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なごやのおいしい水への取り組みは、昭和 54 年に、当時としては画期的な「うま

い水研究会」を立ち上げたことに始まる。うまい水研究会は、水道事業の管理・業務・

建設・配水の各分野、23 名の委員で構成され、取水から給水までの 5 部門（浄水・

浄水施設・配水施設・給水装置・広報）にわたって、水道水に「おいしさ（うまさ）」

の要素を導入した研究を行うといった、当時としては先進的な取り組みであった。そ

の後、残留塩素の低減化へ向けた研究や、水質維持管理に関する検討を経て、安全で

おいしい水をめざす取り組み、「名水プロジェクト」（平成 18～22 年度）へとつなげ

てきた。名水プロジェクトでは、「水をみがく」、「新鮮な水をお届けする」という視

点から水道水の品質管理に関する取り組みを強化するとともに、「名水キャンペーン」

として、組織横断的な連携により水道水の安全性やおいしさをＰＲした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．「おいしい水」に関するこれまでの取り組み 

 

水をみがく 
新鮮な水を 
お届けする 

名水 
キャンペーン 

木曽川の水源を守

り、原水水質の良さ

をこれまで以上に生

かします 

水道水の安全性やお

いしさを保ちなが

ら、お客さまに新鮮

な水道水をお届けし

ます 

水道水に対するイメ

ージアップをはかる

ため、水道水の安全

性やおいしさをＰＲ

します 

大正 3 年 

うまい水研究会 

名水プロジェクト 

給水開始 

水道法制定 

水道水質基準制定 

厚生省「おいしい水研究会」発足 

水質基準項目の改訂 
（基準項目26から46項目へ拡大） 

水質基準項目の改訂 
（基準項目 46 から 50 項目へ拡大） 

昭和 32 年 

昭和 54 年 

昭和 59 年 

平成 4 年 

平成 15 年 

平成 18 年 

名古屋市 国の動き 
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本市の市政世論調査では、「名古屋の誇れるところ良いところ」の問いに対し、「水

道水がおいしい」という回答が５年連続で２位となっており、本市の水道水のおいし

さは一定の評価を得ている。その一方で、浄水器の普及やボトル水の売れ行き、子ど

もに水筒を持たせる教育指導など、様々な現象からお客さまの間で水道水の飲用離れ

が進んでいるとも言われている。こうした背景から、すべてのお客さまに水道水のお

いしさと安全性を理解していただき、じゃ口の水をそのまま飲んでいただくことがで

きるような｢日本一おいしい水｣をめざすためのプロジェクトを実施することとなっ

た。 
プロジェクトの実施にあたっては、平成 21 年度に「日本一おいしい水なごやをめ

ざす研究会」を設置し、「おいしさの探求」、「安心・安全の向上」、「ブランド力の向

上」の３つの視点から、幅広い意見と斬新なアイデアを収集した。研究会は、研究方

針策定と進行管理を行うマネジメントグループ、その下に研究の視点をテーマとし日

本一おいしい水をめざす戦略と具体策を検討する３つのワーキンググループ、さらに

その下の若手アシスタントグループからなり、局内の縦・横断的な体制とした。 
また、局内だけの研究にとどまらず、外部の幅広い意見やアイデアを取り入れるた

め、「おいしい水」にこだわった食や文化の達人や、「名古屋」にこだわり、「名古屋

ブランド」を利用した宣伝・PR に成功している方々等に、研究会のアドバイザー「名

水御意見番」となっていただき様々な意見を頂戴した。 
この研究会の成果を受け、安定給水の象徴である「断水のないなごやの水道」の継

続を前提としながら、「おいしさの探求」、「安心・安全の向上」、「ブランド力の向上」

の３つの視点から、じゃ口からの水を飲む文化の復活と、水道水に対する確かな信頼

を得ることを目標に、｢日本一おいしい水プロジェクト｣の各施策を今後 5 年間で実施

していくこととした。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

断水のない断水のないなごやなごやの水道の水道

おいしさの探求

安心･安全の向上 ブランド力の向上

日本一おいしい水日本一おいしい水

２．「日本一おいしい水なごやをめざす研究会」の報告と 

「日本一おいしい水プロジェクト」の立ち上げ 

名水御意見番 日本一おいしい水プロジェクトのコンセプト 
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宣伝･ＰＲで成功している方 

ジャンルを問わず「日本一」の

実績がある、またはそれをめざ

した戦略がある方 
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食や文化の達人 

「名古屋」にこだわり、 

「名古屋ブランド」を利用した

宣伝･ＰＲで成功している方 

ジャンルを問わず「日本一」の

実績がある、またはそれをめざ

した戦略がある方 
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（１）実施期間 
平成 23～27 年度の 5 か年とする。 

（２）推進委員会 
推進委員会は、委員会（課長級）とその下部組織として具体的な検討を行う

ワーキンググループ（係長級）で構成する。また、推進委員会の委員長は技術

本部長、副委員長は計画部長とする。着実な事業の実施を推進するため、実施

報告会を年 1 回開催する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

３．「日本一おいしい水プロジェクト」の内容 

流域連携（水環境の保全） 

① 流域自治体連携の強化 
② 水源地情報・交流紹介の広報充実 

水質管理の充実 

① 水安全計画の策定・運用 
② 水源の水質監視 
③ 水質情報共有の迅速化 

直結給水の普及促進 

① 受水槽方式から直結給水への切り替え促進 
② ブースターポンプの複数設置の影響調査

貯水槽水道の適正管理 

① 小規模貯水槽水道の計画的点検・指導

浄水技術の向上 

① 濁度管理の徹底 
② 新緩速ろ過池の評価 
③ 急速ろ過池覆蓋化の効果検証 
④ 遮光による異臭味対策 
⑤ 高度浄水処理技術等の調査研究 
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（３）プロジェクトの進行管理 

着実な事業の実施を推進するため、毎年 5 月と 11 月にワーキンググループ

を開催する。5 月は昨年度の実施結果の報告を、11 月は今年度の進捗状況と来

年度の実施予定の報告を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

配水施設の適正管理 

① 配水池等の清掃 
② 送・配水幹線の計画的内面清掃 
③ 配水管内クリーニングの強化 
④ 停滞水の解消 

水温の管理 

① 取水場からじゃ口までにおける 
水温の実態調査 

② じゃ口までの流達時間の短縮 
③ 配水管内の水温上昇に関する調査研究 

塩素注入量の適正化 

① 浄水場からじゃ口までにおける 
残留塩素濃度の実態調査 

② 塩素注入管理の高度化 

おいしい水の情報発信 

① 歴史的建造物の有効活用 
② 水道の使用開始時におけるＰＲ 
③ 市民向けホームページの改善 
④ 工事現場におけるおいしい水のＰＲ 
⑤ 日本一おいしい水プロジェクトの指標の設定 

なごやの水道水を飲む機会の拡充 

① オリジナルマイボトルの製作 
② 水道直結型冷水機を用いた各種イベントでの水道水の提供 
③ オリジナルカラフェの活用 
④ 多様なイベントにおける水道水の提供 
⑤ 水道水の飲用等につながる物品の選定・開発 

お客さまとの連携 

① 上下水道訪問授業の実施 
② 水の学習会の実施 
③ 名水フレンドシップ事業 
④ ＰＲグッズ等を通じた水源保全 
⑤ 小学校における直結給水のＰＲ 
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なごやの水道は、おいしさを探求するために、早くからその研究に取り組

み、原水水質に恵まれた利点を活かしつつ、地道に品質の向上に努めてきた。 

日本一おいしい水をめざすためには、水環境保全の取り組みを通して、今

後とも原水水質を良好な状態に保つとともに、原水水質の特性に合った浄水

処理方法を採用し、なごやの水のおいしさを守り続けていくことが必要であ

る。 

そして、浄水場でつくった水をそのままお客さまにお届けするためには、

浄水場から出た水が配水場を経由し、お客さまのじゃ口へ届くまでの各段階

で水質低下をきたさないようきめ細かな施策を講じていくことが必要であ

る。 

おいしさの探求 

水温変化の原因とメカニズムを調査し水温上昇を抑制

する手法の研究を行い、その結果から対策を検討する 

木曽三川流域の水環境を守るため、流域の皆さまと、

上下流交流を展開するとともに自治体間の連携を推進

する 

塩素消費動向の詳細な分析や、じゃ口までの到達時間

管理などにより、全給水区域で残留塩素濃度の適正化

を図る 

新鮮な水を提供する配水方法の検討や、より効果的な

クリーニング技術の調査を行う 

配水施設の適正管理 

水温の管理 

塩素注入量の適正化 

流域連携（水環境の保全） 
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木曽三川流域の水環境を守り、安全でおいしい水をお客さまにお届けするために

は、流域のみなさまと連携・協働した取り組みが重要となる。 

当局では、これまで上流域を中心とする自治体と上下流交流を図ってきた。しかし、

水環境を今後も守っていくためには、自治体の枠を越え、広く連携していく必要があ

る。今後は、上下流交流を展開しながら、広く流域自治体間の連携を強化することと

し、当局はその調整役を果たしていく。 

 
 
 

当局では、お客さまが水源地等を訪れ、植樹や清掃などを行う「木曽川さんありが

とう」、木曽川の上流部に下水処理施設をもつ自治体と水処理に関する情報や技術の交

換する「水処理ネットワーク」、流域の市町村が農作物や特産品を浄水場などで販売す

る「エコ市」など、さまざまな上下流交流を展開している。 
平成 22 年 10 月に開催された COP10 を機に、水の環・人の和・生物の輪の視点か

ら森・川・海の水でつながる命をテーマとする「流域自治体宣言」を 29 流域自治体の

総意として発信した。さらに、流域自治体宣言を踏まえ、平成 23 年度は新たな自治体

へ参加を呼びかけ、39 自治体の構成となった。 
そこで、「流域自治体シンポジウム」を開催し、流域自治体連携の方策について意見

を交換していく。また流域自治体連携への取り組みとして、上中流域の生産者と下流

域の仕入れ企業との商談の場を創出する「木曽三川流域メッセ」を開催する。 
今後も、シンポジウムでの意見交換を踏まえ、新たな自治体連携の具体的な取り組

みについて検討を進めていく。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

流域連携（水環境の保全） 

① 流域自治体連携の強化  

木曽三川流域メッセの個別商談会 第 2回流域自治体シンポジウム 
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当局ホームページ「水のライブラリー」 

 

流域自治体と連携・協働を促進するため、情

報共有に努めるとともに、お客さまにＰＲする

ため、「広報なごや」などの情報紙や当局のホ

ームページ「水のライブラリー」に水源地情報

や流域自治体との取り組みを掲載している。 

② 水源地情報・交流紹介の広報充実 
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なごやの水道は、よりおいしい水をめざし、残留塩素濃度の目標値をほとんどの人

がカルキ臭を感じない 0.4mg/L 以下から、水質基準として定められている 0.1mg/L 以

上と設定し残留塩素濃度の低減化、均一化に取り組んでいる。 

浄水場で注入した塩素は、市内に設置した水質遠方監視装置で管理しているが、よ

り安全でおいしい水をめざすために塩素消費の動向調査、浄水処理の水質データを注

入制御に活用する調査を行い、より高度な管理手法を構築していく必要がある。 

 

 

浄水場で注入された塩素は、浄水場からお客さまに届くまでの各段階で徐々に消費さ

れる。現在、残留塩素濃度を水質遠方監視装置で連続監視しているが、じゃ口までに到

達する各段階での消費動向については、明らかになっていない。そこで、各段階での塩

素の消費動向について調査し、塩素の消費抑制に効果的な施策を流達時間の短縮とあわ

せて検討する。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

各浄水場では、塩素注入量の低減化に向けて、

水質遠方監視装置の代表地点での残留塩素濃

度を指標にした塩素注入量管理を実施してい

る。全浄水場に設置されたオンライン TOC（全

有機炭素）計により浄水工程での TOC が把握

可能となったことから、TOC のデータを活用

したより高度な塩素注入量の管理手法の検

討・導入を行う。 

塩素注入量の適正化 

① 浄水場からじゃ口までにおける残留塩素濃度の実態調査  

  

流達時間による短縮と残留塩素濃度の低減化のイメージ 

0.4 

0.1

現状 

将来 

残
留
塩
素
濃
度

流達時間 

じゃ口（将来） じゃ口（現状） 浄水場 

(mg/L)

流達時間の短縮

塩素注入量の低減化

鍋屋上野浄水場に設置した TOC 計 

② 塩素注入管理の高度化  
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夏季における河川水の水温上昇や、

水道水がお客さまのもとに届くまで

の過程で水温が上昇することが、おい

しさを損なう要因となっている。取水

場からじゃ口にいたる過程で、水温を

詳細に調査することによって、水温変

化の動向を把握し、水温上昇を抑制す

る対策を検討する。 

また、貯水槽水道における水温変化

の状況を調査するとともに、受水槽の

設置環境や材質、水が入れ替わる時間

等の関係から水温変化の少ない貯水槽水道のあり方を検討する。 
 
 

一般的に、夏季においては原水での水温よりも、じゃ口における水温の方が高くなる

傾向にある。したがって、原水の水温をできるだけ上昇させずにお客さまのじゃ口に届

けるためには、浄水場からじゃ口にいたるまでの流達時間をできるだけ短くすることが

求められる。流達時間を短くすることで原水の水温とじゃ口における水温との差をより

小さくすることができると考えられる。そこで、浄水場からじゃ口にいたるまでの流達

時間短縮に努める。 

水温は、水のおいしさを左右する大きな要因（特に夏季）の一つであり、昭和 60
年に厚生省（現：厚生労働省）が示したおいしい水の要件では、20℃以下となってい

る。 

当局では、水源からじゃ口にいたる各所で水温測定を行っているが、水温変動の実

態については十分に把握されていない。そこで、日本一おいしい水をめざすため、水

道システムにおける水温変動のメカニズムを調査する。また、水温上昇抑制が技術的

に可能か検討する。 

① 取水場からじゃ口までにおける水温の実態調査  

② じゃ口までの流達時間の短縮  

水温の管理 

水温上昇のイメージ図 

水温

時間

水温上昇抑制
を検討取水場

じゃ口

浄水場

配水場

水温

時間

水温上昇抑制
を検討取水場

じゃ口

浄水場浄水場

配水場配水場

9



 

夏季においては配水管（特に仮設配水管や小口径配水管）内の水温が上昇してしまい、

おいしい水の要件である 20℃を超える場合がある。管の材質や埋設深度等の条件を変え、

配水管内で水温が上昇する実態を調査し、管の材質・埋設深度などの管路条件における

水温上昇の発生要因について検証する。この結果を踏まえ、水温上昇の抑制対策を検討

する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

③ 配水管内の水温上昇に関する調査研究 

水温管理の面で最適な管路条件を研究

 

水温計
    

水温計

地面からの深さ別

材質別など 
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浄水場で作られた水は配水場で一時貯留したのち、配水管や給水管を経由して各家

庭に届けられる。この配水過程において、水質劣化をきたすことなく、水道水の新鮮

さを保ちながら、そのままお客さまにお届けすることがおいしい水に求められる条件

である。 

浄水場の水は配水場と配水管を通してお客さまのもとへ届けられている。配水過程

には老朽化等により内面の洗浄が必要な箇所や、水の流れが悪い箇所もある。日本一

おいしい水をめざすうえでは、配水過程で水質が低下することのないよう、これらを

予防する措置を徹底させるなど、配水施設の適正な管理が必要である。 

 

 

長期間使用している配水池の底部には微細な

濁質が堆積していると思われる。濁質が送配水幹

線に流出すると濁水被害が発生するため、計画的

に年 1～3 池清掃を行う。配水塔の清掃について

は、技術的な課題や施工上の問題点を整理する。 
 

 

 

送・配水幹線のうち布設後相当年数が経過して

いる管内には、濁質が内面に付着していたり堆積している可能性がある。これまでも単

発的に送・配水幹線の内面清掃を実施しているが、今後は濁水を積極的に予防するため、

送・配水幹線改良工事に伴い断水となる区間のうち、改良対象外である区間の管内面を

確認した上で、計画的に内面清掃を実施する。 

配水施設の適正管理 

① 配水池等の清掃  

② 送・配水幹線の計画的内面清掃  配水池の清掃 
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配水管内の砂・鉄さび等のきょう雑物を除去し、流出を防止するため名水プロジェク

トでは、昭和 51～59 年度に布設したφ100～400 耗の管路を対象として配水管内クリー

ニングを行ってきた。今後は、対象管路を平成元年度以前に布設された配水管まで拡大

し、濁水発生、きょう雑物流出予防の強化を図る。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配水区域末端等では、残留塩素濃度が「安全でおいしい水※」の指標である、0.2～
0.5mg/L を満足していない地点がある。配水管末端を接続してループ化を行うと同時に、

適正な配水管口径での管路更新を継続して行うことで、配水管網での停滞水解消に努め

る。加えて、より効果的な停滞水解消策を検討していくことで、残留塩素濃度の指標を

満足する地点を増やしていく。 
※当局では、じゃ口での残留塩素濃度を 0.1～0.4mg/L とするため、配水管からじゃ口に至る過程での残留塩素消費

（0.1mg/L）を考慮し、消火栓で測定する際の「安全でおいしい水」の指標として、残留塩素濃度を 0.2～0.5 ㎎/L
と設定している。 

 

③ 配水管内クリーニングの強化  

配水管内クリーニングの一例 

④ 停滞水の解消  
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水道の役割は、必要とされる量をいつでも豊富に安全で良質な水を供給する

ことにある。名古屋の水道は「断水のない名古屋」の歴史のなかで、この役割

を果たしてきた。 

しかしながら、水源である河川は、工場排水や農薬、下水処理水の流入など

のリスクにさらされている。また、浄水場でつくった水を新鮮なままお客さま

のもとへお届けするためには、施設の運用管理や水質管理のよりきめ細かい対

応が求められる。 

日本一おいしい水をめざすためには、水源からじゃ口までの水質管理の強化

や浄水技術の向上とともに、施設の運用をよりきめ細かく行なっていく必要が

ある。 

安心・安全の向上 

直結給水をさらに普及させるための課題整理を実施

し、促進策の検討を行う 

水源からじゃ口までにおける水質管理を高度化する 

浄水処理に関する様々なリスクを想定し、安全な水の

供給に向けた浄水技術を向上させる研究を行い、実施

に向けた検討を行う 

小規模貯水槽水道の点検・指導を実施し、設置者に適

正管理を働きかける 

貯水槽水道の適正管理 

直結給水の普及促進 

浄水技術の向上 

水質管理の充実 
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なごやの水道水の水源である木曽川は、戦後から高度経済成長期にかけて一時的に

水質が低下したが、木曽川流域での水環境保全の取り組みによって、現在ではそれ以

前とほぼ同様な水質となり、良好な水質を保っている。 

しかし、流域での開発事業や気候変動に伴う環境変化により、水道水質に影響をも

たらすリスクがあることから、木曽川への排出水や支川合流地点などの定期調査を継

続し、ダム湖の上流部（以下、 上流部）の水質調査とともに水源水質を監視する必

要がある。 

 
 

水道システムのリスクマネジメントとして

の水安全計画を策定・運用する。本計画の運

用により、通常時はもとより、リスク発生時

にも水道水への影響を未然に防止して水道水

の安全性をより確実なものとすることができ

る。 
 
※ 「水安全計画」とは食品衛生管理手法である HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)の考え方を取り

入れ、水源からじゃ口までのあらゆる過程において、水道水の水質に悪影響を及ぼす可能性のある全ての要因（危害）を

分析し、管理対応する手法を予め定めるリスクマネジメント手法のことをいう 

 
 

水源の水質監視及び水質汚濁の実態把握を

目的として、 上流部の調査を昭和 47 年から

始め、木曽川、飛騨川、長良川及び揖斐川の

上流部の水質情報を収集してきている。 
今後も定期の水質調査、計画的な 上流部

の調査によって、理化学項目のほか藻類等の

データも蓄積して監視を継続する。 
 
 
 

水質事故対応マニュアルや水質相談応対マニュアルに加えて、水源で発生した水質事

故情報、よくある水質相談事例等の水質情報を迅速に共有できるように、局イントラネ

ット等を活用したシステムを検討する。 

② 水源の水質監視  

岩屋ダムでの水質調査 

③ 水質情報共有の迅速化  

① 水安全計画の策定・運用  

水安全計画の運用イメージ 

水安全計画

計画の策定計画の策定 実 行実 行

検 証検 証見 直 し見 直 し

水安全計画

計画の策定計画の策定 実 行実 行

検 証検 証見 直 し見 直 し
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なごやの水道水は、木曽川の良質な水を水源としており、高度浄水処理技術を導入

するまでもなく、通常の処理で安全でおいしい水をつくることができる。今後とも、

この恵まれた水源を守り、原水の良さを活かした浄水処理方法を継続していくことが

なごやの水道のこだわりといえる。 

しかし、普段は良質な原水もつねに水質異変のリスクに直面しており、汚染物質の

流出事故、渇水期などの河川流量低下時に起きる水質悪化などはいつでも起こりうる

現象といえる。また、長年にわたる河川環境の破壊や新たな微量化学物質の検出等に

対しても、将来の備えとして対策を講じていく必要がある。 

水道は市民生活や都市活動を支えるライフラインであり、一時の中断も許されない

ため、浄水処理に関するさまざまなリスクを想定し、いかなるときにも安心・安全な

水を安定して供給できるよう、浄水技術の向上に取り組む必要がある。 

 
  

クリプトスポリジウムの混入を予防するための国の指針では、ろ過水の濁度を 0.1 度

以下に維持することとなっている。名水プロジェクトでは、ろ過処理を安定かつ確実に

行うため、ろ過開始時の濁度上昇を防止するためのスロースタート、逆流洗浄終了時の

鉄・マンガンのはく離及びろ層の乱れを防止するためのスローダウンの徹底（鍋屋上野

浄水場を除く）、ろ層厚及びろ層の粒径分布を適正に保つための補砂やろ床更正により、

ろ過池の適正な運転管理を実施した。また、原水を沈澱処理する際には効率的な沈澱を

行うため、沈澱池の前段で凝集剤を注入するのが通常の処理であるが、ろ過処理を確実

に行うため、ろ過池へ流入する前段でも凝集剤を注入する二段凝集処理設備を春日井浄

水場に設置し、大治浄水場

でも導入に向けた実証実

験を行った。 

これまでに実施したろ

床更正等の濁度管理を徹

底するとともに、大治浄水

場の二段凝集設備につい

ての必要性を検討する。ま

た、鍋屋上野浄水場の緩速

ろ過池更新時に高感度濁

度計を設置し、濁度管理の徹底を図る。 

 
 

二段凝集処理のフロー 

① 濁度管理の徹底  

凝集沈澱処理     二段凝集処理 

急速ろ過池 

配水池

凝集沈澱池

１回目

２回目
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大正 3 年から稼動していた鍋屋上野浄水場

の緩速ろ過池は、平成 22 年度から改築工事を

行っており平成 25 年度に完成する予定であ

る。新緩速ろ過池完成後には、新しいろ過池

の性能評価を行う。 
緩速ろ過法は薬品を使わず、生物の浄化作

用を活用した浄水処理の原点ともいえる処理

法で、良質な原水がなければ採用できない処

理法である。水源水質の良さを活かした緩速

ろ過法を継続することにより、安心・安全な

「なごやの水」をＰＲする。 

 

浄水場における、原水開渠、沈澱池、未ろ

水開渠、ろ過池の各処理施設は全て水面が開

放されているため、太陽光による夏期の水温

上昇や紫外線による塩素の分解が生じている。

このため、平成 22 年度に鍋屋上野浄水場の急

速ろ過池に設置した太陽光発電用パネル付き

覆蓋施設による水温変化、塩素消費の抑制効

果及び洗浄時の防音効果を検証し、その 適

運用方法や他の施設への設置拡大を検討する。 
 

 

鍋屋上野浄水場における凝集沈澱池のフロック形成池や鳥居松沈澱池で異臭味が発生

する事象が確認されており、鍋屋上野浄水場では、清掃やフロック形成池の遮光等の実

施、鳥居松沈澱池では、清掃や流量調整による各池の滞留時間の均一と短縮策を実施し

ているが、藻類の繁殖のメカニズムや異臭味の発生原因の特定には至っていない。そこ

で、異臭味の発生原因物質の特定や沈澱池の特性を調査し、遮光による異臭味発生抑制

の効果を検証した後、対策を検討する。 

 

② 新緩速ろ過池の評価  

③ 急速ろ過池覆蓋化の効果検証  

鍋屋上野浄水場 緩速ろ過池完成予定図 

④ 遮光による異臭味対策  

鍋屋上野浄水場 急速ろ過池覆蓋 
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これまで、大学との共同研究を実施し、膜処理技術、生物活性炭処理などの高度浄水

処理技術の基礎データを収集してきた。高度浄水処理は、水質の悪化した水源を利用し

ている浄水場において、臭気の除去やトリハロメタン生成能の低減を行うために、通常

の凝集沈澱処理とろ過処理に、オゾン処理、活性炭処理、生物処理等を付加した浄水処

理である。現在のところ水源である木曽川は良好な水質を維持しているため、高度浄水

処理の導入を前提としたものではないが、今後とも、浄水技術の向上、水質異変に備え

た将来への準備のために高度浄水処理技術の調査、検討を行う。 

⑤ 高度浄水処理技術等の調査研究  
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中高層建物への給水は、受水槽へ一時的に貯留する受水槽方式よりも、受水槽を経

由しない直結給水の方がじゃ口に届くまでの時間を短縮できるため、より安全で新鮮

な水を届けることができる。そこで従来より、対象口径の拡大やＰＲなど直結給水の

普及に向けた取り組みを進めてきたが、さらなる普及促進のためには、直結給水の対

象建物の拡大について検討する必要がある。また、新築の建物における直結給水だけ

でなく、受水槽方式の既設建物における直結給水への切り替えについても促進してい

く必要がある。 

 
 

受水槽方式の既設建物を直結給水方式に切り替えるためには、屋内の改造工事等が必

要であるうえに工事費も高額となる場合が多い。このような受水槽方式の既設建物を直

結給水方式へ切り替える場合における課題を整理し、有効な対策を検討することで既設

建物の直結給水化を促進する。また、衛生面や省エネルギー、省スペース等といった直

結給水の利点を様々な機会にポスターやパンフレットなどを利用してＰＲすることで普

及促進を図っていく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
直結加圧給水においては、ブースターポンプの

吐出圧を上げることによって、より高所への給水

が可能となるが、低層階の給水器具に悪影響を及

ぼす恐れがあるため、吐出圧に上限が設けられて

おり、現在、中高層建物への直結加圧給水は概ね

10 階程度までとなっている。そこで、ブースター

ポンプの直列多段配置など、複数台利用すること

による、より高層の建物への直結加圧給水の実用

化に向けた検証を行う。 

② ブースターポンプの複数設置の影響調査  

① 受水槽方式から直結給水への切り替え促進  

ブースターポンプ複数設置のイメージ 

受水槽方式（貯水槽水道） 直結給水方式 
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受水槽や高架水槽へ一時的に水を貯留して給水する貯水槽水道は、設置者（所有者

や管理組合等）の適正管理による水質保持がされなければならない。しかし、受水槽

の有効容量が 10m3 以下の小規模貯水槽水道は、定期的な清掃や検査に関する法的義

務がないため、適切に管理されていないものもあり、大きな課題となっている。 
そこで本市では、平成 18 年度より小規模貯水槽水道の点検及び設置者・管理者に

対する指導、助言を行っているが、小規模貯水槽水道が適切に管理されるよう、設置

者・管理者への働きかけをさらに拡充していく必要がある。 

 
 

本市の給水区域には、約 25,300 施設（平

成 22 年度末現在）の小規模貯水槽水道が設

置されており、これまでに、地下に受水槽

が設けられている施設や受水槽内で３日以

上滞留している施設（合計約 6,700 箇所）

の点検・指導を優先して行ってきた。 
日本一おいしい水プロジェクトでは全て

の小規模貯水槽水道に対象を拡大して引き

続き点検・指導を行っていくとともに、既

に点検・指導を行った施設に対して、改善

状況についての確認を行う。 
 

① 貯水槽水道の計画的点検・指導  

受水槽の点検状況 
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なごやの水道がブランド力を高めていくためには、おいしさや安全性などの

品質とともに、職員や組織への信頼感がお客さまの心に刻まれていくことが必

要である。 

まずはなごやの水道のことをより広く深く知っていただく努力をすること、

生活のさまざまな場面でなごやの水道水を飲んでいただく環境を整えることが

大切である。そして、お客さまをはじめとするさまざまな人々との連携を深め

るとともに、お客さまニーズを把握し、お客さまを常に意識した事業を実施す

ることにより、親しみや信頼を一層向上させ、なごやの水道水のブランド力を

高めていく必要がある。 

ブランド力の向上 

お客さまとの連携の強化・拡大を図るため、お客さま

とともになごやの水道水をＰＲできるような環境を構

築する 

また教育現場と連携して、子どもたちに水道水を飲ん

でいただく取り組みを実施する 

より多くのお客さまに水道水のことを知っていただく

ために、水道のことをわかりやすく発信するとともに、

情報発信手段を多様化する 

お客さまに水道水を飲んでいただく機会を拡充するた

め、イベントにおける水道水を提供する機会を増やす

とともに、イベント以外にも水道水を提供する機会を

創出する 

お客さまとの連携 

なごやの水道水を飲む 

機会の拡充 

おいしい水の情報発信 
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お客さまから「じゃ口から先が見えないので、水道水に不安を感じる。不安を感じ

るから、水道水を飲まない」といった意見や、「なごやの水のおいしさをもっと伝えて

欲しい」という要望が寄せられている。これまでもイベントやホームページを通じて

水道水の情報を発信してきたが、さらに情報発信を強化する必要がある。 

日本一おいしい水をめざしていくために、水道水のおいしさや安全性及び魅力に関

する情報をより多くのお客さまに知っていただけるような情報発信を実施する必要が

ある。 

 

 

平成26年に通水100周年の節目を迎えるに

あたり、名古屋市水道史のシンボルで歴史的

価値の高い、鍋屋上野浄水場旧第一ポンプ所

や東山旧計量室を文化財として整備し、なご

やの水道のランドマークとして愛されること

を目指し、ブランド力の向上を図る。 
名古屋の水道の歴史を知ってもらうことで、

100 年間もの長い間お客さまに安心して飲ま

れてきたブランドとしてのなごやの水を知っ

ていただく。 

 

水道の使用開始の際にお客さまに配布している「すいどうのご案内」やお客さま向け

印刷物（検針票裏面等）を活用し、「なごやのおいしい水」についてＰＲを行う。また、

「なごやのおいしい水」のキャンペーンマークをパンフレットやリーフレット等に掲載

して「おいしい水」をアピールする。 
 
 

お客さまが、水道水のおいしさや安全性につい

てのさまざまな情報がより簡単に入手できるよ

う、市民向けホームページの改善を図る。 
 
 
 
 

おいしい水の情報発信 

② 水道の使用開始時におけるＰＲ  

③ 市民向けホームページの改善  

名古屋市上下水道局のホームページ 

① 歴史的建造物の有効活用  

鍋屋上野浄水場旧第一ポンプ所 
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水道工事による交通渋滞や騒音に対して理解を得るため、

工事を実施する際に工事ＰＲビラを配布している。現在は、

このＰＲビラに濁水発生防止や耐震性の向上など工事の必

要性や効果をあわせて訴えている。今後はこの工事ＰＲビ

ラに工事以外の内容として、おいしい水のキャンペーンマ

ークの紹介やおいしい水に関する取り組みなども紹介する。 
 
 
 
 名水プロジェクトでは「名水の要件」として水道水質についての目標値を定め、その計

画期間（平成 18 年度～22 年度）で概ね達成することができた。「日本一おいしい水プロジ

ェクト」では、名水の要件を追求しつつプロジェクトで取り上げた課題を反映した新たな

指標を設定する。 
 

④ 工事現場におけるおいしい水のＰＲ  

「なごやのおいしい水」

キャンペーンマーク 

⑤ 日本一おいしい水プロジェクトの指標の設定  
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なごやの水道水の安全性やおいしさを効果的にアピールするためには、実際になご

やの水道水を味わっていただくことが必要と考え、これまでもお客さまにイベント等

を通じて水道水を味わう機会を提供してきた。 
水道水を飲むことがお客さまの習慣として定着することが重要である。また、日常

生活の中で水道水を飲むスタイルの提案など、水道水を飲む機会の拡充を図る必要が

ある。 

 

 

節約志向や環境意識の高まりとともに、利用が増加し

ているマイボトルを局オリジナルデザインで製作し、

お客さまが水道水を街なかで飲むことができる生活ス

タイルを提案する。 
また、マイボトルの習慣化を図るために、新たなデ

ザインを追加していく。 
   

 

 

なごやの水道水が安全でおいしいことをＰＲするた

め、水道直結型冷水機をイベント等で活用する。局主

催のイベントだけでなく、他局のイベントにも水道直

結型冷水機を積極的に貸し出しを行い、水道水のおい

しさを味わっていただく機会を拡充する。 
 

 

 

環境に配慮したなごやの水道のおいしさをＰＲする

ため、局オリジナルカラフェ（水差し）を製作し、名

古屋市が主催する会議において使用しているほか、ご

協力いただけるレストラン等で使用していただいてい

る。今後はオリジナルカラフェの利用頻度を増加し、

水道水の PR 強化を図る。 
 
 

なごやの水道水を飲む機会の拡充 

局オリジナルマイボトル 

① オリジナルマイボトルの製作  

② 水道直結型冷水機を用いた各種イベントでの水道水の提供 

水道直結型冷水機 

COP10 関連会議での利用 

③オリジナルカラフェの活用  
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局主催のイベントの内容を充実させ、ＰＲ用の水缶

の配布や、きき水を実施することで、水道水のおいし

さを実感していただく。 
 
 
 
 
 

 

なごやのおいしい水道水をアピールするために、水道

水の飲用や流域連携につながる物品を選定、開発し、

お客さまへのより効果の高いＰＲを展開する。 
 
 
 
 

④ 多様なイベントにおける水道水の提供  

キャンペーングッズ 

水フェスタでのきき水 

⑤ 水道水の飲用等につながる物品の選定・開発 
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当局では、お客さまとともに事業を進めていくことが大切と考え、さまざまな協力関

係を築いてきた。日本一おいしい水をめざすためには、なごやの水道の安全性やおいし

さのさらなるＰＲに取り組むとともに、お客さまの声をより幅広くお伺いし、今後の施

策展開へ積極的に活用していくことが重要である。 

その一環として、教育現場と連携して次世代を担う子どもたちに水道水を飲んでもら

えるような取り組みを展開する。また、水道水の PR にご協力いただける店舗等と連携

した「名水フレンドシップ事業」を実施し、各店舗でお客さまの声を集約していただく。 

 
 

社会科教育や総合的な学習の時間への協力及び水                

道事業・下水道事業の広報の一環として、局職員が直接小

学校に赴き、水道・下水道と水環境について学習する「上

下水道訪問授業」を実施している。今後も引き続き授業を

開催することで、次世代を担う子どもたちになごやの水道

水の安全性やおいしさを知っていただくとともに、水道・

下水道のしくみや水循環などについて理解を深めてもら

う。 
 

局職員が小学校に出かけて、水の循環をテーマにした

講義のほか、水道水の流れる音を音聴棒により聞いても

らったり、給水タンク車から水道水の給水を体験しても

らうなどの内容からなる「水の学習会」を実施し、次世

代を担う子どもたちに上下水道に対する興味や理解を促

す。 

 

日本一おいしい水をめざすために知恵やノウハウをご教授いただいた名水御意見番、

カラフェを使用していただいている協力店のみなさまに加え、なごやのおいしい水をＰ

Ｒする局の取り組みに賛同いただけるお店や企業のみなさまを平成 23 年度より「名水パ

ートナー」として登録し、なごやの水道水のＰＲにご協力いただく。 
「名水パートナー」の店舗等にはおいしい水のＰＲグッズを提供し、ＰＲしていただ

くとともに、ウォーキングやスタンプラリー等のイベントにご協力いただく。さらに、

お客さまのなごやの水道水に対するご意見を集約していただき、局の今後の施策に役立

てる。 

お客さまとの連携 

① 上下水道訪問授業の実施  

② 水の学習会の実施  

③ 名水フレンドシップ事業  

訪問授業のようす 

水の学習会のようす 
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安全でおいしい水道水の供給のためには、水源である木曽川の水質を良好に保つ必要

がある。水源地域の環境保全に役立つようＰＲグッズ等を開発・製造し、協力を進めて

いく。 

 

次世代を担う小学生の水道水離れを食い止めるため、なごやの

水道水が安心・安全でおいしいことを PR していく。直結化され

ているじゃ口を明示するために、直結給水のじゃ口ハンドルの取

り替えや直結じゃ口シールの貼付を行うとともに、小学生・先

生・保護者がじゃ口からの水道水を安心して飲めるように、リー

フレット等を活用して、水道水に対する興味や理解を促し、水道

水をじゃ口から直接飲む習慣を促進させる。 

 

 

④ ＰＲグッズ等を通じた水源保全  

⑤ 小学校における直結給水のＰＲ  

直結じゃ口シール 
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