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　名古屋城の北側、名城公園北園内に
あるのが「名城公園フラワープラザ」です。 
　第６回全国都市緑化なごやフェア（緑・
花・祭なごや’88）の記念施設として開
館しました。花と緑に関する相談や指導、
各種資料の閲覧、講習会・イベントなど
も数多く行われ、花を愛する多くの人の交
流の場となっています。
　園内では、アトリウムやサニールームな
どの室内展示だけでなく、四季折々の花

Water and four seasons

花好きたちの憩いの庭
名城公園フラワープラザ

■アクセス
・地下鉄名城線 「名城公園」②番出入口より徒歩３分
・市バス栄１１系統「名城公園」下車徒歩２分
【お問い合わせ】
名城公園フラワープラザ　管理事務所
〒４６２-０８４６　名古屋市北区名城１-２-２５
電話０５２-９１３-００８７　FAX０５２-９１３-９３７９

をデザインしたモデルガーデンや自然の林
床に近い環境で育てているナチュラルガー
デンなど、さまざまな花や庭の楽しみ方を
見せてくれます。
　色とりどりの花が咲き競う春になると、
毎週イベントが目白押し。
　なかでも賑わいを見せるのは５
月初旬に行われる「クレマチス
展」と５月中旬に行われる「かき
つばた展」です。

　４月には公園のシンボルにもなっているオ
ランダ風車や花の山周辺に２万株もの
チューリップが咲き美しい花の道が登場。
　また、「春の花まつり」（4/1～5/15）
期間中はチューリップ写真コンテスト、緑
化木の無料配布、花苗・盆栽の即売会
など、花を愛する方たちにとってオトクなイ
ベントを行っています。
　暖かいこの季節は、芝生でお弁当を広
げてピクニックを楽しむのも素敵。天気のよ
い日には、ぜひお出かけになってはいかが
ですか。

名城公園フラワープラザ正面「アトリウム」展示会風景サニールーム

名古屋市
水辺紀行
No.37

オランダ風車

「花工房（講習室）」
講習会風景

モデルガーデンモデルガーデン



2

中期経営計画「みずプラン３２」を策定しました

　平成２３年度から５年間にわたり取り組んできた
「みずプラン２７」の計画期間は平成２７年度をもっ
て終了しました。
　このたび、「みずプラン２７」に続く次の計画と
して平成２８年度から平成３２年度までを計画期
間とする新たな中期経営計画「みずプラン３２」
を策定しました。
　今後、５年間は「みずプラン３２」のもと、計
画的に事業を推進し、お客さまに信頼される持
続可能な「なごやの水道・下水道」を維持して
いきます。
　「みずプラン３２」は上下水道局公式ウェブサイ
トでご覧いただけます。

☎お問い合わせ　経営企画課 TEL:０５２-９７２-３６１２ / FAX:０５２-９６１-０２７６

仮

「環境報告書2015」
を作成しました

　上下水道局は、環境負荷の少ない上
下水道事業、環境を守る上下水道事業
を目指しており、この度、環境保全への
取り組みとその成果を環境報告書に取り
まとめました。平成２６年度の上下水道
局の温室効果ガス排出量は、約１７万ト
ン（二酸化炭素換算値）で、平成２年度
（1990年度）と比較して約１７％減少しま
した。
　「環境報告書 2015」は、上下水道局
公式ウェブサイトでご覧いただけます。
ぜひ、ご一読ください。



水道の水質
Water and four seasons
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浄水場での検査の様子

木曽川の水質を検査

ダム湖での採水

　上下水道局では、お客さまに安心して水道水をご利用していただくために、水
源の水質監視や水道水の水質検査を行っています。

水源の水質監視
　水源である木曽川やダムの水質を定
期的に検査し、異常がないか確認して
います。

水道水の水質検査
　浄水場では、法律で定
められた項目について検査
するほか、給水区
域内のじゃ口から
採った水を定期的
に検査しています。

　上下水道局では、毎年定める水質
検査計画に基づき、水道法で定められ
た 51項目の水質基準項目をはじめ、水
道の水質管理に必要な約200項目を検
査しています。
　水質検査結果の詳細は、市役所西
庁舎１階の市民情報センター、市内の
各図書館、上下水道局営業所にある
「水質管理年報（水道編）」でご覧いた
だけます。

上下水道局公式ウェブサイト（裏表紙
または右記QRコードを参照）で、各浄水場と給
水区域内20か所のじゃ口における、最新の水質
検査結果をご覧いただけます。
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名古屋市の水源のひとつ「味噌川ダム」の周辺で、地元の木祖村や
日進市の子どもたちとの交流キャンプが開催されます。ぜひご応募ください。

●日 時

対　象

内　容

参加費

応募方法

●場 所

●交 通

６月５日（日）
鍋屋上野浄水場

６月２４日（金）

名古屋市給水区域在住の小学５年生～中学３年生３０名
カヌー、冒険トレッキング、リバートレッキング、木工体験など、みんなで木祖村を
体験しよう。キャンプファイヤーや野菜収穫体験も！
一人17,000円
①行事名②参加する全員の住所、氏名、学年、性別、電話番号を明記のうえ、官製はがき
の場合は〒399-6203 長野県木曽郡木祖村大字小木曽２０５８-22水資源機構味噌川
ダム管理所キャンプ係あてにお送りください。Eメールの場合は「misogawa@avis.ne.jp」
宛にお送りください。FAXの場合は０264-36-３４８５あてにお送りください。

　浄水場の施設見学ツアーや木曽三川流域の特産物販
売など楽しいイベントが盛りだくさんです。ふだん見るこ
とのできない浄水場の特別開放にぜひご来場ください。

第21回サマーキャンプ in KISOGAWA
8月16日（火）～18日（木） 2泊3日/テント泊

締め切り

10:00～15:00

※応募者多数の場合は抽選

※変更の場合あり

※名古屋からバスで送迎します

※グループ分けは主催者におまかせいただきますことをご了承ください。

（千種区宮の腰町１番３３号）
■地下鉄名城線「砂田橋」下車１番出口徒歩５分
■ゆとりーとライン「砂田橋」下車徒歩５分
■基幹バス「谷口」下車徒歩５分

お問い合わせ　水資源機構 味噌川ダム管理所キャンプ係 電話０２６４-３６-３111

ホームページ　http://www.water.go.jp/chubu/misogawa/

参加
者募集中！！

必 着

なごや水フェスタ 入場無料

▲昨年度のようす

　浄水場の施設見学ツアーや木曽三川流域の特産物販
売など楽しいイベントが盛りだくさんです。ふだん見るこ
とのできない浄水場の特別開放にぜひご来場ください。

最新情報はこちら！

配水塔の開放 　毎年、８月と３月に開催していた配水塔の開放を、「名東
の日・区民まつり」に合わせて行います。
猪高配水塔の展望スペースからの眺望をお楽しみください。
場　　所：猪高配水塔（名東区猪子石二丁目）
アクセス：市バス「猪子石小学校」停　徒歩５分
※駐車場はございませんので、公共交通機関でご来場ください。

広報サービス課　TEL:972-3608　FAX:972-3710

入場無料
平成２８年
５月８日（日）
10:00～16:00
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手軽に作れる 自家製デトックスウォーター

水と暮らし

　水道水やミネラルウオーターにフルーツ、野菜、ハーブなどを入れて作ったドリンクの
ことをいいます。
　水に食材の風味をつけることで、おいしく水分補給することができ、美肌効果や体
内に溜まった毒素や老廃物を排出させる効果があります。

デトックスウォーターって？

　お好みの食材を切って容器に入れ、
水を注いで冷蔵庫で４時間～一晩以上
寝かせば完成です。
　食材の組み合わせには決まりはあ
りません。食材の持つ成分や、自分
の好みに合わせて、色々と組み合わ
せを試してみるのもいいのではない
でしょうか。

　デトックスウォーターは、加熱す
ることで破壊されてしまうビタミン
類や酵素なども補給できるのが魅力
です。美肌効果のあるビタミンＣは
かんきつ類やベリー類に多く含まれ
ます。
【レモン】
クエン酸には疲労回復、代謝を活発
にする効果が期待できます。
【オレンジ】
薄皮や筋に含まれているポリフェ
ノールは血流改善に効果あり。冷え
性の改善に効果が期待できます。
【グレープフルーツ】
ビタミンＣによる美白効果に加えて、
香りに含まれる成分は血行の促進に
効果的です。
【イチゴ】
ポリフェノールだけでなく鉄分、葉
酸成分も豊富。貧血や冷え性改善に
も効果的です。
【リンゴ】
リンゴに含まれる食物繊維ペクチン
が腸内環境を整える役目をします。

作り方 おすすめ食材

デトックスウォーターは、作ってから２４時間
以内に飲みきりましょう。皮ごと使うのがお
すすめですが、よく洗ってから使用してくだ
さい。

※
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玉ネギの
ファルシー

 材料：2人分
鶏ひき肉 
玉 ね ぎ
塩　
こしょう
顆粒コンソメ

しょう油
お好みの野菜

80g 
中２個
0.6g
少々
3g

小さじ１
適量

なごやの水道水を使った

からだと環境にやさしい料理レシピをご紹介

かんたんクッキング

作り方

❶玉ネギの上から３分の１を切り、中身をスプーンでくり抜

　く。中身はみじん切りにして、600Ｗの電子レンジに約

　１分かけ、冷ましておく。

❷ボウルに鶏ひき肉、調味料、みじん切りにした❶を合わ

　せ粘りが出るまでよく混ぜる。他の野菜がある場合はこ

　こで加える。

❸❷を耐熱皿に乗せ、お湯で溶かしたコンソメスープをか

　け、しょう油で味をととのえる。６００Wの電子レンジで約

　１５分加熱する。

❹火が通ったら、❶で切り取った上部と一緒に盛り付ける。

旬の新玉ねぎを使うと、季節感も出て、よりおいしく召し上
がっていただけます。
他の料理を作る際に余った野菜も一緒に混ぜると、ごみも
減らせ、環境にやさしい料理になります。

名古屋文理大学短期大学部
名古屋文理栄養士専門学校

P
ポイント

レシピ監修

お客さまの　　　声から
名古屋市全体で、水は１日にど
れくらい使われているのですか。

　平成２６年度の１日平均給水量は、７６１，４４７㎥です。これは小学校の
プールに換算すると、約３,０４６杯分になります。
　なお、この数値には、名古屋市が市外給水をしている区域（清須市（春
日地区を除く）、北名古屋市久地野地区、あま市甚目寺地区、大治町）へ
の給水を含みます。

※一般的な小学校のプールの容量は２５０㎥とします。

•

•

（１５０ccのお湯で溶かす）

（みじん切りにしておく）

1人分の栄養価
エネルギー  165kcal
たんぱく質 　 18.0g
脂　　　質  　  6.8g
炭 水 化 物 　   3.6g
ナトリウム 276.3mg



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2８年4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。
●名城水処理センターの見学ができます。（5名以上の団体に限る。要予約）

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

千種区月ヶ丘一丁目2-2
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２０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２8年7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
お問い合わせ先

年中無休

Q
　平成28年3月に策定された上下水道局の新たな中期経営計画
の名前として正しいのはどれでしょう。
Ａ．みずプラン32　Ｂ．みずプラン28　Ｃ．みずプラン27

〈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。件名に「水と四季春号クイズ応募」と、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。

下水道直結式仮設トイレを設置するマンホールのふたには「Ｂ．震災用」と書かれています。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28年6月30日（木）必着です。
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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


