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農業科学館 展示

農業文化園
花と水と自然に囲まれた市民憩いの場所

▲農業科学館 ▲フラワーセンター ▲四季の花園（フラワーセンター内 ）

　館内では年間を通し
て様々な展示が催され
ています。

戸田川緑地

▲なつかしい農機具の展示

　

花と水と自然に囲まれた市民憩いの場所

名古屋市
水辺紀行

vol .40

農業文化園 戸田川緑地

　戸田川緑地は、「健康とスポーツの里」をテーマに、戸田川を中心に整備が行われて
いる大規模公園施設です。広い公園内には、遊びを通して子どもたちの成長をサポート
することをテーマに設置された「とだがわこどもランド」、」近隣農家が育てた野菜を販売
する「陽だまり館」など小さな子どもから大人まで楽しめる施設がたくさんあります。
　その中でも今回は、農業を通じて季節を感じることのできる様々なイベントを開催
している【農業文化園】をご紹介します。

　農業文化園は平成元年5月、名古屋市政100周年事業の
一つとして、「農業の必要性と花を愛する心を育む市民
憩いの施設」という目的のもと、農業センター、東谷山
フルーツパークに次ぐ3番目の農業公園として、開園しました。

　園内には、農業の歴史を振り返り、未来の農業を考える「農業科学館」のほか、熱帯植物
などを展示している「フラワーセンター」があります。
　また、「花と野菜のにじ色農場」では、戸田川緑地の園内を美しく彩る花苗や野菜を育て
ており、栽培、収穫体験などを開催しています。

【開館時間（農業科学館・フラワーセンター）】
午前9時～午後4時30分
【休館日】
毎週月曜日（祝・休日の場合はその直後の平日）
年末年始（12/29～1/3）
【入館料無料】
【公共交通機関でのアクセス】
地下鉄名港線｢東海通｣駅→市バス「河合小橋」行
→「南陽支所」下車→北へ徒歩5分
【お問い合わせ】
港区春田野二丁目3204　戸田川緑地管理センター

▲カカオとチョコレート
　平成29年1月17日～2月19日

■戸田川緑地　春の行事
　さくらまつり　平成29年3月18日～4月9日①



②

お客さまからの水道料金
419 億円 (90％)

その他の収入
45 億円 (10％)

純利益
8 億円

施設の建設のための
借入金の利息
20 億円 (4％)

事業用資産にかかる
減価償却費など
180 億円 (40％)

水道料金徴収の経費及び
その他の事務的経費など

67 億円 (15％)

配水管や配水場などの
維持管理費

142 億円 (31％)

取水場や浄水場などの
維持管理費

47 億円 (10％)

お客さまからの
下水道使用料

313 億円 (43％)

雨水処理のための
一般会計からの繰入金
357 億円 (49％)

その他の収入
58 億円 (8％)

施設の建設のための
借入金の利息
92 億円 (13％)

純利益
18 億円

事業用資産にかかる
減価償却費など
379 億円 (53％)

下水道使用料徴収の経費及び
その他の事務的経費など

44 億円 (6％)

下水管などの維持管理費
69 億円 (10％)

水処理センターやポンプ所
などの維持管理費
126 億円 (18％)

水道事業

下水道事業

4 56 億円
支出

収入
464 億円

71 0 億円
支出

収入
728 億円

　水道事業では、収入面においては、うるう年の影響などによりお客さまからの水道料金

は前年度に比べ微増となったほか、固定資産売却益約２億円の計上などにより増収となり

ました。支出面においては、人件費の削減に努めるとともに、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８億円の純利益となりました。

　下水道事業では、収入面においては、うるう年の影響などによりお客さまからの下水道

使用料は前年度に比べ微増となりましたが、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、人件費の削減に努めると

ともに、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18億円の純利益となりました。

平成2 7 年度決算報告平成2 7 年度決算報告



応急給水

自助

共助公助

③

災害時における名古屋市の応急給水について

各ご家庭での水の備蓄

地下式給水栓の活用

１人1日あたり3ℓを
3日分以上が目安です。

給水タンク車による運搬給水

みなさまに行っていただきたいこと

1人1日  3ℓ×3日間 = 9ℓ

設置場所:
市立の小学校や
中学校

地域のみなさまが
操作する災害用の
じゃ口

地下式給水栓

常設給水栓

仮設給水栓

拠点給水

応急給水施設

常設給水栓

仮設給水栓

 ：207箇所

応急給水センターや
浄水場等に設置

広域避難所や
避難所等に設置

運搬給水

▲給水タンク車

医療施設や社会福祉施設等へ
給水タンク車で飲料水を運搬

▼目印の看板

上下水道局が行うこと

　上下水道局では、大規模地震等の災害に伴う断水に備え、おおむね１ｋｍの範囲内
で応急給水が受けられるよう、「応急給水施設」を整備しています。また、名古屋市立
の小・中学校には、地域のみなさまが自ら操作して飲料水を確保していただく「地下
式給水栓」を設置しています。災害に備え、ご家庭でも飲料水の備蓄をお願いします。



→
　また、災害時に地域のみなさまが自ら操作し飲料水を確
保できる、地下式給水栓の操作方法もウェブサイトで紹介し
ています。 ④

災害時通常時

利用できる施設をクリック知りたい施設をクリック

選択（クリック）した施設の地図と開設された設備（アイ

コン）が表示されます

選択（クリック）した施設の地図と常設の設備（アイコン）

が表示されます

知っていましたか？
災害時に役立つ施設の検索ができます。

　左ページの応急給水施設や地下式給水栓、さらに仮設トイレが設置できるマンホール
がどこにあるのか上下水道局公式ウェブサイトから検索できます。
　地下式給水栓の場所などをプリントアウトして保存しておくと、いざ、という時に役
立ちます。
名古屋　災害　役立つ施設 検索 【局公式ウェブサイト http://www.water.city.nagoya.jp/】

通常時は検索したい施設

名を選択して、地図上

の区、町名をクリックしま

す。

災害時には検索条件を

「利用できる施設のみ」

として検索することも

可能です。

お住まいの近くの小学校などから検索でき

ます。

地下式給水栓等が開設されると画面上の

　　  が　　  に変わります。

地下式給水栓の操作
映像はこちら



季節によって防災用品を見直しましょう
冬の防災は寒さ対策 !
　冬の防災用品は【寒さ対策】が重要になります。家の中でも電気・ガスが使えない場合、
体力のない子どもやお年寄りは寒さにより体力が奪われ、ウイルスなどにも感染しやすくなり
ます。自宅以外（避難所など）での生活も視野に入れて、防災用品の見直しをしてみましょう。　
ここでは寒い時期の防災用品で重要度の高いものを2つピックアップします。

　毛布や寝袋は圧縮袋などに収納しておきましょう。
カセットガスコンロがあれば非常食の調理やお湯を沸かし
たりできますので、予備のガスも用意しておくと便利です。

防寒具
テント、毛布、寝袋、カイロ、カセットガスコンロなど

　避難生活ではバランスのとれた食事を取ることは難しくなります。また、冬の寒さは夏の暑さ
と同じくらい体力を奪います。そのため、【高カロリー・高タンパク】の栄養摂取を心がけましょう。

栄養の取れる非常食

　防災の決め手は、【いかに災害に備えるか】ということです。そのためにも家族で話し合って役割
分担を決めておくと、防災用品の持ち出しや、避難がスムーズになります。　季節や被害の大きさ
によって避難状況も変わってきます。防災用品も、その季節に必要なものを用意しておくことでスト
レスを最小限に避難生活を送る手助けになるのです。

http://www.city.nagoya.jp/bosaikikikanri/page/0000003671.html

【飲料水と生活用水】の備蓄

「防 寒」と「必要な栄養」で、
冬の災害から

家族の健康を守りましょう。

⑤

魚・肉・豆の缶詰（高たんぱく質・脂質）、レトルト食品・
アルファ米（おかゆなどの炭水化物が取れるもの）、
果物の缶詰（ビタミン）、高カロリークッキー、サプリメント

名古屋市HPの防災情報【非常持出品】ページを参考に、
必要なものを備えておきましょう。

　災害が起こった時、水道水が使えないことで、不便な思いをすることが
多々あるかと思います。【水】の備蓄の目安としては下の通りです。
●飲料水は1人1日あたり3リットル、3日分以上の備蓄を確保
●生活用水（雑用水）は浴槽1杯分を確保

　生活用水は家族の人数や子どもの有無など、様々な環境で使用量の大小があります。また、トイレ
では一度に流す水の量は約10リットルと言われています。そんな時に役に立つのが【お風呂の残り湯】
です。冬場は毎日浴槽にお湯を溜めているご家庭も多いはず。普段から【備蓄】の観念で、お風呂の
お湯を溜めておくことを習慣にするのも、家族の防災につながります。



L e t ‛ s  c o o k i n g !

水煮大豆
 　 花かつお
 　 小麦粉
ミニトマト
ブロッコリー
人参
玉ねぎ
 　 塩麹
　  コンソメ
名古屋の水道水

120g
3g
3g
3  
40g
40g
40g
5g
5g

200cc

①水煮大豆はレンジに3分かけてやわらかくし、
　すり鉢またはビニール袋に入れ、Aと共によく潰す 。
②①を10等分にし、平たい団子に丸めて、天板に並べ
　250度のオーブンまたはフライパンで両 面8分ずつ
　焼いたらソイボールの出来上がり 。
③野菜は好みの形に切り、水と一緒に鍋に入れ、Bで
　味付けをし、スープを作る 。
④③のスープを器に盛り、②を添えて完成。

★1 人分の栄養価★
107kcal
9.6g
3.7g
6.1g

たんぱく質
脂　　   質   
食物繊維

エネルギー

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

ポ イ ントこのレシピの

★

★

★

★

名古屋でも水道管が凍結することがありますが、何か対策はありますか？

⑥

入り入り大豆
A

B

材料（2人分）ソイボールソイボール
野菜スープ野菜スープ ヶ

大豆には抗酸化作用、血圧降下、
がん予防、腸内環境の改善などの
効果があります。
野菜にも、抗酸化作用やがん抑制
など様々な効果があります。色の
濃い野菜も多く摂るようにしましょ
う。
ソイボールはまとめて作り、冷凍
保存をしておくと便利に使えます。
塩麹がない場合は、塩、コショウで
味をつけてもおいしいですよ。

からだと環境にやさしい料理レシピをご紹介

｛

｛

　　凍結を防ぐため、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
を巻き付けましょう。
　それでも凍結してしまった場合は、じゃ口を開けてタオルをかぶせ、ぬるま湯をゆっ
くりかけてください。あわてて熱湯をかけると水道管が破裂する恐れがあります。
　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
ますので、きちんと対策をしましょう。



　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、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29年3月31日( 金 )必着です。

※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。

前号の答え 名古屋市上下水道局の職員が「上下水道訪問授業」で出向いているのは、「Ｂ.小学校」です。

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

この「水と四季」をよく読んでね。

●所 在 地／
●開館時間／

●交　　通／
●休 館 日／

※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。

※駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。

下水道科学館

●名古屋城
至市役所

至黒川

堀川

「名城公園」
バス停

「城北橋」
バス停

地下鉄名城線
「名城公園」駅

愛知県体育館●

N

M
08

下水道
科学館

大
津
通

（入館無料）・・・・・・・・・・・・・・・

水の歴史資料館（入館無料）・・・・・・・・・・・・・

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　　　　　　　　　　　　　・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

●電話・FA X／052-911-2301

（月曜日が休日の場合は直後の平日）

●所 在 地／
●開館時間／

●交　　通／
●休 館 日／

※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。

千種区月ヶ丘 1 丁目 1 -44
9:30～16:30
月曜日　　　　　　　　　　　　　・年末年始
市バス「月ヶ丘」下車徒歩3分、「谷口」下車徒歩13 分

地下鉄東山線「覚王山」下車 1 番出口徒歩17 分
●電　　話／052-723-3311 ●FAX ／052-723-3312

（月曜日が休日の場合は直後の平日）

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 0 5 2- 972- 3 6 0 8   FAX  052- 972- 3710)
平成29 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。

次回発行予定は平成29年4月です。
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.wate r.c ity.n agoya .jp /

※おかけ間違いのないようにご注意ください。
　 電話 052-884-5959 FAX  052-872-1296

ゴ ク ゴ ク
年中無休お客さま受付センター メイ スイ

（名水ダイヤル）

お問い合わせ先

電子メールでもご応募いただけます。件名に「水と四季冬号クイズ応募」と、上記①～⑥を入力の上、
cs.oubo@jogesuido.city.nagoya.lg.j p（全て小文字。lgは「エルジー」）までお送りください。

名古屋市上下水道局では、公式ウェブサイトで災害時に役立つ
施設の検索ができますが、災害時に役立つ施設は次のうち
どれでしょう。
Ａ．地下迷路　Ｂ．地下組織　Ｃ．地下式給水栓

※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）

（5 名以上の団体に限る。要予約）

※所在地の表示が変更になりました。

N

東山給水塔●

日泰寺●
至栄 至藤が丘

広小路通

出来町通
●鍋屋上野浄水場

●上野天満宮

H
15

地下鉄東山線
「覚王山」駅

「谷口」
バス停

「月ヶ丘」
バス停

天
満
緑
道 水の歴史
資料館

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


