（平成 8

年）に「名古屋市環境基本条例」を

制定し、この条例に基づき、1999

年（平成 11 年）「名古屋市環境基本

計画」が策定されました。 

その後、「第２次名古屋市環境基本

計画」が目標年次を迎えたことによ

り、新たな環境汚染物質への対応、

ご み 減 量 への 取 り組 み の 推 進 、

COP10 の開催、地球温暖化の防止、

といった情勢の変化や 2050 年を

見据えた環境都市ビジョンを踏まえ、

「第３次名古屋市環境基本計画」が

策定されました。 

上下水道局では、「環境首都なご

や」をめざした本市の方針や取り組

みを踏まえて、上下水道事業に伴う

環境負荷への低減と水環境の向上を図るため「名古屋市上下水道局環境基本計

画」を 2006 年（平成 18 年）に策定しました。その後、上位計画である「第

３次名古屋市環境基本計画」と整合を図るため、「第２次名古屋市上下水道局環

境基本計画」を策定しました。今回策定した「第３次名古屋市上下水道局環境基

本計画」は、上下水道局中期経営計画「みずプラン 32」の策定に合わせ「第２

次名古屋市上下水道局環境基本計画」を改定し、上下水道事業にかかる環境保全

施策を具体化するものです。 

 

２．計画期間 

2016 年度（平成 28 年度）～2020 年度（平成 32 年度） 

2011 年度（平成 23 年度）に策定された「第３次名古屋市環境基本計画」は、

2050 年の環境都市ビジョンを描き、2020 年度（平成 32 年度）までの 10

年間を計画期間とする施策の大綱として位置付けられています。 

また、当局の中期経営計画である「みずプラン３２」は、計画期間を 2020

年度（平成 32 年度）までとしており、中長期的視点から取り組むべき施策を明

確化しています。 

そこで、本計画は「第３次名古屋市環境基本計画」と「みずプラン３２」に合

わせて 2020 年度（平成 32 年度）までを計画期間としました。 

１．計画の策定にあたって 
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３．計画の位置づけ 

「第３次名古屋市環境基本計画」は、本市が環境行政を推進する上で中心的な

役割を担う、環境面における総合的な計画です。また、「低炭素都市 2050 なご

や戦略」に掲げる中期目標を実現するための実行計画として、「低炭素都市なご

や戦略実行計画」を策定しています。さらに、環境首都の実現に向け、市民・事

業者に率先して環境に配慮し、持続可能な事務・事業活動を実践する”eco 市役

所”をめざす「名古屋市役所環境行動計画 2020」を策定しています。 

一方、「第３次名古屋市上下水道局環境基本計画」は、上位計画である本市の

「第３次名古屋市環境基本計画」と当局の中期経営計画である「みずプラン 32」

との整合を図り、上下水道事業にかかる環境保全施策を具体化するものです。 

また、毎年度「名古屋市上下水道局環境行動計画」を定めていますが、この計

画は、上位計画である「名古屋市役所環境行動計画 2020」および当局の「第３

次名古屋市上下水道局環境基本計画」を踏まえ、環境目標の達成に向けた数値目

標と具体的な活動内容を示すものです。 

さらに、2010 年度には、事業活動に伴う温室効果ガスの排出量に視点を置き、

2020 年度（平成 32 年度）までに 1990 年度（平成 2 年度）比で２５％を削

減する目標を掲げた「温室効果ガス排出削減中長期計画」を策定しました。この

計画は、将来の施設の更新計画や運用変更をとりまとめ、事業別、項目ごとに増

減分を加味しながら、削減推移の見える化を図ったものです。 

「第３次名古屋市上下水道局環境基本計画」は、こうした環境にかかる当局の

環境関連計画の柱として位置付けるものです。 
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１．2050 年に向けた課題の整理 

上位計画である「第 3 次名古屋市環境基本計画」では、2050 年に向けた課

題として、以下の項目を挙げ整理しています。 

◆ 主な課題「環境リスクの課題」から 

現在、大気汚染や水質汚濁は全体的には改善傾向ですが、水質汚濁など環境目

標値・環境基準を達成していないものもあります。また、土壌・地下水汚染や、

微小粒子状物質（ＰＭ 2.5）などの新しい課題にも対応していく必要があります。

市民の安全と健康を守る公害対策は、環境保全の基礎をなします。原因の解明と

それに応じた新たな環境課題に対する規制や対策、自然浄化力の向上により、私

たちの暮らしの環境リスクを 小限にとどめ、健康で安全、かつ快適な生活環境

の確保が必要です。本市は 2050 年に向けて、このような「健康安全都市」の

実現をめざします。 

 

◆ 主な課題「廃棄物処理の課題」及び「エネルギー・資源の課題」から 

本市では 1999 年（平成 11 年）の「ごみ非常事態宣言」以降、市民・事業

者・行政の協働により、大幅なごみ減量を達成しました。しかし、ごみの 終処

分場は有限であり、希少金属をはじめとした天然資源の減少・枯渇も懸念されま

す。廃棄物等の発生抑制や資源の循環利用、適正処理が促進され、天然資源の消

費を抑制し、環境負荷を 小限に抑えることが必要です。本市は 2050 年に向

けて、このような「循環型都市」の実現をめざします。 

 

◆ 主な課題「緑や生物多様性の課題」から 

都市化の進行とともに市内の緑被地が減少し、生きものの生息地の減少や分断

や、植物からの蒸発散や雨水地下浸透の低下を招いています。本市の食料自給率

はわずか１％であり、市域外の自然の恵みに依存しています。健全な水循環が回

復し、豊かな水と緑・多様な生きものを身近に感じるために、市内の緑を保全・

創出します。また、伊勢湾流域圏の豊かな生態系を保全再生していくことが必要

です。本市は 2050 年に向けて、このような「自然共生都市」の実現をめざし

ます。 

 

◆ 主な課題「エネルギー・資源の課題」、「気温上昇の課題」から 

二酸化炭素濃度の上昇とともに世界の平均気温は上昇傾向にあります。東日本

大震災を受けて、再生可能エネルギーの利用の促進や、ライフスタイル・ビジネ

ススタイルを見直し、一層の省エネルギーを進めることが必要です。また、駅周

辺に都市機能を集約した公共交通中心のまちづくりが必要です。本市は 2050

年に向けて、このような「低炭素都市」の実現をめざします。 

２．２０５０年の環境都市ビジョン 
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２．４つの環境都市像 

2050 年に向けた課題を解決するための環境都市像として、「健康安全都市」、

「循環型都市」、「自然共生都市」、「低炭素都市」の 4 つを定めています。 

健康安全
都市

循環型
都市

自然共生
都市

低炭素
都市

４つの環境都市像
 

(1) 健康安全都市 

 

○ すべての人が環境に配慮した自主的な行動をとることで、お互いに快適

な生活環境が保たれ、きれいな水と空気が保たれています。 

○ 適切な騒音、振動、地盤沈下などの防止対策が行われ、発生源の対策が

さらに進み、生活を取り巻く環境が安全で快適に保たれています。 

○ 環境リスクの評価、事業者の対策がさらに適切に行われ、微小粒子状物

質などの新たな環境汚染物質への対応が進んでいます。 

○ 化学物質等が適正に管理されているとともに、土壌汚染やアスベストな

どに対する調査と対策が進み、健康で安全な生活環境が保たれています。 

○ 市民が化学物質等の有用性・環境影響等について、正しく知り、理解し、

話し合い、情報が共有されています。 

 

(2) 循環型都市 

 

○ 廃棄物などの発生抑制が大幅に進み、廃棄物からの資源・エネルギーの

回収が徹底されています。 

○ 生ごみ・剪定枝などのバイオマスが飼料・肥料・バイオマス燃料等とし

て無駄なく利活用されるとともに、希少金属などの物質資源が循環利用

されています。 

大気と水環境などが良好な状態にあり、健康で安全、かつ快適な生活環境

が保全されているまち 

廃棄物などの発生抑制や資源の循環利用、適正処理が促進され、天然資源

の消費を抑制し、環境への負荷が 小限に抑えられているまち 
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○ 廃棄物の中間処理の高度化等により適正処理が進むとともに、埋立量は

極限まで削減されています。 

○ 環境コストが商品価格に反映され、消費者がそのコストを負担すること

により、環境に配慮した製品設計が促進される「拡大生産者責任」が徹

底されています。 

○ 商品のライフサイクル全体を通して、環境への負荷を少なくするよう配

慮されており、その価値が正当に評価され、消費者に支持されています。 

 

(3) 自然共生都市 

 

○ 身近な緑や水辺を増やし、それらをつないだ生態系ネットワークの拡大

によって、風土にあった生きものの生息地が拡大し、緑や多様な生きも

のが身近に感じられます。 

○ 雨水の地中への浸透や地表・植物などからの蒸発散といった水循環が健

全な状態に回復し、人にも生きものにもやさしい水辺や緑が身近にあり

ます。 

○ 土・水・緑の復活と風の道による自然空調が生かされています。 

○ 豊かな生態系が、きれいな水・大気の形成や健康・安全・快適な生活の

向上に寄与しています。 

○ 伊勢湾流域圏の人的交流や地産地消が進み、流域全体が互いに支えあう

ことで、流域圏の豊かな生態系が保たれています。 

 

(4) 低炭素都市 

 

○ 自然エネルギーなどの再生可能エネルギーや都市排熱などの未利用エ

ネルギーの利用が促進されています。 

○ 超省エネ機器が普及するなど、ライフスタイル・ビジネススタイルの省

エネルギー化が進み、少ないエネルギーの使用で快適な生活が営まれて

います。 

○ 公共交通を中心とした、歩いて暮らせる圏域に、商業・業務・住宅等の

都市機能が適切に配置されています。 

○ 将来にわたり温室効果ガス濃度が安定化に向かうよう、温室効果ガスの

発生量が大幅に削減されています。 

生態系ネットワークが広がって、健全な水循環が回復し、豊かな水と土・

緑、多様な生きものが身近に感じられるまち 

自然エネルギーなどの利用が促進され、ライフスタイル・ビジネススタイル

の省エネルギー化が進むなど、少ないエネルギー消費で快適な生活ができる

まち 
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本市における 2050 年の環境都市ビジョンでは、「土・水・緑・風が復活し、

あらゆる生命が輝くまち」をイメージし、「健康安全都市」、「循環型都市」、「自

然共生都市」、「低炭素都市」の４つの環境都市像を定めています。 

「第 3 次名古屋市環境基本計画」では、４つの環境都市像の共通基盤を含め、

その実現に向け 2020 年（平成 32 年）までの取り組みを明確にしています。 

一方、上下水道局では、4 つの環境都市像の具体化に向け、「第 3 次名古屋市

環境基本計画」で示された取り組み方針と施策の方向性を基盤としながら、上下

水道事業にかかわる環境保全施策を整理し、体系化しました。 

 

３．名古屋市上下水道局の環境施策 
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環境情報の共有化を図るとともに、環境学習の推進やお客さまとの連携を推進します。 

（１）環境情報の共有化 

 

お客さまに上下水道局の環境への取り組みを分かりやすく情報発信することで、

環境保全活動を理解していただき、環境への意識を高めます。一方、下水道の正し

い使い方などお客さまへのＰＲに努め、みなさまとの連携を推進します。 

 

○ 環境情報の発信 

上下水道局公式ウェブサイトに環境報告書を掲載するなど、広く環境への取り組

みを発信し、みなさまに環境情報をお届けします。 

水環境に関する知識、本市と関わりの深い木曽川水系に関する情報や、国際協力・

諸外国の水事情に関する情報などを収集し、公式ウェブサイト内に「水のライブラ

リー」として情報を発信します。「水のライブラリー」は、水の総合的管理および国

際的水問題の解決への理解を得るとともに、お客さまとのより良いパートナーシッ

プの形成に役立てることを目的とし、情報発信を行います。 

 

○ 下水道の正しい使い方のＰＲ 

分流式下水道では、雨水と汚水が確実に分離されるように、敷地内の排水設備を

整備していただく必要があります。そこで、下水道工事の際の説明会の場を活用す

るなど、適切に排水設備工事を行っていただくよう呼びかけます。 

また、下水道へ油を流すと、下水管の中で油が固着し詰まる原因となります。排

水設備工事完了後の現地確認やイベントを通して、油を下水道に流さないよう PR

活動を進めます。 

さらに、下水道施設に大きな負担がかかる単体ディスポーザー（生ごみを砕いて

直接下水道に流し込む機械）を使用しないようお客さまに対してお願いしていきま

す。 

 

 

 

 

 

 

 Ⅰ ４つの環境都市像の共通基盤

方針１ 参加・協働を促進します 



 

9 

（２）環境学習の推進 

 

次世代を担う子どもたちへの環境意識を醸成するため、地域や学校などと連携し、

環境学習を推進します。 

 

○ 上下水道訪問授業の実施 

職員が講師となり、小学校を訪問して水道・下水道のしくみや水循環などについ

て実験を含む授業を小学４年生に行う「上下水道訪問授業」を実施します。 

 

 

 

【訪問授業】 

 

 
Column 

 
「みんなでやろみゃあ！フェアトレード！」 

名古屋市は平成 27 年 9 月 19 日に、一般社団法人日本フェアトレード・フォーラムより、

日本で 2 番目のフェアトレードタウンとして認定されました。 

上下水道局も、地域の特産品や多様な命にとって大切な水や森などの自然に対してもフェ

アに取引することで持続可能な未来を創る「地球とのフェアトレード運動」など、フェアト

レードの理念に賛同し、その普及に努めていきます。 

 
〇フェアトレードとは （ 国際フェアトレードタウンなごや宣言より ） 

フェアトレードは、開発途上国の原料や製品を適正な価格で継続的に購入することにより、

生産者や労働者の生活改善と自立を目指していくもので、その理念は、環境・貧困・人権・

平和・開発など地球規模の課題解決に貢献するとともに、わたしたちの暮らしを見つめ直し、

交流の促進や賑わいの創出にもつながるものと考えます。 
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（３）お客さまとの連携 

 

環境イベントなどに参加し、安全でおいしい水を実感していただく活動を進める

とともに、環境問題への理解と関心を深め、環境行動のきっかけとする取り組みを

推進します。 

 

○ 環境イベントへの出展 

名古屋市が主催する「環境デーなごや」などのイベントを通し、環境施策を紹介

したパネルの展示、水道水のおいしさを実感していただく飲料水の提供など、環境

施策の PR を実施します。 

 

 

【環境デーなごや】 

 

○ 安全でおいしい水道水のＰＲ 

なごやのおいしい水道水の PR に協力していただける店舗や企業などを名水パー

トナーとして登録し、上下水道局と連携して PR を行う名水フレンドシップ事業を

実施するとともに、名水パートナーから寄せられるご意見を活かしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【なごやのおいしい水ＰＲグッズ】  【おいしい水キャンペーンマーク】 
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○ なごやの水道水を飲む機会の拡充 

じゃ口からの水を直接飲んでいただくじゃ口回帰への取り組みを進める中、ペッ

トボトルの廃棄による環境問題を踏まえ、脱ペットボトルの象徴としてオリジナル

カラフェを作製しました。名古屋市が主催する会議や、名水パートナーの協賛店（レ

ストランやカフェなど）にオリジナルカラフェを使用していただき、なごやの水道

水を再確認していただいています。 

また、多くのお客さまが集まるイベントや施設に金鯱水（冷水機）を設置し、幅

広いお客さまになごやの水道水のおいしさを実感していただきます。 

 

    

【金鯱水（冷水機）】         【世界コスプレサミット】 

（758 キッズステーションに設置）    （オフィシャルウォーターとして） 

 

○ 市民活動との連携 

近年、水環境に対する市民団体などの活動が活発に行われていますが、こうした

市民活動と連携してさまざまな施策に取り組んでいきます。 

市内河川の再生・浄化をめざし、浄化に関する情報や意見の交換など、さまざま

な面で協力を行っていきます。 

 

Column 
 

「水 道 水 とペットボトルの CO2 排 出 量 」 

500mL のペットボトルで水を飲むとします。 

500mL のペットボトルの製造から廃棄までの CO2排出量はおよそ70g 以上とされていま

す（注１）。 

同じ量を水道水で飲むと、CO2 排出量は約 0.07g です(注２)。 

同じ水量のペットボトルと水道水で CO2 排出量を比較すると、およそ 1,000 倍以上の開き

になります。 

注１：環境省『ペットボトルを始めとした容器包装のリユース・デポジット等の循環的な利用に関す

る研究会』より 

注２：名古屋市上下水道局環境報告書 2015 より算出 
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木曽三川流域連携を推進するとともに、伊勢湾再生に向けた連携を進めます。 

（１）木曽三川流域連携の推進 

木曽三川流域の水環境を守り、安全でおいしい水を供給するため、流域自治体相

互の連携を強化するとともに、官民協働による持続可能な地域経済の振興を支援し、

住民参加・交流により水環境保全への理解を深めます。 

 

○ 流域自治体相互の連携強化 

流域の自治体で構成する「木曽三川流域自治体連携会議」において、流域自治体

が一体となって情報を共有し、水環境保全の方策について意見交換を行っています。 

 

○ 官民協働による持続可能な地域経済の振興 

上中流域を中心とした産業の活性化のため、農作物や特産品を販売する市
いち

や上中

流域の生産者と下流域の仕入れ企業との商談の場となるメッセ（商談会）などを行

い、地域経済の振興を支援します。 

 

   

【農産物や特産品を販売する市】     【メッセ（商談会）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方針２ 流域連携を推進します 
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○ 水環境保全に対する住民参加 

お客さまの水環境保全への理解を深めるため、水源地域を訪れ、清掃・間伐など

の水源地保全活動を行う「木曽川さんありがとう」や「木曽三川水源林保全体験」

などを行います。さらに、木曽三川流域連携シンポジウムについては、広く流域住

民の参加を促し、住民の交流と水環境保全の意識醸成につなげます。 

 

 

 

 

 

 

【木曽川さんありがとう】      【流域連携のシンポジウム】 

 

（２）伊勢湾再生に向けた連携 

伊勢湾の浄化をめざし、国や関係自治体などとの協議会などに参加し、環境改善

に向けた取り組みを進めています。木曽川（飛騨川）の上流部に一定規模以上の下

水処理施設をもつ自治体と水処理に関する情報交換や技術交流を実施する「水処理

ネットワーク会議」の開催や、伊勢湾流域圏の産官学と沿岸域及び流域の人々、NPO

などの多様な主体との協働・連携を図っていきます。 

 

 

Column 
 

木 曽 三 川 流 域 自 治 体 連 携 会 議 の活 動 が第 18 回 （2016 年 ）

日 本 水 大 賞 「審 査 部 会 特 別 賞 」を受 賞 しました。 

 

                                   かわたん 

 

 水源地域の経済的自立を支援することで水源地の保全に

つなげるという考えのもと、商談会の開催など地域経済の振

興に取り組みました。この活動が、流域自治体の連携により

水源地を保全するという従来の考えを一歩前に進めた画期

的な取り組みであり、水循環基本法が掲げる流域連携の模範

例として、高く評価されました。 
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水安全計画の運用や水質管理の充実を通して、安心・安全な水道水を供給します。 

（１）水安全計画の運用 

 

水安全計画は、水源からじゃ口までのリスク管理を行うものです。さまざまな水

質のリスクを分析し、適正な維持管理を実施していきます。 

 

○ 水安全計画の運用 

水安全計画の運用により、水道水質に悪影響を及ぼすリスクに対する維持管理マ

ニュアルなどを PDCA によって継続的にレベルアップし、水道システム全体の安全

性の向上を図っていきます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

（２）水質管理の充実 

 

水道水については、水源水質の良さを活かした安全でおいしい水道水を今後とも

安定してお届けするため、水質管理にかかる取り組みをすすめ、安全で信頼される

水道水を守り続けていきます。 

 

 Ⅱ 健康安全都市 

方針３ 安心・安全な水道水を供給します 
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○ 水質管理の充実 

水道水質に影響をもたらすリスクを把握するため、水源の水質監視として水質調

査を定期的に行います。また、急速ろ過池で安定的に浄水処理を行うため、ろ材の

洗浄などを行うろ床更生を実施するとともに、高感度濁度計による徹底したろ過水

の濁度管理を行います。 

 

 

【ダムの水質調査】 

 

 

○ 残留塩素濃度の適正管理 

給水区域内に設置した水質・水圧遠方監視装置により残留塩素濃度を連続的に監

視し、水温・水質に応じたきめ細かい塩素注入管理を行います。 

より新鮮な水道水をお届けするため、送配水ルートなどを変更することにより、

じゃ口までの流達時間の短縮を図ります。 

配水管内での水道水の滞留による残留塩素の消費を抑制するため、適正口径によ

る配水管の更新などを行います。 
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公共用水域の水環境の向上、悪臭防止対策の実施、騒音・振動対策の推進や地盤沈下

の防止を推進します。 

（１）水環境の向上 

 

下水道の普及とともに市内河川や伊勢湾の水環境は向上してきました。今後も下

水道の人口普及率 100％をめざすとともに、さらなる公共用水域の水質改善のた

め、合流式下水道の改善や高度処理の導入にも取り組んでいきます。 

 

○ 下水道の未整備地域の解消 

下水道の未整備地域の早期解消のため、下水道の整備を進めていきます。 

 

 

○ 下水の高度処理の導入 

下水道の放流先である伊勢湾海域においては依然として赤潮が発生しており、そ

の原因となる窒素・りんの排出量をさらに削減することが求められています。その

ため、水処理センターの土木構造物や電気・機械設備の改築にあわせて、従来の下

水処理に比べ、主に窒素・りんを多く除去できる高度処理の導入を進めます。 

 

 

【高度処理の一例（嫌気・無酸素・好気法）】 

 

 

方針４ 健康で安全な生活環境を確保します 
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○ 合流式下水道の改善 

下水を運ぶ方法には、汚水と雨水を同じ管で運ぶ「合流式下水道」と、別々に運

ぶ「分流式下水道」があります。名古屋市では、市中心部など約６割の区域を合流

式下水道で整備しています。 

合流式下水道では、雨の日も一定量の雨水は汚水と一緒に水処理センターへ運ば

れて処理されますが、雨量が増加し一定量を超えると、路面などの街の汚れや汚水

の一部を含んだ雨水が、雨水吐室や雨水ポンプ所から直接河川へ放流されます。 

このような課題に対応するため、簡易処理高度化施設の設置、雨水滞水池の建設

など合流式下水道の改善を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【合流式下水道の改善イメージ図】     【堀川右岸雨水滞水池】 

 

※ 簡易処理高度化施設の設置 

雨天時に実施する簡易処理の処理水質を向上させるために、簡易処理高度化施設を設置

します。 

 
※ 雨水滞水池の建設 

汚れの度合いが大きい降雨初期の雨水を一時的に貯留する雨水滞水池を建設します。 
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○ 下水放流水の管理目標水質の設定 

水処理センターの放流水は、水質汚濁防止法等による水質基準値が定められてい

ます。各水処理センターにおいて運転管理を行うに当たっては、水質基準値が定め

られた５項目（生物学的酸素要求量、化学的酸素要求量、窒素含有量、りん含有量、

浮遊物質）についてより厳しい管理目標を設定し、良好な放流水質の確保に努めて

いきます。 

 

○ 工場・事業場排水の規制 

下水道を使用する工場・事業場の排水による下水道施設の損傷、水処理センター

の放流水の水質悪化を防止するために、事業者からの届出を受け、立入検査を実施

しています。さらに、基準値を超えた事業者に対して指導を行うことにより、水質

の改善を図っていきます。 

また、水質を自動的に測定する水質モニタリング装置や自動採水器をマンホール

に適宜設置し、流下する下水の連続監視を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     【工場・事業場排水の採水】   【自動採水器等の設置イメージ】 

○ 排水設備の適正管理に向けた啓発活動 

飲食店などに設置する油（グリース）阻集器が正常に機能しないと油脂などが下

水道に流出し、河川などの公共用水域の汚濁につながるため、阻集器内の油脂の除

去や定期的な清掃などについて使用者に働きかけます。 

ディスポーザー排水処理システムの処理機能が低下すると破砕された生ごみが下

水道に流出し、河川などの公共用水域の汚濁につながるため、定期的な点検や清掃

などについて設置者や建物管理者に働きかけます。 

バッテリー
警報装置

自動採水器

水質ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ装置
（センサー）

人孔

採水口



 

19 

 
（２）悪臭防止対策の実施 

 

地下階で発生した汚水は、地下排水槽にいったん溜めて、ポンプで下水道に排出

しています。この排出時に、悪臭(主に硫化水素)が発生することがあるため、予防

型臭気対策を実施します。 

 

○ ビルピットの適正管理に向けた啓発活動 

地下排水槽（ビルピット）からの悪臭発生を防止するため、平成１８年度から平

成２７年度まで行ってきたビルピットの臭気調査の結果をもとに、悪臭発生源とな

る可能性がある施設を対象として、排水ポンプの運転方法や清掃などについて建物

管理者に改善を働きかけます。 

 

○ 臭気調査 

新規に設置されたビルピットについて、維持管理が適正に行われているか確認す

るとともに臭気調査を実施し、調査結果に応じてビルピットの維持管理について建

物管理者に改善を働きかけます。 

 

 

【周辺マンホールでの臭気調査】 
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（３）騒音・振動対策の推進 

 

上下水道事業の開始から約 100 年が経過し、水道施設・下水道施設それぞれの

大量更新時代が始まっています。施設の改築・更新にあっては、環境にやさしい工

事を推進するとともに、周辺の住環境に配慮した対策を講じます。 

 

○ 環境にやさしい工事の実施 

交通量が多い幹線道路や埋設深度が深く、開削工事が困難な箇所については、既

設管を利用して、その中に新しい管を挿入する工法や、管渠内部から強度を高め、

延命あるいは改築する工法を用いて管路の更生を図っていきます。 

こうした更生方法を採用することで、工期の短縮や掘削範囲を減らし、周辺への

騒音・振動を 小限に抑えます。 

また、建設機械の選定にあたっては、騒音・振動の抑制や大気環境に与える負荷

の削減を目的として、低騒音型・低震動型・排ガス対策型の建設機械を使っていき

ます。 

 

【非開削工法（管更生工法）】 

 

○ 水処理センターにおける周辺住環境への配慮 

水処理過程においては、微生物が水中の汚れを分解するために、多くの酸素を必

要とします。その空気を送るブロワ設備は、大きな音や振動が発生するため、騒音

対策として、設備に防音カバーや振動を和らげる装置を設置しています。 

（４）地盤沈下の防止 

 

工業用水道事業は、地下水の代替水源として誕生し、地下水の大量くみ上げによ

る地盤沈下の防止を目的として、給水を行っています。 

 

○ 工業用水道への転換の促進 

地盤沈下の防止のために、地下水の代替水として工業用水の供給を行うとともに、

工業用地下水から工業用水道への転換を促進していきます。 
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浄水発生土・下水汚泥焼却灰の有効利用や分別・リサイクルを推進します。 

（１）浄水発生土・下水汚泥焼却灰の有効利用 

 

水道水の浄水過程や下水の水処理過程のなかで、多量の汚泥が発生します。これ

らは、産業廃棄物として取り扱われますが、有効利用を図るため、資源化用途の拡

充をめざします。 

 

○ 浄水発生土の有効利用 

浄水場で水道水をつくる過程で、原水に含まれる濁りなどを沈でん・脱水したも

のを浄水発生土といいます。これを園芸用培養土やセメント原料などに再利用して

います。 

 

【浄水発生土入り園芸用品】 

 

○ 下水汚泥焼却灰の有効利用 

下水処理で発生する汚泥は、高温焼却し焼却灰としてタイル、セメントなどの原

材料に有効利用しています。また、鳴海改良土センターでは、下水道工事から発生

する掘削土に、下水汚泥焼却灰を土質改良材として添加混合して有効利用していま

す。 

 

【汚泥焼却灰を利用したタイル】 

 Ⅲ 循環型都市 

方針５ ごみの減量・廃棄物のリサイクルを推進します 
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（２）分別・リサイクルの推進 

 

オフィス活動に伴い発生する容器包装類の分別を徹底し、ごみの減量・資源化に

努めます。 

また、公共工事に伴い多くの建設廃棄物が発生しますが、その再利用を推進しま

す。また、工事で使用する材料は、リサイクル資材を有効利用するよう努めます。 

 

○ ごみの減量、資源化の推進 

各部課室公所から発生するごみについて、その減量に努めるとともに、種類ごと

に分別し、資源化を推進します。 

 

○ グリーン購入の推進 

名古屋市グリーン購入ガイドライン（以下、「ガイドライン」という）で定める指

定品目について、基準に適合するグリーン商品を購入します。また、公共工事にお

ける資材などの使用にあたっては、ガイドラインで定める指定品目の積極的な使用

に努め、実績を把握します。 

 

○ 建設発生土の有効利用 

工事で発生する土砂を鳴海改良土センター

などに運搬して土質改良を行い、工事の埋め戻

し土として再利用しています。 

 

 

【鳴海改良土センター】 

○ リサイクル資材などの有効利用 

構造物の基礎などには、コンクリート廃材をリサイク

ルした再生砕石を使い、舗装復旧に使用するアスファル

ト材には、再生アスファルトを使っています。また、構

造物の建設に使用するコンクリートのセメントには、製

造過程で CO2 の発生が少ない高炉セメントなどを使っ

ています。さらに、工事看板には、森林の整備にあたり

発生する間伐材を使っていきます。 

 

 

【間伐材を使用した工事用看板】

○ 建設副産物のリサイクル 

工事で発生したコンクリート塊、アスファルト塊、廃プラスチック類などは、再

生プラントへ運搬して、リサイクルに努めます。 
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雨水流出抑制を推進するとともに、下水再生水の利用を図ります。 

（１）雨水流出抑制の推進 

 

雨水流出抑制とは、雨水を地下に浸み込ませることや、雨水を一時的に貯めるこ

とをいいます。その効果は、雨水の浸透により地下水が保たれ、水循環機能を回復

するとともに、土中の水分の蒸発散作用によるヒートアイランド現象の緩和などを

期待できます。また、雨の降り始めの汚れた水が河川に流れ出る回数・量が減り、

河川の浄化に役立ちます。 

 

○ 雨水流出抑制の推進 

雨水タンクの設置、穴あき埋設管や浸透雨水ますの利用など、雨水流出抑制対策

を実施するとともに、民間施設への協力要請を継続していきます。あわせて、市域

における浸透に適したエリアを示す「浸透適地マップ」を利用していただくよう継

続的に PR 活動を実施します。また、「特定都市河川浸水被害対策法」に基づき指定

された新川流域では、河川部局と連携して雨水流出抑制の指導を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【雨水流出抑制の例】 

 

 

 Ⅳ 自然共生都市 

方針６ 健全な水循環の保全と再生を推進します 
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（２）下水再生水の利用 

 

下水処理水を水処理センターでの作業用水として利用したり、下水管路の洗浄水

などの事業用水として活用するなど、水資源の有効活用を図っています。さらに、

通常の下水処理に加え、ろ過・消毒などをした下水再生水のせせらぎ創出への活用

や、ヒートアイランド対策への利用を進めます。 

 

○ せせらぎの創出 

固有の水源をもたない市内河川では、その水量を補うため、下水再生水を活用し

ていきます。その他、市内の水辺空間においても、下水再生水を利用してせせらぎ

などを創出していきます。 

 

【荒子川への下水再生水の供給】 

 

 

○ ヒートアイランド対策への利用 

打ち水は、水の気化熱により地上温度を下げ、省エネの効果を期待できます。夏

季には、下水再生水などを使用した打ち水を実施し、都市化によるヒートアイラン

ド現象が進む中、下水再生水の有効利用に努めていきます。 

 

 

【名古屋打ち水大作戦】 
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「温室効果ガス排出削減中長期計画」に従い、上下水道事業の省エネルギー化を着実に

進め、低炭素な事業活動を推進します。 

（１）温室効果ガス排出削減中長期計画の実行 

 

 

国や市の温室効果ガス削減に向けた法令や計画などを踏まえ、温室効果ガス排出削

減に向けた取り組みを推進します。 

 

○ 温室効果ガス排出削減中長期計画の実行 

2008 年（平成２０年）の「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（省エネ法）

の改正により、特定事業者は事業全体のエネルギー使用を報告し、エネルギー使用量

に関する中長期計画を提出することが義務付けられました。また、2009 年（平成

２１年）の「地球温暖化対策の推進に関する法律」（温対法）の改正により、特定排

出者は事業全体の温室効果ガス排出量を報告することとなりました。 

名古屋市は 2009 年度（平成 21 年度）に「低炭素都市 2050 なごや戦略」を策

定し、その中で温室効果ガス排出量の削減目標を、1990 年度（平成 2 年度）比で

2020 年度（平成 32 年度）に 25％、2050 年度に 8 割としています。また、2010

年度（平成 22 年度）には「名古屋市役所環

境行動計画 2020」を策定しています。 

これら法の改正や市の計画を受け、２０１

０年度（平成 22 年度）に「上下水道局温室

効果ガス排出削減中長期計画」を策定し、温

室効果ガス排出量を 1990 年度（平成 2 年

度）比で 2015 年度（平成 27 年度）までに

15％、2020 年度（平成 32 年度）までに

25％削減することを目標としました。 

本計画は、計画期間における施設の更新計

画や運用変更をとりまとめ、項目ごとの積算

により削減効果を積み上げたものです。今

後、新技術の導入やさらなる施設管理の改善

を図り、着実な目標達成に努めていきます。 

 

 

 

 

 Ⅴ 低炭素都市 

方針７ 低炭素な事業活動を推進します 



 

26 

 

① 水道事業における温室効果ガスの排出削減 

水道事業でのエネルギー使用に伴う温室効果ガスの排出削減に向けて、ポンプを使

用せず高低差を利用した自然流下による送配水範囲を拡大するなど、水運用の効率化

を図ります。また、給水については配水管の水圧を有効に活用できる直接給水方式の

普及促進に努めます。 

 

○ 水運用の効率化 

本市の水道は、犬山取水場

で取り入れた水を配水する施

設（犬山系施設）と、朝日取

水場で取り入れた水を配水す

る施設（朝日系施設）の２つ

に分けられます。犬山系施設

は朝日系施設に比べて取水場

や浄水場の標高が高いため、

高低差をより有効に利用して

水をお届けすることができます。  【自然流下による送配水範囲の拡大】 

 

こうした犬山系施設の特長を活かしながら自然流下による送配水範囲を拡大する

など、水運用の効率化により、電力使用量の削減を図ります。 

 

【水運用変更計画】 
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○ 直結給水の普及促進 

中高層の集合住宅などにおいて、受水槽を経由することなく配水管から直接新鮮な

水道水をお届けする直結給水の普及を促進していきます。直結給水方式は、受水槽方

式に比べ、配水管の水圧を有効に活用できるため、ポンプの電力使用量を削減できま

す。 

安全でおいしい水道水を利用していただくため、給水区域内すべての小規模貯水槽

水道を対象に点検・指導していますが、この点検・指導時や設計相談時、各種イベン

トなど、さまざまな機会を利用して、直結給水の利点を積極的に PR します。 

 

新鮮な水道水

がお使いいた

だけます。

受水槽や高置水槽

が不要となり、ス

ペースの有効利用

や美観の向上につ

ながります。

配水管の水圧を有効

に利用でき、省エネ

ルギーになります。
 

【直結給水のメリット】 
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② 下水道事業における温室効果ガスの排出削減 

下水道事業に伴う温室効果ガスの排出削減に向けて、汚泥処理場において、高温焼

却炉の導入や焼却燃料として都市ガスを採用していきます。また、水処理センターに

おいて超微細気泡散気装置を導入するなど、電力使用量の削減を推進していきます。 

 

○ 高温焼却炉の導入 

下水汚泥には元来、窒素分が多く含まれるため、焼却時に下水汚泥の中の窒素分が

熱分解され、一酸化二窒素（N2O）を多く排出します。この一酸化二窒素は、CO2

に比較して 298 倍の温室効果（地球温暖化係数）をもっています。 

下水汚泥の焼却時に発生する一酸化二窒素は、高温（850℃以上）で焼却すると

大幅に削減できるため、高温焼却炉の導入を進めていきます。 

 

     

【空見スラッジリサイクルセンター焼却設備】    【対策前後の N2O 排出量】 

 

○ 超微細気泡散気装置の導入 

下水処理は、微生物の力を活用して水をきれいにしています。その微生物の活性化

に必要な空気を送る散気装置を超微細な気泡が発生するタイプに変更することで、汚

水中に酸素が溶けやすくなります。これにより送風機の空気量を抑えることができ、

電力使用量の削減につながります。今後も引き続き、省エネ型の散気装置を導入して

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省ウェブサイト 

【散気装置の変更による電力使用量の削減】 
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③ 共通 

水道事業・下水道事業に共通する温室効果ガス排出削減の取り組みとして、設備更

新の実施にあわせて省エネルギー機器を導入するなど、エネルギー使用量の低減化を

図ります。 

 

○ 高効率変圧器など高効率・省エネ機器の採用 

変圧器は、電力会社から送られた高い電圧の電力を、利用しやすい低い電圧の電力

に変換する機器ですが、変換の際に電力損失が発生します。高効率変圧器は、使用材

料などの改良により、この損失を従来のものより大幅に削減したものです。当局では

設備の更新に合わせて高効率変圧器などの高効率・省エネ機器を導入し、電力損失及

び使用量の削減を図ります。 

 

○ ポンプのインバータ制御化 

ポンプは、送配水圧力や流量を調整するため、ポンプを駆動するモーターの回転数

を制御しています。従来の抵抗制御方式は抵抗器で電力損失が発生しますが、インバ

ータ制御方式は抵抗器を使わず電力損失が少ないため、電力使用量を抑えることがで

きます。 

ポンプの設置時には、インバータ制御方式と抵抗制御方式の適用について、ポンプ

の使用用途やライフサイクルコスト等を比較しながら、インバータ制御方式を採用す

ることで省エネルギー化を図っていきます。 

 

○ 低公害・低燃費車の導入 

業務で使用する公用車は、更新時に、低公害・低燃費車への買い替えを計画的に進

めます。 

 

○ 高効率空調設備の導入 

空調設備の更新時には、エネルギー効率の良い空調設備を導入することで、省エネ

ルギー化を図っていきます。 

 

○ LED 照明器具の導入 

建物の新築改築時においては、使用頻度の高い部屋（事務室等）に LED 照明器具

の導入を進めます。 
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下⽔汚泥固形燃料化施設

固形燃料下⽔汚泥

有効利⽤先 
⽔処理    

（２）再生可能エネルギーの有効活用 

 

下水汚泥の固形燃料化や下水熱の利用など、再生可能エネルギーの有効活用に取り

組みます。 

 

〇 下水汚泥固形燃料化施設の導入 

空見スラッジリサイクルセンター第 2 期施設の整備にあわせて、下水汚泥固形燃

料化事業をすすめます。 

【下水汚泥固形燃料化事業のイメージ】 

 

○ 露橋水処理センターの高度処理水有効活用 

露橋水処理センターの高度処理水をささしまライブ 24 地区に送水し、地域冷暖房

の熱源に活用します。送水した高度処理水は、その他にも中川運河堀止の水質改善や

せせらぎ施設の修景用水など、まちづくりの中で多目的に活用され、さまざまな役割

を果たし、魅力あるまちづくりに貢献します。 

ささしまライブ 24 地区
名古屋駅 

中川運河堀止
露橋水処理センター

 

 

中川運河堀止

②水質改善 

至名古屋駅 北 

河 

中 

運 

川 

露橋水処理センター 

（H29 年度稼働予定）

広場のせせらぎ施設

③修景用水利用 

地域冷暖房施設

①下水熱利用 

高度処理水の送水管

 

① 下水熱利用 
ささしまライブ２４地区内の地域冷暖房の熱源の一部に活用し、低炭素

のまちづくりに貢献します。 

② 水質改善 
中川運河堀止に放流することで、中川運河の水循環を形成し、堀止の水

質改善を行います。 

③ 修景用水利用
ささしまライブ２４地区内で整備される広場のせせらぎ施設に活用し、

都心にうるおいある水辺空間を創出します。 

下⽔汚泥  濃縮 脱⽔ 呼   ⼯程 ⽔分量 減   後 下⽔汚泥固形燃料化施設 投⼊。 
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○ 太陽光発電設備の設置 

上下水道局の建物を活用した、民間企業による太陽光発電設備の設置を進めます。 

 
【喜惣治ポンプ所の屋根貸し事業】 

 

○ 汚泥焼却炉の廃熱利用 

汚泥の焼却工程から発生する廃熱を汚泥処理場の空調設備等に利用し、エネルギー

の有効利用を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 汚泥を焼却する工程で発生する高温の廃ガスを利用して、施設内の空調設備の一部を運

転します。また、蒸気発電機により発電を行い、施設の電力の一部をまかないます。 

【空見スラッジリサイクルセンター第 1 期施設廃熱利用フロー図】 
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（３）ヒートアイランド対策の推進 

 

ヒートアイランド対策として、以下の施策を推進します。 

 

○ 施設の緑化 

一定規模以上の敷地を有する建築物の新築・増築の際に緑化を義務付ける緑化地域

制度や本市の緑の基本計画に基づき、緑の保全と創出を図ります。 

     

【空見スラッジリサイクルセンターの緑化】   【南部管路センターの屋上緑化】 

 

○ ミストの紹介 

ミストは、水道水を細かな霧状にして噴霧することで、涼しい空間をつくり出す技

術です。イベントなどでミスト発生器を設置して、お客さまにその効果を体感してい

ただきます。 

 

○ 雨水流出抑制の推進（再掲） 

雨水流出抑制対策を実施するとともに、民間施設への協力要請を継続します。 

 

○ 下水再生水の利用（再掲） 

下水再生水の提供、利用を進めます。 

 

○ 再生可能エネルギーの有効活用（再掲） 

下水熱利用、汚泥焼却炉の廃熱利用などエネルギーの有効活用を図ります。 
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上下水道局の環境に関する方針・目標や、その達成に向けた取り組みを継続的

に推進するための体制として、上下水道局環境マネジメントシステム（局 EMS）

を構築し、本計画を推進しています。 

2011 年度（平成 23 年度）より本市全体の環境マネジメントシステムである

N-EMS（ニームス）が運用されています。上下水道局は、N-EMS との連携に

より、効率的な環境保全活動を図るとともに、各職場に適した環境活動を検討し

ながら、環境負荷の低減を推進していきます。 

また、局 EMS の実行組織として環境対策会議を局、各部、各課室公所に設置

し、環境活動を継続的に改善しています。さらに、水処理等技術委員会などでの

技術的な検討も踏まえ、積極的な環境活動に取り組んでいきます。 

 

【局 EMS 体制】 

【局業務体制】

経 営 企 画 課 （事 務 局） 

答申

諮問

連絡 
 

調整 

PDCA 

PDCA 

連絡 調整

PDCA 

各部 

課室公所 

伝
達

 

報
告

伝
達

 

報
告

連
絡

 

調
整 連

絡

 

調
整

指
示 

報
告 

連絡 
 

調整 

経営会議 

中央環境対策会議 

部環境対策会議 

課環境対策会議 

 

水処理等 

技術委員会

など 
（エネルギー 

低減化研究 

委員会） 

 

【名古屋市上下水道局 環境マネジメントシステム】 

４．推進体制 





 

第３次名古屋市上下水道局環境基本計画 

（お問い合わせ先） 

名古屋市上下水道局企画経理部経営企画課 

〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目１番１号 
TEL：052-972-3670 FAX：052-961-0276 
E-mail：keiei@jogesuido.city.nagoya.lg.jp 
局公式ウェブサイト：http://www.water.city.nagoya.jp 


