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下水道供用開始下水道供用開始100周年周年です 下水道供用開始100周年です！ 

　明治22年10月に市として誕生したなごやは、市域面積が栄付近を
中心とした現在の25分の1くらいの大きさで、雨が降れば浸水がおこ
りやすい状況でした。また、井戸水※の多くは地下水ではなく、雨水や汚
水が地中に浸透して溜まった水であったため、飲用水の汚染も衛生上
たいへん深刻な問題でした。 

　そこで、明治26年10月、内務省衛生局顧
問Ｗ・Ｋ・バルトン氏に調査を依頼しました。
作成された計画は財政上の都合により実現
しませんでしたが、問題は深刻さを増したため、
明治35年8月、愛知県技師（のちの名古屋市
水道技師長）上田敏郎氏により「緊急下水道計画」がつくられました。 

平成24年は 

なごやの下水道のはじまり 

■バルトン氏と上田氏の下水道計画 

　大正元年11月に中区の伊勢山町など（東
別院の西一帯）に下水道が完成し、なごやで
初めて下水道が使えるようになりました。 

■最初の下水道完成 

　当時の市の予算の2倍を超える、まさしく空前の大事業であったこの
計画は、明治39年6月に臨時市議会において決定されました。将来の
なごやの発展を考えた先人たちの大英断でした。 
　その後、政府に申請書を提出。明治41年2月、内務大臣の認可を受
けて、創設工事に着手することになりました。 

■下水道布設の決定 

　なごやの下水道は現在では約99％の市民に利用される
までに普及し、暮らしと街・水環境を守り続けてまいりました。 
今後も伝統を守り、これまでに培った有形・無形の財産を
継承し、発展させることができるよう努力してまいります。 

■100周年、そして未来へ 

▲Ｗ・Ｋ・バルトン氏（左）と 
上田敏郎氏（右） 

▲広小路通りの下水道工事（大正2年） 

名古屋市上下水道100周年 

※当時の主な飲料水は井戸水でした。 

1/24（火）～29（日） 
オアシス21 
銀河の広場で 

「下水道歴史写真展」 
を開催！ 
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下水道 1 0 0 周 年 歴 史 紀 行  
vol.1 熱田水処理センターの歴史 

 
 
 

　明治から大正時代のころ、生活に欠かすことのできない上下水道は、
現代のように整備されておらず、伝染病の流行や、低い土地であった熱田地
区では風雨や高潮によるたび重なる浸水被
害に悩まされていました。 
　そこで、熱田地区をポンプによる排水に
切り替えるために、大正12年3月になごやで
初の雨水ポンプ所として熱田抽水場（現在の
熱田ポンプ所）がつくられました。 
　当時は下水をきれいにする施設がなく、
そのまま新堀川へ流していたため、人口の増
加とともに川の汚れがひどくなっていきました。
そこで、昭和5年10月、集められた下水をき
れいにして新堀川へ流すために「熱田処理
場（現在の熱田水処理センター）」がつくら
れたのです。 
　現在では、赤潮の発生原因の一つとされる
リンを多く除去することができる高度処理を
平成13年度より導入し、さらなる環境保全
に取り組んでいます。 

▲（上）大正12年建設中の熱田抽水場 
〔現 熱田ポンプ所（熱田区神宮四丁目4-24）〕 
▲（下）昭和5年建設当時の熱田処理場 
〔現 熱田水処理センター（熱田区花表町24-2）〕 

下水をきれいにする方法として現在も広く使われている、活性汚泥法（下水に 
空気を吹き込み、微生物のはたらきで水の汚れをとる方法）を堀留水処理セン 
ターとともに、日本で最初に採用した施設です。 

現在の熱田水処理センター 

施設紹介 
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■23年に実施した主な事業■ 

国際協力～国内で、そして国外で活躍しています～ 

JICA草の根技術協力事業： 

メキシコシティ下水道事業改善 
プロジェクト 

9月28日～10月25日 

国際協力～国内で、そして国外で活躍しています～ 

　開発途上国では「安全な飲み水」さえ確保できない人々が多数います。 

　さらに、「下水対策・水質汚染対策」は環境や公衆衛生の問題につながり、

地域社会の安定にとって不可欠なものでありながら、満足のいく対策はとられて

いません。 

　名古屋市上下水道局は、国際協力機構（JICA）等の要請を受け技術者の派遣

と国内の受入れ研修を行い、これら途上国の水環境問題の解決に取り組んでい

ます。 

▲メキシコ研修員の発表 ▲水道管接続の研修 

JICA集団研修： 

「上水道無収水量管理対策 
（漏水防止対策）」 

11月4日～12月16日 

　平成17年から6年間、姉妹都市

メキシコシティに対して、飲料水の

水質管理に関する技術指導を行っ

てきました。その援助が昨年度末に

完了し、水道水質にめざましい改善

をすることができました。 

　今年度からは、新たに下水道事業

の「管路」「設備」「水質」の3分野

の改善に向け、3年間のプロジェク

トとしてスタートしています。 

　開発途上国の中には、水道水をご

家庭に届けるまでに、漏れたり、違法

に管を接続して水を盗まれたりする

など、水道施設の整備や維持管理に

苦慮している国が少なくありません。 

　これらの問題を解決したい国々が、

名古屋市に集まって約45日間の研

修を受けました。今年度は、10カ国

14人の研修員が熱心に自国の問題

解決に取り組みました。 
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水道 

下水道 

　水道事業、下水道事業ともに料金収入は予算に比べ減収となり、水道事業につ

いては平成22年10月分からの料金値下げの影響もあり、前年度決算に比べて

も減収となりましたが、人件費や経常的経費の削減など経営改善に努めたこと

から、水道事業で4億円、下水道事業で8億円の当年度純利益（黒字）を計上する

ことができました。この純利益については、老朽化した施設の更新や借入金の返

済のための財源にすることとしました。 

　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。 

●対策は？ 

　屋外にあるじゃ口や露出している水道管には、防寒材

や布などを巻きつけましょう。 

●凍結してしまったら？ 

　じゃ口をあけてタオルをかぶせ、ぬるま湯をゆっくりかけて

とかしてください。凍結で水道管が破損した場合に、とけ

たあと漏水していることがありますのでご注意ください。 

水道管にも冬支度をしましょう！ 

決算報告(平成22年度)

収入 
509億円 

支出 
505億円 

収入 
752億円 

支出 
744億円 

お客さまからの水道料金 

469億円（92%） 

水道料金の 
収納などの費用 
102億円（20%） 

施設の建設 
のための 
借入金の利息 
30億円（6%） 

施設の建設 
のための 
借入金の利息 
133億円（18%） 

お客さまからの 
下水道使用料 
342億円 
（45%） 

雨水処理の 
ための一般会計 
からの繰入金 
　　　　388億円 
　　　　（52%） 

  配水管や 
   配水場などの 
維持管理費 
154億円　 
（31%）　   

施設の建設の 
ための借入金の 
返済などに 
充てる費用 

172億円（34%） 
施設の建設のための 
借入金の返済などに 
充てる費用 

　　　348億円（47%） 

その他の収入 
40億円（8%） 

純利益4億円 
取水場や浄水場などの維持管理費 47億円（9%） 

下水管などの維持 
管理費 67億円（9%） 
水処理センターやポンプ 
所などの維持管理費 
127億円（17%） 

純利益8億円 

その他の収入 
22億円（3%） 

下水道使用料の収納などの 
費用 69億円（9%） 
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水と暮らし 
冬のお風呂活用術お風呂活用術 

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。 

水との関わり深めてみませんか？ 

　寒～い冬は、早く家に帰ってお風呂でじっくり温まりたいですよね。
普段、当たり前に入っているお風呂に、どんな健康効果があるか……
知っているようで知らなかった“お風呂の力”をご紹介します！ 

★冬のお風呂での注意点 

　冬は特に“お風呂”は欠かせません。湯船につかれば冷えと疲れををとり、

身体が温まって血行が良くなる上、自律神経にも作用します。 

　熱めのお湯（目安42℃以上）は交感神経を刺激し、心身を活動的に。ぬる

めのお湯（目安39℃以下）は副交感神経を刺激し、心身を落ち着かせます。 

　例えば、目覚めに入浴するなら「熱めで短時間」、疲れをとりたいときは「ぬ

るめでゆっくり」…というように使い分けると効果的ですね。 

　また水中では空気中に比べ浮力が働くので筋肉や関節がほぐれてリラッ

クスし、身体中に水圧もかかることで血液の循環を促し、肺呼吸をたくさん

します。お湯に浸かったときに「ハァ～～」と息がでるのはこのためです。 

　湯冷めを気にして、入浴後すぐにパジャマや羽織を着ると、汗が冷え身体

を冷やし風邪のもとに。汗が引いてからパジャマなどに着替えましょう。 

　また、飲酒後にお風呂は厳禁！アルコールで血行が良くなり、心拍数が上

がっている状態なので危険です。

どうしてもお風呂に入りたい

ときは、手・足浴にしましょう。

　汗をかく入浴は血液粘度が

上がり脳血栓や心筋梗塞等

の病気を引き起こしやすくな

ります。特に冬は汗をかきに

くいので水分を摂らない人は

要注意！入浴前・後に十分な

水分補給をオススメします。 

「名水」で快適なバスタイム 
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かんたんクッキング 

トマトの味が強いのでこしょうや 
にんにく、しょうゆやチーズを混ぜて 
リゾット風にするなど、中身中身の味を 
しっかりつけるとバランスも取れます。 

ライスグラタン 
トマトカップの トマトカップの 

からだにも環境にもやさしいレシピをご紹介 

（注）焼きすぎるとトマト 
    が割れます。チーズが 
    とろける程度でOK★トマトの上の部分も飾るとオシャレ！ 

★水気が気になる時はレタスを敷くと 
　サラダ感覚で食べられます。 

レシピ監修 
名古屋文理大学短期大学部 
名古屋文理栄養士専門学校 

ライスグラタン 1個 
80g 
50g 
2個 
2g 
少々 
1枚 

材　料（1人前） 

1人当たり 
の 

栄養価 

エネルギー　251kcal 
タンパク質　10.6ｇ 
炭水化物 　38.7ｇ 

 
脂質　5.9g 
食塩　1.5g

お客さまの       から 
　全ての名古屋市立小学校の校門付近には、
災害時の飲料水の確保を目的とした「地下
式給水栓」を設置しています。マンホールの
なかに給水栓が収納されており、使用する
時の必要な器具は小学校に保管してあります。
災害時に地域のみなさまが自ら操作して、
応急給水が行えるようになっています。 

1. トマトは上1/3を切って中身を取り出し水気をきってザク切りに。ホウレン 
　 草は茹でて1cm幅に切る。むきえびは背わたをとり茹でて一口大に切る。 
2. ボウルにごはん、1.（むきえびは除く）とコンソメ顆粒・こしょうを入れ混ぜる。 
3. 1.のトマトカップに 2.を詰め、むきえびとチーズをのせ、200℃のオーブ 
　 ン又はトースターでチーズの焦げ目がつくまで焼く。 

つくりかた 

道路に「地下式給水栓」と書
いてあるマンホールを見つけ
ました。これはどういったとき
に使うのですか？ 

栄養実態研究サークル 

声 

トマト………………………… 
ごはん（冷凍もOK)…………… 
ホウレン草…………………… 
むきえび……………………… 
コンソメ顆粒………………… 
こしょう……………………… 
とろけるチーズ……………… 

トマトの味が強いのでこしょうや 
にんにく、しょうゆやチーズを混ぜて 
リゾット風にするなど、中身の味を 
しっかりつけるとバランスも取れます。 

「リコピン」 
抗酸化作用 

トマトの 
赤色 

＋ 

＋ 
ビタミンＣ 

カロテン（ビタミンA） 

えびの代
わりに 

ハムやツナ
缶でも 

おいしい！
  

ツナ缶は
 

水煮にする
と 

ヘルシー
です。 
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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24年1月  10,000部　※本誌は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。 

名古屋市上下水道局ホームページ   　http://www.water.city.nagoya.jp/

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。 

至黒川 

堀川 

至市役所 

大
津
通 

地下鉄名城線 
「名城公園」 

名古屋城 

「名城公園」 
バス停 

「城北橋」 
バス停  

愛知県体育館 

●所 在 地／北区名城一丁目3番3号 
　　　　　　　（名城水処理センター1階） 
●開館時間／9：30～16：30 
●開 館 日／火～日曜日（12/29～1/3は休館。月曜日 
　　　　　　　が休日の場合は開館し、直後の平日に休館） 
●入 館 料／無料（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。） 
●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 

●電話・FAX／052-911-2301

お問い合わせ先  
水道の使用開始や中止などのお申し込み・各種ご案内は 

営業所 

※市外局番は「052」です。 

下水道科学館 

次回発行予定は平成24年4月です。 

下水道 
科学館 

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

お客さま受付センター（名水ダイヤル） 
電話 052-884-5959 FAX 052-872-1296

年中無休 
メイ スイ 

ゴ　ク　ゴ　ク 

●営業時間： 
　月～金（休日および12/29～1/3を除く） 
　の8：45～17：15

M 
08

N

　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賞品を差し上げます。当選者の発表は、賞品の発送をもっ
てかえさせていただきます。締め切りは、平成24年3月30日（金）必着です。 

名古屋市で初めて下水道が使えるようになったのは、
大正元年の何月でしょう。 

前号の答え 

もんだい Q.

ヒント この「水と四季」をよく読んでね。 

※ご応募いただいた個人情報は誌面づくりの参考、ご質問などへの応対、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。 

なんでも 
クイズ！ 
なんでも 
クイズ！ 

区　　域 担　当 TEL FAX

千　種　区 

北　　　区 

西区、清須市（春日地区除く）、 
北名古屋市久地野地区 

中村区、大治町、 
あま市（甚目寺地域） 

東区・中区 

昭　和　区 

瑞　穂　区 

熱田区・中川区 

港　　　区 

南　　　区 

守　山　区 

緑　　　区 

名　東　区 

天　白　区 

981-2556 981-2558

531-5336 531-0483

483-1411 483-1441

322-7760 322-5075

852-9501 852-9500

841-7146 842-0592

352-2511 352-2514

661-5226 651-2269

811-9261 811-9263

791-6311 791-8590

621-6161 621-6163

703-1181 703-5237

802-7361 802-7363

722-8750 722-8756千種営業所 

北 営 業 所  

西 営 業 所  

中村営業所 

中 営 業 所  

昭和営業所 

瑞穂営業所 

中川営業所 

港 営 業 所  

南 営 業 所  

守山営業所 

緑 営 業 所  

名東営業所 

天白営業所 

A.  10月　　B.  11月　　C.  12月 

名古屋市内には 「A. 15」 の水処理センターがあります。 


