
表 1 

2017 Autumn vol.68 

水と四季 秋号 

 

p01 

水の探検隊 

〜「名水レター」連動企画〜 

鍋屋上野浄水場 

 鍋屋上野浄水場は名古屋市で最初につくられた浄水場で、  大正 3 年（1914）3 月に完

成し、同年 9月より給水を開始しました。 

 水源は木曽川で犬山市にある犬山取水場から取り入れます。春日井市にある鳥居松沈で

ん池を経由して鍋屋上野浄水場へ着水、緩速ろ過方式と急速ろ過方式の 2つの浄水処理方

法で水道水となります。 

 緩速ろ過方式は薬品を使用せず自然の力を使った浄水方式です。現在、緩速ろ過方式で

作られる水道水は、国内で約 3％しかなく、希少な施設となっています。 

 また同敷地内にある旧第一ポンプ所は、大正 3 年（1914）9 月に完成し、浄水場で作ら

れた水道水を東山配水場へ送るためのポンプ所として、平成 4年（1992）までの 78 年間稼

働してきました。平成２４年には「名古屋市指定有形文化財」に指定されています。 

 構造は、レンガ造り・天然スレート葺き切妻屋根で耐震補強工事・復原工事を行い内部

を公開できるようになりました。浄水場と合わせて見学いただけます。 

 水道週間（毎年 6 月 1 日～7 日）に開催される「なごや水フェスタ」では「浄水場の施

設見学ツアー」や「旧第一ポンプ所の公開」などお子さまから大人までお楽しみいただい

ています。 

■見学申込み方法 

見学希望日の 1週間前までに、５名以上を１グループとして、 

下記連絡先までご予約ください。 

電話：０５２-７２１-１６４２ （見学受付ダイヤル） 

FAX：０５２-７２１-１６３２ 

見学受付時間：平日９：００〜１６：３０ 

見学可能時間：平日９：３０〜１６：００ 所要時間約９０分 

■お問い合わせ 

鍋屋上野浄水場  

愛知県名古屋市千種区宮の腰町１-３３ 

電話：０５２-７２１-１６３１（代表） FAX：０５２-７２１-１６３２ 

■アクセス 

[地下鉄]  名城線「砂田橋」下車１番出口より徒歩５分 



[市バス]  「浄水場西」徒歩１分「谷口」徒歩５分 

[ゆとりーとライン]「砂田橋」下車徒歩５分 

 

●おわび 

前号にて表記の誤りがありましたので訂正させていただきます。 

誤）総貯水量６,１００㎥ 正）総貯水量６,１００万㎥ 

 

本館・設備棟と緩速ろ過池 

 

旧第一ポンプ所 

 

平成２９年度水フェスタの様子 

 

名水レターにて職員インタビュー配信中！！ 

今回ご紹介した鍋屋上野浄水場に関係する仕事をしている職員 

の裏話などを、「名水レター」にて配信中です。ぜひご覧ください。 

登録は、QR コードまたは名水レター 検索 

登録は無料です。※メールを受信する際等に発生する通信料はお客様のご負担です。 
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大雨に備えて 

 近年、短時間に集中的に降る大雨が増えています。現在、東海豪雨や平成 20 年 8 月末豪

雨などを受け、被害が集中した地域や都市機能の集積する地域を対象に、原則１時間 60ｍ

ｍの降雨に備えて施設をレベルアップする「緊急雨水整備事業」を進めています。 

 しかし、すべての降雨に施設の整備だけで対応するのは限界があります。日頃から、市

民の皆さまとの「自助」「共助」の取り組みが重要です。大雨に備えて、災害情報の確認方

法や身近な取り組みを紹介します。 

 

①災害情報の確認 

（局公式ウェブサイトから確認できます） 

雨水（あまみず）情報 

河川水位や排水ポンプの運転状況などが確認できます。 

洪水・内水ハザードマップ 

予想される浸水の深さや避難経路が確認できます。 

 

②身近な取り組み 



雨水ますの清掃 

雨水が流れるよう、日頃からお近くの雨水ますを清掃しましょう。 

簡易水防工法 

ご家庭にあるもので簡易的に雨水の浸入を防ぐ方法です。 

 

工事現場見学会を開催します！！ 

 普段は入ることのできない雨水貯留施設の工事現場を見学していただき、浸水対策事業

や工事について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。 

日 時：１２月１６日（土） 

 第１回 １０：００～／第２回 １１：３０～／第３回 １３：３０～ 

 ※１回につき１時間程度の見学です 

場 所：ほのか雨水幹線下水道築造工事現場 

    （中村区則武二丁目、則武公園内） 

応募詳細については広報なごや１１月号をご覧ください。 

 

昨年の様子 
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露橋水処理センターが供用開始しました 

～ささしまライブ２４地区※で高度処理水を活用しています～ 

 平成 15 年度から全面改築工事を行っていた「露橋水処理センター」が平成 29 年 9 月に

供用開始しました。赤潮の原因となる窒素やりんを以前よりも多く取り除くことができる

高度処理を備えた新たな施設になりました。 

 また、露橋水処理センターから高度処理水を「ささしまライブ２４地区」へ送水し、地

区内の地域冷暖房の熱源、公園内の修景用水及び中川運河堀止部の水質改善に活用する事

業を平成２９年１０月より実施しています。 

 

高度処理水の活用 

地域冷暖房の熱源 30,000m3/日 

処理水の特性を活かし地域冷暖房の熱源に利用 → 杉林約68haが吸収するCO2量相当を

削減 

公園内の修景用水 5,000m3/日 

せせらぎの修景用水に活用 → 都心の水辺空間創出に貢献 

中川運河堀止部の水質改善 30,000m3/日 

高度処理水を中川運河堀止部に放流 → 水循環を促進し水質改善に寄与 

名古屋駅 



ささしまライブ 24 地区 

露橋水処理センター 

・窒素、りんをより多く除去する「高度処理」（嫌気無酸素好 気法＋急速ろ過法）を導入 

・施設全体の完成は平成３０年 度末を予定 

 

※ささしまライブ 24 地区 

 名古屋駅南約 1Km に位置し、旧国鉄笹島貨物駅跡地であった「ささしまライブ２４地区」

は、平成１１年度から「国際歓迎・交流」の拠点をめざし、環境にも配慮したまちづくり

が進められており、平成 29 年 10 月７日、８日には「まちびらき記念祭」が開催されまし

た。 
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JR 東海「さわやかウォーキング」 

鍋屋上野浄水場旧第一ポンプ所を特別公開します 

 JR 東海が開催する「さわやかウォーキング」にて、大正３年に建てられた市指定有形文

化財である旧第一ポンプ所の特別公開を行います。ぜひご参加ください。 

日 時：12 月 2 日（土）8:30～15:00 

    （ウォーキングの受付は 11：00 まで） 

コース：JR 大曽根駅（スタート） → 鍋屋上野浄水場 → 平和公園アクアタワー → 

東山動植物園（ゴール） 

※さわやかウォーキングの詳細は、JR 東海のウェブサイトなどでご確認ください 

 

旧第一ポンプ所 

 

小さなお子さまから大人の方まで安心してご利用いただける水道水を 

 上下水道局では、小さなお子さまを育てていらっしゃるみなさまに、より安心して水道

水をご利用いただけるよう、様々なＰＲをしております。 

 その一環として 758 キッズステーション（中区栄）に「金鯱水」という冷たい水道水が

飲めるウォーターサーバーを設置しており、施設を利用する方が自由に使えるようになっ

ています。（マイボトルやコップをお持ちください） 

 また、８月６日（日）には、同施設が開催した「まるはちの日イベント」の中で「クイ

ズで発見♪水道水のひみつ」と題して、水道水の安全性についてのさまざまな話をクイズ

形式で紹介しました。 

 参加された方からは、「思っていたより水質基準が厳しかったので安心しました」といっ

た声をいただくことができました。 

 今後も小さなお子さまから大人の方まで、みなさまに安心して飲んでいただける水道水



をＰＲしていきます。 

 

名古屋市子ども・子育て支援センター 

758 キッズステーション 

名古屋市中区栄三丁目 18 番 1 号 

ナディアパーク ビジネスセンタービル（ロフト名古屋）6階 

開館時間 10：30〜17：30（休館日：祝日・年末年始等） 

電  話 052-262-2372 
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水辺で話そ！ 

 

水と暮らし 

スッキリ！ウワサの蒸しタオル美容法 

 暑さがすっかり影をひそめ、比較的過ごしやすい秋は、お肌の調子を整える絶好のシー

ズン。夏のダメージをリセットし、寒さと乾燥が厳しい冬に備えたいものですね。お肌を

リフレッシュさせるために、自宅で簡単にできる蒸しタオルを使った美容法を紹介します。

血行が促進され、日頃のスキンケアもワンランクアップしたものになります。 

 

スキンケアに効果的なワケ 

 温かいお風呂につかると体がポカポカして血行がよくなるように、蒸しタオルで顔を温

めることで新陳代謝が活発になり、エイジングケア効果が期待できます。また、「蒸気」と

なった水分とともにその熱が肌の細部に行き渡り、角質を浸軟させることで毛穴が開き、

たまった汚れや皮脂を取り除きやすくなります。 

 

電子レンジがあれば簡単！！ 

蒸しタオル美容法のコツ 

●蒸しタオルの作り方 

 ・フェイスタオルを水に浸して絞り、おしぼり状に巻く。 

 ・タオルを耐熱皿に置き、１分程度レンジで温める。 

 ・タオルを開いて振り、温度を調節する。 

  ※温めすぎによる火傷にはくれぐれもご注意ください。 

●基本のお手入れ 

 ・取り出したタオルをまずアゴの下に持っていき、蒸 気を感じましょう。 

 ・蒸しタオルが程よい温度になったら、両手の平で 軽く押さえるように顔全体にあて、 

そのまま 3分ほど 待ちます。 



 ・蒸しタオルを外したら、冷やした化粧水や美容液 でパッティング。皮膚の温度を下げ

てから、乳液と クリームで保湿のお手入れをしましょう。 
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からだと環境にやさしいレシピをご紹介 

かんたんクッキング 

 

鮭のきのこあんかけ 

材料：2人分 

鮭切り身……2切れ 

塩……………少々 

なめこ…………50ｇ 

生しいたけ…中 2枚 

えのきたけ…1/3 袋 

人参…………20ｇ 

細ねぎ……………1本 

だし汁…………80ｍL 

濃口醤油…大さじ 1/2 

砂糖………大さじ 1/2 

水溶き片栗粉…適量 

ゆず果汁…小さじ 1/2 

 

■栄養価（1人分） 

エネルギー……120kcal 

食  塩 …………1.5g 

 

 

作り方 

❶鮭に塩をふり、魚グリルで焼く 

❷人参は 5mm 角に切り、なめこは洗っておく 生しいたけは石づきを切り、せん切りにす

る 

 えのきたけは根元を切り落とし、1/3 の長さに 切ってほぐす 

❸鍋に人参、だし汁、砂糖、醤油を加え火にかけ、 柔らかくなったらなめこ、生しいた

け、えのきた けを入れ、火が通ったらゆず果汁を加え、水 溶き片栗粉でとろみをつけ

る 

❹器に鮭を置き、その上に❸をかけ、斜めに切っ た細ねぎをあしらう 



 

ポイント 

 秋が旬の鮭ときのこを使ったレシピをご紹介します。 

 鮭は良質なたんぱく質とビタミン B 群、D が含まれ、ビタミン D はカルシウムの吸収を

高める働きがあります。また、脂質はヘルシーな不飽和脂肪酸であるのも特徴です。 

 きのこ類は食物繊維、ミネラルが豊富で、低エネルギーな食品です。便秘改善、腸内環

境改善効果のほか、免疫細胞を活性化し、免疫力向上に役立つと言われています。 

 調理の際は、きのこの風味が落ちないように汚れは軽く払って落とすか、湿らせたキッ

チンペーパーで拭く程度にしましょう。 

 

お客さまの声から 

下水道事業では、どのような環境対策を行っているのですか。 

 

 下水道事業によって発生する温室効果ガス（ＣＯ2 換算）のうち、電力使用によるもの

が 6割を占めています。そのため、設備更新時には、エネルギー効率の良い機器を採用す

るように努めています。 

 また、下水処理や下水汚泥の焼却によって発生する一酸化二窒素（Ｎ2Ｏ）には、ＣＯ2

の 298 倍の温室効果があります。このＮ2Ｏは、本市下水道事業で発生する温室効果ガス（Ｃ

Ｏ2 換算）全体の約 3 割を占めているため、高温で下水汚泥を焼却することで削減できる

よう努めています。 

 

表 4 

水なんでもクイズ！ 

もんだい 

 全面改築工事を行い、平成 29 年 9 月に供用開始した○○水処理センターは、高度処理方

式を導入した最新の施設になっています。○○に入る言葉はなんでしょう。 

Ａ．露橋（つゆはし） Ｂ．柴田（しばた） Ｃ．堀留（ほりどめ） 

「ヒント」 この「水と四季」をよく読んでね。 

 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 29 年 12 月 28 日（木）必着です。 

 



電子メールでもご応募いただけます。件名を「水と四季秋号クイズ応募」とし、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。 

 

前号の答え 

今年リニューアルした災害用備蓄飲料水「名水」は、「B.5」年間保存可能になりました！ 

 

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 

お客さま受付センター（名水（メイ スイ）ダイヤル） 

年中無休 

電話 052-884-5959（ゴクゴク） 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・日曜日、休日、12/29〜1/3〕 8：00〜17：

15 

 

水の歴史資料館(入館無料) 

●所在地 千種区月ヶ丘 1丁目 1-44 

●開館時間 9：30〜16：30 

●休館日 月曜日（月曜日が休日の場合は直後の平日）・年末年始 

●交  通 市バス「月ヶ丘」下車徒歩 2分、「谷口」下車徒歩１４分 

※現在「天満すいどうはし」が工事閉鎖中のため、「覚王山」から市バスを 

 ご利用の方は、「天満通二丁目」バス停をご利用ください。（徒歩 5分） 

地下鉄東山線「覚王山」下車 1番出口徒歩 17 分 

●電  話 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。 

 

下水道科学館(入館無料) 

 

●所在地 北区名城一丁目 3–3（名城水処理センター1階） 

●開館時間 9：30〜16：30 

●休館日 月曜日（月曜日が休日の場合は直後の平日）・年末年始 

●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 



※駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。 

●電話・FAX 052-911-2301 

※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。 

 

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 29 年 10 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。 

次回発行予定は平成 30 年 1 月です。 

 

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/ 

 


