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　名古屋市では、平成12年に水道局と下水道局を統合して、上下水道局を設置しました。
これまで私たちは、約90年にわたる長い歴史の中で培われた、水道・下水道の知識や技術
を受け継ぎながら、水道事業、工業用水道事業、下水道事業という個別の枠組みの中でそ
れぞれの役割を果たしてきましたが、両局の統合により、上下水道事業を一体的に考え、
その特徴を最大限に発揮できるようになりました。私たちは、これを機会に個別の枠組み
にとらわれない将来の事業のあり方を明らかにし、上下水道事業を総合的に運営していき
たいと考えています。
　また、近年では地方公営企業の独立行政法人化や上下水道サービスの国際規格化など、
民間企業との比較や競争が大きな話題となっています。今後ともお客さまの信託を受け、
引続き経営を預かっていくためには、私たちがめざしている将来の上下水道事業の姿を明
らかにしていく必要があります。
　このため、私たちは、水との関わり方を長期的な観点から見つめ直し、「水の総合的管
理」をめざした「名古屋市上下水道構想」を作成しました。この構想は、これからの上下
水道事業のあるべき姿と、私たちがめざす事業の方向を明らかにしたものです。
　今後、私たちはこの構想に基づいて具体的な計画や方法などを定め、職員が一体となっ
て構想の実現に向けた取り組みをすすめていきます。

 本構想の構成

これからの名古屋の上下水道事業

　水は人や生き物にとって欠かすことができない大切なものです。私たちは古くから水を
育みあるいは親しみながら、水と関わってきました。山や水の景色が清らかで美しいこと
を「山紫水明」といいます。美しい水や水辺の風景は多くの詩に詠まれ、私たちの文化に
深く根付いてきました。また、水はさまざまな形で利用され、私たちに豊かな生活をもた
らしてきました。
　しかし、渇水や豪雨、水質の悪化など、水に関する多くの問題も存在しています。世界
各地においても、水不足や洪水、水質汚濁など水に関わるさまざまな問題が危惧されてい
ます。水が重要な役割を果たすと思われる21世紀は「水の世紀」と言われ、今後、水をい
かに利用し、制御し、保全するかが重要な課題となります。
　水道事業や下水道事業の役割は多くありますが、公衆衛生の向上や災害の防止などに加
えて環境保全の重みが増してきました。特に、今日では、水と環境に関する施策は、一体
的に考え、広い視野で取り組まなければ解決できなくなってきています。本市において
は、このような情勢の変化に対応して、平成12年に水道局と下水道局を統合し、上下水道
局を発足させました。これを機会に水との関わりを見つめ直し、水道事業、工業用水道事
業、下水道事業という個別の枠組みから一歩踏み出して、みなさまとの連携や協働を図り
ながら流域全体で適正な水循環や品質管理、浸水の防除などに取り組む「水の総合的管
理」を推進していきたいと考えています。
　私たちは、この「名古屋市上下水道構想」を、みなさまと上下水道局との「架け橋」とし
て、水道事業、工業用水道事業、下水道事業相互の「架け橋」として、そして現代から未来
への「架け橋」として活用し、新時代にふさわしい上下水道事業を求めていきたいと考えて
います。

名古屋市上下水道局長
 山田　雅雄

（東山給水塔）
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現在の取り組み現在の取り組み現在の取り組み
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 名古屋市上下水道構想とは…
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 基本理念

安全でおいしい水をお届けすること、
地震や水害などの災害にも強いこと、

身近な環境を改善して美しい水環境をつくること……。
私たちにはさまざまな役割があります。

これからも豊かで快適な生活を営んでいただくために、
私たちは、これらの役割を確実に果たしていきたいと考えています。

しかし、これらの中には、
みなさまとの連携や協働がなければ、成し遂げられないものもあります。
私たちは、これまで培ってきたみなさまとの関係を大切にしながら、
日本の、そして世界の人々との間に架け橋を築いていきます。

そのための基本理念が「信頼」です。

私たちは、みなさまとの信頼関係を大切にして
みなさまと一緒に上下水道事業をすすめていきます。

信　頼

私たちがめざす関係
　私たちは、上下水道事業に
関係する国内外のみなさまと、
「信頼」関係を築き、共に事業
をすすめていきたいと考えて
います。

名古屋市
上下水道局

信　　頼信　　頼 みなさま
（関係する人々）

お客さま
（上下水道利用者）
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下水道資源の有効利用

水環境の創出

災害の災害の防止防止災害の防止

名古屋新世紀計画2010※
まちづくりへの貢献

水の総　合的管理
サービスレベ　ルの向上

事業基　盤の強化

公共用水域の保全
清浄･豊富･低廉な水の供給

生活環境の向上
公衆衛生の向上 浸水の防除

災害対策
の充実

地盤沈下の防止

すべてのお客さまの
満足をめざします

水道給水開始　（大正3年）
下水道供用開始（大正元年）

時代の潮流時代の潮流
少子高齢化の急速な進行少子高齢化の急速な進行
ゆとり･心の豊かさ志向の高まりゆとり･心の豊かさ志向の高まり
国際･広域交流の進展国際･広域交流の進展
地球環境問題の顕在化地球環境問題の顕在化
高度情報通信社会の進展高度情報通信社会の進展
行政改革の推進行政改革の推進

時代の潮流
少子高齢化の急速な進行
ゆとり･心の豊かさ志向の高まり
国際･広域交流の進展
地球環境問題の顕在化
高度情報通信社会の進展
地方分権の進展

お客さまお客さまお客さま

事業運営事業運営事業運営
信頼に応える
事業運営に努めます

人にも環境にもやさしい
高品質な水をつくります

品質管理品質管理品質管理
健全で安定した
水循環を守ります

水循環水循環水循環

パートナーシップで
水の世紀をつくります

パートナーシップパートナーシップパートナーシップ

まちづくりに
貢献します

まちづくりまちづくりまちづくり

危機に強い
ライフラインをめざします

危機管理危機管理危機管理

公衆衛生の向上公衆衛生の向上公衆衛生の向上 環境の保全環境の保全環境の保全

凡　　例

は上下水道事業の役割
を示しています

は本構想の視点

 私たちの役割と事業方針
　上下水道事業には、「公衆衛生の向上」
「災害の防止」「環境の保全」という3つの
基本的な役割があります。これらの役割
は、時代とともに少しずつ変化しています
が、基本的には変わらないものと考えてい
ます。
　今まで、私たちはこれらの役割を水道事
業、工業用水道事業、下水道事業という個
別の事業の中で着実に果たしてきました
が、上下水道局の発足により「水の総合的
管理」など、より包括的な役割も担うこと
になりました。
　このため、私たちは時代の潮流にも注意
を払いながら、「お客さま」や「事業運
営」など7つの視点で上下水道事業を見つめ
直し、それぞれの事業方針を定めました。
　この「水の樹」は、基本的な3つの役割を
「幹」とし、事業方針を「葉」として、模
式的にその関係を表したものです。

注）　※の語句はP.22～24に説明があります。

水の樹
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品質管理品質管理品質管理

 現在の取り組み
　本市の上下水道事業には、約90年の歴史があります。
　その間、私たちはみなさまにより安全で、快適な生活を送っていただけるよう、
さまざまな取り組みをすすめてきました。
　現在上下水道局では、この長い歴史の中で培われた知識や技術を積み重ね
ながら次のような取り組みをすすめています。

・水源から家庭までの水質監視
・直結給水の推進
・貯水槽水道の適正管理の指導
・下水道の高度処理の導入
・合流式下水道の改善
・下水道の利用方法（油を流さない
　など）についての広報
・工場への排水指導
・下水処理場の水質管理　など

・上下水道事業経営調査会の運営
・組織の再編
・情報公開の実施
・行政評価の実施、公表
・環境レポートの作成、公表
・入札、契約事務の改善
・情報通信技術（IT）を活用した事務の合理化
・職員研修の実施
・省エネルギーの推進
・資源、資産の有効活用
・他企業工事との共同施工
・建設コストの縮減　など

上下水道事業経営調査会

岩屋ダムでの採水

・時間外受付窓口の運営
・インターネット受付の実施
・コンビニなど
　料金収納窓口の拡大
・各戸検針、各戸徴収の推進
・下水道科学館の運営
・浄水場などの施設開放
・洋上下水道教室の実施
・モニター制度の実施　など

水道メータの検針

営業所の窓口

水質検査

工場排水立入り検査

お客さまお客さまお客さま

水の丘（水景施設）

植田下水処理場

・水景施設の設置
・ランの館への下水の高度処理水
　の供給
・名古屋城お堀への工業用水
　の供給
・下水処理場の臭気対策の実施
・環境に配慮した建設工事の促進
・施設の緑化推進
・施設上部の有効利用
・下水道の普及拡大　など

まちづくりまちづくりまちづくり

・水源地域との交流事業の実施
・雨水流出抑制への協力についての広報
・広域研修事業の実施
・民間企業との共同研究の実施
・伊勢湾総合対策協議会への参加
・海外からの研修生の受け入れ　など

ドングリの植樹
海外からの研修生受け入れ

パートナーシップパートナーシップパートナーシップ

・下水道の高度処理の導入
・合流式下水道の改善
・荒子川への下水の高度
　処理水の供給
・新川流域総合治水対策　
　協議会への参加
・地下浸透など雨水流出　
　抑制の推進
・工業用水道の普及　など

透水性ブロック舗装

水循環水循環水循環

・浄水場などの監視強化
・老朽施設の改善
・安定した水資源の確保
・浸水対策の推進
　（緊急雨水整備計画など）
・水道管、下水管の耐震化
・浄水場、処理場の耐震化
・地下式給水栓型応急給水施設の整備
・災害時仮設トイレ用マンホール蓋の設置
・応急給水施設の維持管理
・災害時相互応援協定の締結　など

東山雨水調整池
（東山レイントンネル）

応急給水

耐震管の布設工事

危機管理危機管理危機管理

事業運営事業運営事業運営
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すべてのお客さまへの
わかりやすい応対

事業方針１　すべてのお客さまの満足をめざします
　水は、快適で安全な社会をつくるためには欠かすことができない大切なものです。この大
切な水をすべてのお客さまに快適に利用していただくためには、お客さまの要望を十分反
映した上下水道事業をすすめていく必要があります。
　私たちは、より安全でおいしい水の供給、満足できる料金など、お客さまから寄せられる
さまざまな要望を上下水道事業に反映させながら、すべてのお客さまの満足をめざして事業
をすすめていきます。

注）　※の語句はP.22～24に説明があります。
【私たちがめざしている姿】

○ お客さまに安全でおいしい水をお届けします　⇒関連P.10
○ お客さまが満足できる料金をめざします　⇒関連P.12
○ お客さまの声をしっかり聴き、十分に説明することで信頼に応えます
○ 必要なときに迅速に対応できる事業体をめざします　⇒関連P.14
○ お客さまとともにより高い水準の事業体をめざします

【私たちの取り組み】

お客さまの声の集約、
体系化によるサービスの充実

お客さま向けサービスセンター
による受付時間の拡大と
ワンストップサービス※の実施

お客さまの協力（油を流さない・
ビルの排水槽※の適正管理など）
による快適な上下水道の利用

イベントなど
ふれあいを通じた身近な
上下水道事業

インターネットモニター
による迅速な意向の把握

検針時などを利用した
積極的な広報や
お客さまとの対話

情報通信技術（IT）を
活用した迅速で的確な
移動サービス

誰もが簡単に利用できる
便利なホームページ

上下水道訪問授業などによる
情報や知識の提供

お客さまお客さまお客さま

携帯電話などを利用した
双方向情報サービス※

お問い合わせ

お客さま向けサービスセンター

営業所 事務所 浄水場など

相談
申し込み
漏水

イベント

迅
速
な
対
応
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事業方針2　人にも環境にもやさしい高品質な水をつくります
　お客さまからの「安全でおいしい水」を求める声が、近年一層高まっています。また、
使用した水は「環境にやさしい水」にして自然に返さなければなりません。そのため私た
ちは、良質な原水を守ること、施設の整備と維持管理を確実に行うこと、水準の高い品質
管理に努めることなどが必要だと考えています。
　私たちは、組織全体で総合的な品質管理に取り組み、人にも環境にもやさしい高品質な
水をいつでも、いつまでもつくり続けていきます。

注）　※の語句はP.22～24に説明があります。 【私たちがめざしている姿】

○ 水源地域から伊勢湾まで、流域全体の水質保全をめざします
○ 施設の整備や維持管理、運転管理に努めて、高品質な水をつくり続けます
○ 取水した水を河川に返すまでの総合的な品質管理を行います

【私たちの取り組み】

貯
水
槽
水
道

直
結
給
水
方
式

組織全体で行う
総合的な品質管理

直結給水※方式の推進、貯水槽水道※利用者
に対する相談・支援による
安全でおいしい水の供給

水源林保全による
良質な水道水源の維持

合流式下水道の改善※

などによる河川の水質改善

下水道の高度処理※

による伊勢湾の水質改善

工場への適正な排水指導※

上下水道施設の
適正な運転管理

塩素注入量管理※による
安全でよりおいしい水の供給

老朽施設の計画的な更新
による品質の向上

お客さまの協力
(油を流さないなど)による
健全な上下水道施設

浄水場や処理場など
基幹施設の機能強化による
高品質な水づくり

水道･下水道技術の
研究・開発・改善
による高品質な水づくり

品質管理品質管理品質管理

は、完了までに長期間を必要とすることがら

お客さま
工場

下水管

伊勢湾
ダム

品質管理

河川

取水口

導水施設

浄水場

配水施設

下水
処理場

雨水
ポンプ所
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事業方針3　信頼に応える事業運営に努めます
　現代社会はめまぐるしく変化しています。上下水道事業においても、少子・高齢化の進
展など社会が成熟化していくなかで、水需要に変化が見られるようになってきました。そ
の一方で、安全や安心といった視点から将来を見据えて、施設の耐震化や浸水対策の強
化、老朽施設の更新、高度処理などへの設備投資が必要となってきています。また、地球
環境への配慮や事業運営の透明性の確保など上下水道事業に対する社会的な要請も高まっ
ています。
　私たちは、環境に配慮した事業をすすめるとともに、あらゆる角度から事業を点検し、
透明性が高く、効率的・効果的な事業運営に努めていきます。

注）　※の語句はP.22～24に説明があります。 【私たちがめざしている姿】

○ 組織の再編や事務の見直しなどで、効率的･効果的な事業運営に努めます
○ 行政評価や契約事務の改善などで、透明性の高い事業運営をすすめます
○ 省エネルギーやリサイクルなどで、環境に配慮した事業運営に努めます
○ 職員の能力向上や蓄積された技術の伝承を図ります
○ 情報通信技術（IT）の活用で、迅速でスリムな事業運営に努めます

【私たちの取り組み】

掘削土の
再利用

水道とガスなどの水道とガスなどの
同時工事同時工事

水道とガスなどの
同時工事

水道と下水道の設計・施工の一体化水道と下水道の設計・施工の一体化水道と下水道の設計・施工の一体化

省エネルギーやリサイクルの推進
など環境に配慮した事業運営

情報通信基盤※の計画的な構築
による迅速で確実な業務

外部委託など民間活力の
導入による組織のスリム化

建設コストの縮減による
経済的な事業経営

他企業との共同施工
による効率的な工事

原価構成※の変化に見合った
料金体系の設定

職員の育成による
能力・技術の向上

個人情報の保護など
万全な情報管理

行政評価※の推進などによる
効果的で無駄のない事業経営

契約事務の改善による
公正で透明な事業経営

環境マネジメントシステム※の
運用などによる環境にやさしい
上下水道事業

経営計画の作成や上下水道
一体体制の推進による
効率的・効果的な事業経営

事業運営事業運営事業運営

ゼロエミッション※への挑戦
による環境にやさしい上下水道
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地　　震

事業方針4　危機に強いライフラインをめざします
　集中豪雨や渇水など水に関わる自然災害が頻発しています。名古屋市でも平成6年に大
渇水、平成12年に東海豪雨に見舞われました｡また、本市は政令指定都市としてはじめて
地震防災対策強化地域に指定され、地震への備えは今まで以上に重要になっています。さ
らにテロや感染症、大規模停電など予測が難しい事態への対応も必要です。
　上下水道施設は、お客さまの生活や都市活動に支障がないよう、あらゆる危機に対して
強い対応能力を持ち続けなければなりません。私たちは、被害の未然防止や発災時の迅速
な対応に努めていきます。

注）　※の語句はP.22～24に説明があります。

○ 危機の分析や評価、対策など、不測の事態に備えます
○ 施設整備や維持管理に努め、事故やテロなどの危機に備えます
○ 断水のない名古屋の伝統を大切にし、渇水に強い水道を守ります
○ 東海豪雨の教訓を活かし、大雨にも強いまちをめざします
○ 東海･東南海地震にも安心な大地震に強い上下水道をめざします
○ 地域のみなさまとの連携による危機管理や防災活動に取り組みます

【私たちの取り組み】

大　　雨

渇　　水

事故やテロなど

【私たちがめざしている姿】 は、完了までに長期間を必要とすることがら

耐震性向上による大地震
にも強い上下水道施設

危機の分析やマニュアルの整備、
防災施設の整備など
危機管理体制の強化

地域のみなさまとの連携による
防災訓練や災害時のスムーズな
応急活動

バックアップ機能の強化による
危機に強い上下水道施設

警備の強化や管理の徹底など
による安全な上下水道施設

他都市との連携強化による
早期支援・早期復旧

応急給水施設※などの
充実した避難所

きめ細かな配水圧力調整※

による断水のない水道

複数の水源による渇水時にも
安心して利用できる水道

老朽施設の更新による
事故の未然防止

どんなときにも安心できる
応急給水体制※の充実

雨水の排水能力や貯留能力※

の強化などによる大雨でも
床上浸水しないまち

災害時の情報収集・提供システム
の整備による迅速で的確な対応
とみなさまへの情報提供

自治体を越えた総合的な雨水対策
による雨に強いまち

危機管理危機管理危機管理

耐震性貯水槽耐震性貯水槽耐震性貯水槽

応急給水センター応急給水センター応急給水センター
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事業方針5　健全で安定した水循環を守ります
　雨は、やがて川となって海に流れ、ふたたび蒸発して雲となり雨となります。
上下水道事業は、こうした自然の水循環の中で、社会の営みのため、その一部の水を活用
して生活や産業に利用しています。また一方で、大雨による浸水から都市を守る役割も果
たしています。
　私たちは、この水循環が、社会の営みや環境保全のために適切なバランスで維持される
よう、広域的な視点で上下水道事業に取り組んでいきます｡

注）　※の語句はP.22～24に説明があります。 【私たちがめざしている姿】

処理場処理場処理場

地下水地下水地下水

浄水場

雨水利用雨水利用雨水利用

雨水貯留雨水貯留雨水貯留

浸透浸透浸透

せせらぎせせらぎせせらぎ
○ 広域的な視点で、流域全体の水循環の保全に取り組むとともに、健全な都市の
　 水環境をつくります
○上下水道の施設や都市内の水などを活用して、うるおいのある環境づくりを
　 めざします
○ 環境にやさしい高品質な水によみがえらせ、川や海に返します
○ 地域のみなさまや関係機関とともに、健全な水循環のために取り組みます

【私たちの取り組み】

地下水の流れ

上下水道の流れ

凡　　例

は、完了までに長期間を必要とすることがら

合流式下水道の改善※など
放流水質の向上による
河川の水質改善

工業用水道※の利用
（地下水汲み上げ抑制）
による地下水が豊富なまち

下水道の高度処理※など
水質の向上による
美しい伊勢湾

名古屋市における
総合的な水計画策定への参画

雨水浸透施設※などの
設置・啓発による安全で
うるおいのあるまち

水源林保全による森林の
保水・ろ過機能の維持

上下水道技術の交流など
上中流域との協働による
水源水質の保全

効果的な水利用や下水の高度処理水※の
再利用など、新たな水資源の確保による
健全な水循環の形成

水循環水循環水循環

自治体を越えた広域的な雨水対策
による河川流量の制御
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事業方針6　パートナーシップで水の世紀をつくります
　水は多くのみなさまにより守られています。名古屋の水がおいしいのは、水源となる川
の水質が良好に守られているからです。同じように、私たちが使った水は下流域のみなさ
まのために、より良い水にして返さなければなりません。これからも良好な水質を守るた
めには、それぞれの地域のみなさまと連携した取り組みが大切です。また、大切な水を守
るためには、国や他の自治体、企業などとの技術的、行政的な連携も必要になります。さ
らに、災害に備えた訓練や発生した場合の対応など、災害に立ち向かうことができる防災
協働社会をめざしていくことも大切です。
　私たちは、上下水道に係わるさまざまな分野の人々や組織との連携を図りながら、パー
トナーシップを重視して上下水道事業に取り組んでいきます。

注）　※の語句はP.22～24に説明があります。 【私たちがめざしている姿】

○ みなさま一人ひとりとの連携をすすめます
○ 企業・学校・市民団体などとの協働をすすめます
○ 国･他の自治体などとの広域的・行政的な連携を深めます
○ 国際社会との交流を図るとともに、国際協力をすすめます

【私たちの取り組み】

自治体を越えた総合的な雨水対策
による雨に強いまち

自治体を越えた広域研修事業
による技術の向上

水源林の保全や技術の交流など
上中流域との協働による
良質な水道水源の維持

雨水浸透施設※などの
設置・啓発による安全で
うるおいのあるまち

広域的に連携した浄化対策
による美しい伊勢湾

防災情報など地域との連携
による詳細な情報収集

地域のみなさまと取り組む
防災活動

災害時における他都市
との連携強化による
早期支援･早期復旧

技術協力・交流による
国際社会への貢献

大学や企業などとの連携
による新技術の開発

みなさまと取り組む
水環境の向上

は、完了までに長期間を必要とすることがら

植樹植樹植樹

技術交流技術交流技術交流

耐震性貯水槽耐震性貯水槽耐震性貯水槽

応急給水センター応急給水センター応急給水センター

パートナーシップパートナーシップパートナーシップ

お客さまと密接な関係にある
水道工事店などとの連携による
きめ細かな対応

お客さまの適切な利用（油を流さ
ない・ビルの排水槽※の適正管理
など）による快適な上下水道施設

水に係る情報の収集・発信による
みなさまへの情報提供

　21世紀は、水の重要性が再認識される世紀で
あると同時に、水に関する諸問題を解決してい
く世紀であると言われています。このことか
ら、21世紀は「水の世紀」と呼ばれています。



下水の高度処理水※の再利用
による水辺環境の創出

効果的な水利用による
美しい市内河川

20 21

　名古屋は、東部の丘陵地を除いて、おおむね平坦で、市の中心部には自然の河川があり
ません｡また、地形的に流れのある水辺が創りにくくなっています。名古屋をうるおいの
あるまちにするためには、新たな水源を確保することや水辺の環境を整備すること、川や
海の水質を守ることなどが必要です｡
　また、快適で安心して暮らせるまちにするためには、ライフラインとしての機能を確保
することや雨からまちを守る施設の整備、生活環境に配慮した工事や維持管理を行うこと
などが必要となります。
　私たちは、都市環境の向上や保全など、上下水道がまちづくりに果たすべき役割や可能
性を常に意識しながら、事業に取り組んでいきます。

注）　※の語句はP.22～24に説明があります。 【私たちがめざしている姿】

○ 関係機関とともに、まちの中にある新たな水源を利用した水環境の整備を行い、
　 うるおいのあるまちをめざします
○ 生活環境に配慮した工事や維持管理、リサイクルの推進で都市環境を守ります
○ ライフラインとしての機能を維持し、社会を支え続けます
○ 安全で快適なまちづくりのため、地域のみなさまとの連携をすすめます

【私たちの取り組み】

処理場処理場処理場

処理場処理場処理場せせらぎせせらぎせせらぎ

浄水場浄水場浄水場

は、完了までに長期間を必要とすることがら

雨水浸透施設※などの
設置・啓発による安全で
うるおいのあるまち

施設上部の多目的利用など
資産の有効活用による豊かな生活

下水管を利用した光ファイバー
による情報化社会への貢献

上下水道施設を利用した
美しいランドスケープ※

ヒートアイランド現象※緩和策の
推進による
快適な都市環境への貢献

下水道の高度処理※や
合流式下水道の改善※など
水質の向上による美しい河川や伊勢湾

環境に配慮した運転管理および
工事や維持管理の実施による
良好な生活環境

下水道の汚泥処理※能力の増強
による増加する汚泥への対応

老朽施設の更新による
上下水道機能の確保

下水道普及率100％
による快適な暮らし

事業方針7　まちづくりに貢献します
まちづくりまちづくりまちづくり



合流式下水道の改善前（図－1） 合流式下水道の改善後（図－2）
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 語句説明　（五十音順）
・雨水浸透施設（P.17、18、21）
　　雨水浸透施設とは、雨水を地下に浸透させることによって、短時間に大量の雨水が下水管や河川に
流れ込まないようにするための施設をいいます。

・塩素注入量管理（P.11）
　　水道水への注入が義務づけられている塩素の注入量を適正に管理することをいいます。衛生上の措
置として、水道法では消毒を必ず行うことにより、じゃ口において保持する塩素濃度を定めていま
す。塩素濃度は高すぎても塩素臭が強くなるため適正な注入管理が必要です。

・応急給水施設（P.14）
　　応急給水施設とは、地震や事故などが発生した時に飲料水を供給するための施設のことをいいます。

・応急給水体制（P.15）
　　地震や事故などが発生し、水が出なくなったときなどに上下水道局が配備する体制のことをいいま
す。具体的には、上下水道局の営業所などが給水タンク車などを使って給水したり、応急給水施設に
仮設給水栓を設置して給水するための体制を敷きます。

・環境マネジメントシステム（P.13）
　　事業者が自主的に環境保全に関する取り組みをすすめるに当たり、環境に関する方針や目標などを
自ら設定し、これらの達成に向けて取り組んでいくことを「環境管理」又は「環境マネジメント」と
いいます。また、このための体制・手続きなどを「環境マネジメントシステム」といいます。

・行政評価（P.13）
　　行政評価とは、行政が行う施策や事務事業を「市民にとっての効果」という視点から客観的に評
価・検証を行うものです。また、その結果をわかりやすい形で市民に公表することで、説明責任を果
たすとともに、成果志向へと職員の意識改革を図ります。

・下水道の汚泥処理（P.20）
　　下水を処理する過程で発生した汚泥（汚れた泥状の物質）を、脱水（水分を取り除くこと）して、
焼却することをいいます。

・下水道の高度処理（P.10、16、20）
　　通常の下水処理で得られる水質以上に窒素やリンなどを除去することができる高水準な処理方法の
ことをいいます。

・下水の高度処理水（P.17、21）
　　下水道の高度処理で得られる処理水のことをいいます。

・原価構成（P.13）
　　みなさまに飲み水をお届けしたり汚れた水を処理したりするためには、浄水処理や下水処理に必要
な費用、水源開発に必要な費用などいろいろな費用が必要になります。これらを、水1㎥当たりに必要
な費用として表したものを原価構成といいます。

・工業用水道（P.16）
　　製品の製造や冷却水など、主に工業生産のために使用される水道のことです。地下水のくみ上げに
よる地盤沈下が社会的な問題となったため、地下水に代わるものとして供給されています。

・合流式下水道の改善（P.10、16、20）
　　下水を流す方法には、汚水と雨水を同じ管で流す「合流式下水道」と、別々の管で流す「分流式下
水道」の2種類があります。合流式下水道の場合、晴れた日であれば、すべての汚水が下水処理場に送
られて処理されます。しかし、雨の日になると、一定の量を超えた雨水は汚水といっしょに直接河川
へ放流されてしまいます。（図－1）
　　こうした「合流式下水道」の欠点を緩和するために、雨水滞水池などを設置する合流式下水道の改
善（図－2）をすすめています。

・情報通信基盤（P.12）
　　高度情報通信社会の実現に必要な、大容量・高速の情報伝達を可能とする光ファイバー通信ネット
ワークなどの設備や仕組みのことをいいます。

・ゼロエミッション（P.13）
　　企業活動や生産活動によって、廃棄物・排出物を一切出さないようにする仕組みのことをいいます。

・双方向情報サービス（P.8）
　　情報の相互伝達という情報通信技術（IT）の特性を活かし、上下水道局からのお伺いや働きかけにお
客さまからお応えいただいたり、お客さまからの問合せに随時お応えし、いただいた情報を新たな情
報提供などのサービスに繋げていくことをいいます。災害時の例として、断水や浸水の状況をお知ら
せいただき、情報提供に活用させていただくなどの用途が考えられます。

うすいしんとうしせつ こうぎょうようすいどう

ごうりゅうしきげすいどう かいぜん

じょうほうつうしんきばん

そうほうこうじょうほう

えんそちゅうにゅうりょうかんり

おうきゅうきゅうすいしせつ

おうきゅうきゅうすいたいせい

かんきょう

ぎょうせいひょうか

げすいどう おでいしょり

げすいどう こうどしょり

げすい

げんかこうせい

こうどしょりすい
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・貯水槽水道（P.11）
　　配水管から引き込んだ水道水をいったん建物内の受水槽に貯め、ポンプや高架水槽を経由して給水
する方式の水道をいいます。主に集合住宅や事務所、ビルなどで用いられています。

・直結給水（P.11）
　　受水槽などを経由せず、直接配水管からお客さまに水をお届けする給水方式のことをいいます。

・貯留能力（P.15）
　　雨水貯留施設が雨水を貯めることのできる能力のことをいいます。
　　雨水貯留施設は、地形的に浸水の起こりやすい局所的な窪地などに設置される施設で、大雨の時一
時的に雨水を貯め、周辺地域を浸水から守ります。貯めた雨水は、雨が降り止んだ後に少しずつ流す
ために、河川や下水管への負担が軽くなります。

・名古屋新世紀計画2010（P.5）
　　西暦2010年を目標年次とした名古屋市の長期総合計画のことです。生活・環境・文化・産業のすべ
てにわたって調和のとれた「誇りと愛着の持てるまち・名古屋」をめざしています。

・配水圧力調整（P.14）
　　水道管の水圧を調整することをいいます。渇水時には、浄水場や配水場から水を送る圧力を下げる
など、水道管の水圧を調整することがあります。

・排水指導（P.10）
　　工場などから下水道に流れ込む排水が、下水道法などに定められた水質を満足しているか否か検査
し、違反があれば、指導することをいいます。

・ヒートアイランド現象（P.21）
　　夏場における都市部の気温が、アスファルト舗装やビルの冷房の排気熱などによって、周辺地域よ
りも数度高くなる現象のことをいいます。気温分布図を描くと、等温線の形状が海に浮かぶ島の形に
似ていることからこのように呼ばれています。

・ビルの排水槽（P.8、19）
　　ビルの地下などに設置される排水槽のことです。主にトイレ排水を貯留する汚水槽と厨房排水など
を貯留する雑排水槽、両者を貯留する合併槽があります。ここにたまった排水が腐敗すると「硫化水
素」などの物質が発生し、悪臭の原因になります。

・ランドスケープ（P.20）
　　人工的な環境と自然環境との調和をめざした総合的な景観のことをいいます。

・ワンストップサービス（P.9）
　　1か所または1回でいろいろな種類のサービスの利用や手続きが行えることをいいます。

名古屋市上下水道構想アドバイザー会議
　「名古屋市上下水道構想」の策定にあたり、名古屋市
上下水道構想アドバイザー会議を開催し、アドバイザー
のみなさまから貴重なご意見やご提案をいただきました。

〈名古屋市上下水道構想アドバイザー〉（五十音順、敬称略）

アンケート
　「名古屋市上下水道構想」を策定する前に、次のみなさまを対象としたアンケートを実施
いたしました。
　　・お客さま
　　・インターネットホームページ閲覧者
　　・上下水道モニター経験者
　　・上下水道局のイベント参加者

椙山女学園大学　現代マネジメント学部教授

慶応義塾大学　環境情報学部教授

トヨタ自動車（株）　名古屋総務部総務サービス室施設グループ長

特定非営利活動法人ボランタリーネイバーズ　理事長

群馬大学　工学部助教授

平成14年度　名古屋市上下水道モニター

英文情報誌「アベニューズ」　編集長

岐阜大学　流域圏科学研究センター教授

  東　  珠実

石川　幹子

石谷　範幸

大西　光夫

片田　敏孝

木村　  薫

佐藤　久美

湯浅　  晶

あずま

いしかわ

いしたに

おおにし

かただ

きむら

さとう

ゆあさ

たまみ

みきこ

のりゆき

みつお

としたか

かおる

くみ

あきら

パブリックコメント
　「名古屋市上下水道構想」の策定にあたり、みなさまのご意見を広くお聴きするパブ
リックコメントを実施し、多くの方々から貴重なご意見をいただきました。

・実施期間
・提出状況
・提出方法

平成16年11月18日（木）～　平成16年12月17日（金）
意見提出者数　228人　　意見数　426件
はがきなど　　165人
ファクシミリ 5人
電子メール 55人
その他 3人

【募集結果】

ちょすいそうすいどう

ちょっけつきゅうすい

ちょりゅうのうりょく

なごやしんせいきけいかく

はいすいあつりょくちょうせい

はいすいしどう

げんしょう

はいすいそう

 みなさまからの意見をお聴きして



名古屋市上下水道局企画部経営企画課
〒460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号

電話　052 - 9 7 2 - 3 6 1 5
FAX　05 2 - 9 7 2 - 3 7 1 0

http://www.water.city.nagoya.jp/
平成17年3月　　3,000部

このパンフレットは再生紙（古紙配合率100％、白色度82％）を使用しています。




