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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。

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1丁目1-44
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17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30年4月です。
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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

年中無休

　木曽三川流域の自治体において、平成23年に「○でつながる
命」をテーマに「木曽三川流域自治体連携会議」を設立しまし
た。○に入る言葉はなんでしょう。
Ａ．火　Ｂ．水　Ｃ．木
「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。件名を「水と四季冬号クイズ応募」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には使用しません。

全面改築工事を行い、平成29年9月に供用開始した施設は、「A.露橋」水処理センターです。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30年3月30日（金）必着です。
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※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）

●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。 P3.公園内の修景用水   誤）30,000m3/日   正）5,000m3/日
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　柴田水処理センターは、名古屋市の南
部、天白川が名古屋港に注ぐ付近の右岸、
南区元柴田西町にあります。その前身は、
天白汚泥処理場とよばれ、市内で発生す
る汚泥の集中処理施設として昭和７年に建
設され、天日乾燥による処理が行われてい
ました。その後、名古屋市の発展とともに
下水処理施設の建設、汚泥処理施設の
更新を行い現在に至っています。
　柴田水処理センターでは、以下の２つの
方法で下水処理を行っています。
【下水処理のしくみ】
○標準活性汚泥法
　全国の下水処理施設の多くが採用して

柴田水処理センター

■施設の概要
所  在  地　南区元柴田西町２-４０（電話０５２-６１１-３４４３）
敷地面積　７９,６１３㎡
処理区域　千種、昭和、瑞穂、南、緑、天白各区の一部
処理方式　（１）標準活性汚泥法　（２）嫌気無酸素好気法
処理能力　（１）１５０,０００㎥ /日　 （２）６０,０００㎥ /日
排除方式　合流式（一部分流式）　
放流河川　天白川　
運転開始　昭和４７年

Expedition team of waterVoL.3

いる処理方法であり、下水に微生物（活
性汚泥）を加え、空気を送ることで汚れを
除去する処理方法です。
○高度処理（嫌気無酸素好気法）
　生物によるりん除去プロセスと窒素除去
プロセスを組み合わせ、りんと窒素の同時
除去を行う処理方法です。標準活性汚泥
法に比べ、赤潮などの原因となるりんや窒
素を多く除去できます。（下図参照）
※嫌気無酸素好気法は、西山水処理センター、守山水処理セ
　ンター、露橋水処理センターでも導入しています。

～「名水レター」連動企画～
●木曽三川流域の水環境は、上中流域の人々の活
　動に依存していますが、これらの地域では高齢化
　や過疎化、農林業の衰退などさまざまな課題を抱
　えています。
●将来にわたり木曽三川の水の恩恵を受けるために
　は、河川をはじめとする健全な水環境を守ってい
　く必要があり、上中流域が抱えるさまざまな課題に
　対して、流域全体で議論していくことが重要です。

にて職員インタビュー
配信中！！

今回ご紹介した柴田水処理センター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「 」

登録は です。無料
※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。

嫌気槽

沈砂池より
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泥
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設
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設
備
へ

無酸素槽 好気槽

高度処理のしくみ

木曽三川流域自治体連携会議 ～水でつながる命～

　安全でおいしい名古屋の水道水を支える、豊かできれいな木曽三川の水を守るため、
名古屋市上下水道局では木曽三川流域自治体連携会議を運営し、木曽三川流域の自
治体と一体となって水環境保全に取り組んでいます。

≪URL≫ http://www.water.city.nagoya.jp/kisosansen/index.html

木曽三川流域自治体連携会議のウェブサイトを開設しました！

商談会
上中流域の生産者と下流域の
仕入れ業者の商談の場を提供
木曽三川マルシェ
木曽三川流域の農作物や特産
品を名古屋
市上下水道
局のイベント
で販売

木曽三川流域連携シンポジウム
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
識醸成に繋げ
るシンポジウム
を開催
木曽川さんありがとう
名古屋市民の方々等が水源地
保全活動を実施

流域自治体相互の連携強化 持続可能な地域経済の振興 水環境保全に対する
住民参加の促進

木曽三川流域自治体サミット
流域自治体の市町村長等が一
堂に会し、水環境保全について
の意見交換を実施

主な取り組み内容

木曽三川流域自治体連携会議の設立までの経緯
平成22年10月に名古屋市で開催された「生物多様性条約第10
回締約国会議（COP10）」を機に、水でつながる流域の自治体が、
人の和をもって連携・協働し、水の環を健全に守っていくことを
流域自治体宣言として発信し、翌平成23年、「水でつながる命」
をテーマに、木曽三川流域自治体連携会議を設立しました。

構成自治体数：４県下４５自治体（平成２９年４月時点）

国土数値情報（行政区域、河川データ）をもとに
名古屋市上下水道局が加工

木曽三川流域自治体連携会議

　名古屋市が事務局を務める木曽三川流域自
治体連携会議（以下、「連携会議」という。）の
取り組みを中心とした情報発信を行っていくため、
専用ウェブサイトを上下水道局公式ウェブサイト内
に開設しました。連携会議に所属する自治体か
らの依頼を受けて、木曽三川流域で開催される
イベントの情報なども掲載していますので、週末
のお出かけの参考にぜひご覧ください。
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　【水道事業】収入面においては、お客さまからの水
道料金は前年度からほぼ横ばいとなりました。支出面

においては、前年度で退職給付引当金の引き当てが完了したことによる費用の減などによ
り、約１２億円の純利益となりました。
　【下水道事業】収入面においては、お客さまからの下水道使用料は前年度に比べ微減と
なり、雨水処理のための一般会計からの繰入金は対象経費の減少により減収となりました。
支出面においては、高利率の借入金が減って施設の建設のための借入金の利息が減少し
たことなどにより、約２２億円の純利益となりました。

平成28年度決算報告

お客さまからの水道料金
419億円（91%）

収入
462億円
支出

450億円

収入
724億円
支出

702億円

取水場や浄水場などの
維持管理費
44億円（10%）

その他の収入
43億円（9%）

その他の収入
66億円（9%）

事業用資産にかかる
減価償却費など
383億円（55%）

事業用資産にかかる
減価償却費など
383億円（55%）

雨水処理のための一般会計からの繰入金
347億円（48%）

純利益　12億円

純利益　22億円

施設の建設のための
借入金の利息
18億円（4%）

施設の建設のための
借入金の利息
83億円（12%）

事業用資産にかかる
減価償却費など
181億円（40%）

配水管や配水場などの
維持管理費
152億円（34%）

お客さまからの下水道使用料
311億円（43%）

下水管などの維持管理費
75億円（10%）

下水道使用料徴収の経費及び
その他の事務的経費など
41億円（6%）

水道事業

下水道事業

水道料金徴収の経費及びその他の
事務的経費など
55億円（12%）

水処理センターやポンプ所
などの維持管理費
120億円（17%）

　計上した純利益につい
ては、水道事業、下水道事
業ともに、全額を災害対策
や老朽化対策の建設工事
の財源として活用します。

地震に強い配水管に入れ替える工事 古くなった水処理センターを新しくつくり
変える工事

東山配水場３・４号配水池の更新
　昭和初期に建設された東山３・４号配水池を取り壊
し、新たに東山新３号配水池を築造する工事を行って
います。完成後（平成３２年度完成予定）は、耐震性
が向上するとともに、従来よりも大きい23,500㎥の容量
の配水池となる予定です。

鳴海配水場３号配水池耐震補強工事
　３号配水池の壁面や床面などを補強し、耐震性を向
上させる工事を行っています。現在は、地震などによ
る崩壊を防ぐため、既存施設に鉄筋を差し込んで補強
を行っています。平成３１年度の完成を目指して工事を
進めています。

犬山系導水路Ａ管の更新
　現在、３本ある導水管のうち老朽化が進んでいる１
本を取り替える工事を行っています。水道の大動脈で
ある導水管は、長期間の断水ができないため、既設の
導水管の下に新たなトンネルを築造し、そのトンネル内
に水道管（口径2000mm・総延長約13.1km）を布設
します。その後、古い導水管から新しい導水管へ切
替えを行います。平成32年度の完成を目指して工事を
進めています。

　配水場は、浄水場でつくられた水を一時的に
貯留する施設で、市周辺部や丘陵地帯にも適正
な水圧で給水するとともに、需要に応じて水道水
を供給する役割を果たしています。また、災害時
には応急給水施設として機能します。

　木曽川から取水した水（原水）を浄水場へ送
る管で、犬山系と朝日系があります。犬山取水場
で取り入れた水は春日井浄水場と鍋屋上野浄水
場へ、朝日取水場で取り入れた水は大治浄水場
へ送られています。

配水場とは 導水管とは

　上下水道局では、安定した上下水道サービスを提供し続
けていくため、老朽化した施設の更新及び耐震化を計画的
に進めています。今回は、現在進めている水道基幹施設の
工事についてお伝えいたします。

重要な水道施設の更新・耐震補強工事を
行っています
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かぶ ………１０0ｇ
かぶの葉……２0ｇ
はと麦…1/８カップ
鶏ひき肉 …１０0ｇ

鶏がらスープの素…小さじ1
酒………………大さじ2
塩……………小さじ1/4
こしょう………………少々
しょうがの千切り……少々

長ねぎのみじん切り…………………10ｇ
おろししょうが…………………小さじ1/2
酒…………………………… 大さじ1/2
塩……………………………………少々

名古屋文理大学短期大学部　調理科学研究サークルレシピ監修

からだと環境にやさしいレシピをご紹介

　かぜをひいたときの養生メニューです。スープを飲ん
で体を温めましょう。
　かぶの根部分に含まれる消化酵素「アミラーゼ」に
は消化を高める働きがある他、胃酸の分泌を抑え、弱っ
た胃を助けてくれます。また、スープにすることによって、
水に溶けやすいビタミンCを取り入れることができます。
　鶏団子にねぎとしょうがを加えることにより、体を温
め、血流を良くする効果が期待できます。

ポイント

材料

：

2人分

お客さまの声からお客さまの声から

　子ども向けパンフレット「水道ってなあに？下水道ってなあに？」があります。
　このパンフレットでは、私たちが住んでいるまち“なごや”の水道水ができるまで、

汚れた水がきれいになるまでを紹介しています。下水道科学館などで配布しているほか、
上下水道局公式ウェブサイトからダウンロードできます。
　また、上下水道について楽しく学べるサイト「名古屋市上下水道局キッズサイト」もご
ざいますので、ぜひご覧ください。

　昆布は、ビタミン、ミネラル、食物繊維を含む
スグレモノ。昆布をそのままつけても、細かく刻
んだものをつけてもＯＫ！ 麦茶ポットなどに水道水
を注ぎ、昆布を３時間以上つければ、昆布水の
完成です。材料配分は水出汁と同じ。
　使用後、もう一度水を注げば、再び昆布水が

でき、節約ライフにもピッタリ！！

　スパイスやハーブを使った料理は、独特
の香りや風味、辛味がアクセントとなり、減
塩の物足りなさをカバーしてくれるとともに、
食材のうまみを引き立ててくれます。ゆず、
しそ、みょうが、ハーブなど香りのある食材
は料理の風味付けにも使えます。コン

ソメを一振りすれば味わいに深みが増し、タイムを加え
れば、さわやかなテイストに。チャーハンなどの炒め物に
ブラックペッパーを振れば、味が引き締まります。

減塩レシピで、健康ライフ！！
　塩分の摂りすぎは高血圧などの生活習慣病の引き金のひとつ。健康的な生活を
送るためにも、ふだんから減塩を心がけたいものですね。減塩には、出汁やスパ
イスを上手に使って調理することがポイント！そこで、すぐに使える「水出汁」「昆
布水」のレシピや「スパイス & ハーブ」の活用法を紹介します。

　みそ汁や和食には欠かせない出汁。とは
いえ、鍋で煮出してアクを取るなど、作るに
は手間がかかります。でも、水出汁なら、とっ
てもラクチン。昆布、煮干し、鰹節など、お
好みの材料を水につけて、冷蔵庫で一晩寝
かせれば出来上がり。

　目安は出汁の素となる材料20ｇに対して、水１ℓ。酢の物や茶
碗蒸しなど、冷たい出汁を使うときにも、とっても便利です。

かぶと
はと麦のスープ

栄養価（1人分）エネルギー……1４0kcal
食　　塩 …………２.２g

上下水道について、子どもが手軽に学習で
きるパンフレットなどはありますか。

A

水 ……… ２カップ

❶はと麦は水がきれいになるまで
　よく洗い、たっぷりの水で４０～５０分茹でる
❷かぶの根は皮をむき、６等分のくし形切り、葉
　はさっと茹でてからざく切りにする
❸鶏ひき肉にAを加え、粘りが出るまでよく混ぜる
❹鍋に分量の水と❶のはと麦と❷のかぶの根、
　酒を加え火にかける
❺沸騰したら鶏がらスープの素を加え、 ❸をス
　プーンですくい湯に落とし、弱火にする
❻はと麦がやわらかくなるまで煮て、かぶの葉を
　加え、塩、こしょうで調味し、しょうがの千切りを
　加える

作り方

同じ昆布で
だし汁２回分

香りと辛みが
アクセント

加熱なし！！ 
超簡単＆便利

水出汁

昆布水

スパイス
＆ハーブ
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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30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。

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1丁目1-44
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17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30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

年中無休

　木曽三川流域の自治体において、平成23年に「○でつながる
命」をテーマに「木曽三川流域自治体連携会議」を設立しまし
た。○に入る言葉はなんでしょう。
Ａ．火　Ｂ．水　Ｃ．木
「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。件名を「水と四季冬号クイズ応募」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には使用しません。

全面改築工事を行い、平成29年9月に供用開始した施設は、「A.露橋」水処理センターです。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30年3月30日（金）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

冬 号

お問い合わせ先

Q
uiz

※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）

●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。 P3.公園内の修景用水   誤）30,000m3/日   正）5,000m3/日


