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①

　下水道科学館は、市制100周年を記念して、平成元年７月に開館しま
した。普段目にすることが少ない下水道のしくみ、役割や、市が取り組む
事業について広く知っていただくPR施設となっています。これまで
60万人を超えるお客さまにお越しいただき、なごやの下水道について
PRしてきました。
　しかし、古くなった展示物も多くなり、また市民のみなさまにPRすべき
下水道の課題や取り組みなども変化してきました。なごやの下水道は
平成24年に供用開始100周年を迎え、この節目となる年に、展示物の
一部を更新して11月10日（土）にリニューアルオープンしました。
　新しくなった下水道科学館では、最新のアトラクションや迫力のシア
ター映像で下水道を楽しく学んでいただくことができます。また、5名様
以上の団体で事前にお申し込みいただければ、下水道科学館の地下にある
名城水処理センターの見学もできますので、みなさま是非お越しください。

名古屋市

水辺紀行
vol.27

～平成24年11月にリニューアルオープン～

下水道科学館

くらしと海のつながりを
楽しく学ぼう！

手ごわい難問をクリアし
て下水道博士になろう！

遊具も充実して、小さい
お子さまも安心して遊べます。

住所や開館時間など、くわしくは裏表紙をご覧ください。

ガイダンスシアター 下水道チャレンジクイズ キッズコーナー

新しい展示物（一部）



②

　これからの100年を担う
子どもたちに、下水道のしく
みや役割を広く知っていた
だく機会として実施しました。
市内の学校に通う小学4年生
から中学3年生を対象に募集
を行ったところ、デザインに優
れ、色彩が豊かで素敵な作品
を数多く応募いただきました。
ありがとうございました。

■小学校の部 （応募者数 157名）

藤重 海夕さん

伊藤 寿望さん 藤井 春香さん

上下水道局長賞（1名）

■中学校の部 （応募者数 60名）

上下水道局長賞（2名）

入選（7名）
中川 悠理さん　　加茂野 幹汰さん
後藤 麻友さん　　作田 詠都さん
小島 伽凜さん　　齋藤 凜花さん
大橋 祐介さん

入選（6名）
中根 早稀さん
澄川 由奈さん
野口 和真さん
久留美 沙彩さん
坂本 侑太さん
伊藤 緋妃貴さん

佳作（1名）
徳増 望実さん

下水道100周年絵画コンクールを実施しました

▲上下水道局長賞の3人と上下水道局長（表彰式にて）

入賞した全作品を公開しています。
上下水道局ホームページ（裏表紙参照）を

ご覧ください。



③

　鍋屋上野浄水場の旧第一ポンプ所と東山配
水場の旧計量室は、ともに大正3年（1914年）
に完成したレンガ造の建物です。
　名古屋市内に現存するレンガ造の古い建物
は非常に少なく、これらは貴重な建物であるた
め、平成24年9月に名古屋市指定有形文化財
に指定されました。
　現在、旧第一ポンプ所は、6月に開催する
鍋屋上野浄水場の開放「なごや水フェスタ」に
て、外観のみ公開しています。旧計量室は、急傾
斜地にあるため公開はしていません。
　今後、両建物とも建設当時への復元と耐震
補強工事を行い、内部もあわせて公開していき
たいと考えています。

下水道100周年を記念した歴史映画や子ども向け漫画などを

名古屋市上下水道100周年サイトに掲載しました！

下水道100周年を記念した歴史映画や子ども向け漫画などを

名古屋市上下水道100周年サイトに掲載しました！

詳しくは、名古屋市上下水道100周年サイトをご覧ください。
（http://www.water.city.nagoya.jp/100shunen/）

▲鍋屋上野浄水場旧第一ポンプ所

▲東山配水場旧計量室

●映画「名古屋市下水道100年の歴史」(トップページにて視聴できます）
　　下水道がなごやでどのような形で発展していったのか、また果たすべ 
　き役割とは何かということを映像にまとめました。

●名古屋市下水道事業百年史
　　なごやの下水道100年の歴史を振り返り、そのあゆみを記した
　事業史を作成しました（書籍の販売あり）。

●スクープを追え！徳種くんの不思議な下水道の旅
　　下水道の役割やしくみを楽しみながら理解し
　てもらえる漫画を作成しました。

●なごや水物語 ～雨に強いまちづくり編～
　　雨に強いまちづくりをめざし、浸水対策に取り組んできた歴史を
　まとめました。

とく だね

水道創設時の建物が名古屋市指定有形文化財に指定されました



④

　上下水道事業の料金収入は、東日本大震災以降における一般家庭の使用
水量の落ち込みなどにより予算に比べ大幅な減収となりました。しかしな
がら、人件費や経常的経費の削減など経営改善につとめたこと、高利率の
企業債が減って支払利息が減少したことなどから、水道事業で７億円、
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。

平成23年度決算報告平成23年度決算報告

　なごやのおいしい水のＰＲに協力いただいている
名水パートナーのお店を利用し、スタンプを２つ
集めてご応募いただくと、抽選で素敵な景品をプレゼ
ント！（必ずもらえる参加賞もあります）
　詳しくは、上下水道局営業所、区役所情報コーナー
などに置いてある応募はがき付パンフレットか、上下
水道局ホームページ（裏表紙参照）をご覧ください。

スタンプを集めて素敵な景品を当てよう！

スタンプラリー2012を
開催しています

スタンプラリー2012を
開催しています

スタンプラリー2012を
開催しています

応募締切／平成25年3月31日まで（当日消印有効）

■水道事業

■下水道事業

施設の建設のための
借入金の利息
27億円（6%）

水道料金の収納などの費用
96億円（19%）

配水管や配水場などの維持管理費
153億円（31%）

取水場や浄水場などの維持管理費
48億円（10%）

純利益 7億円

純利益 8億円

その他の収入
43億円（9%）

その他の収入
24億円（3%）

下水道使用料の収納などの費用
67億円（9%）

水処理センターやポンプ所などの
維持管理費
126億円（17%）

下水管などの維持管理費
69億円（9%）

お客さまからの水道料金
457億円（91%）

お客さまからの下水道使用料
336億円（45%）

雨水処理のための一般会計からの
繰入金
381億円（52%）

施設の建設のための
借入金の利息
116億円（16%）

施設の建設のための借入金の
返済などに充てる費用
355億円（49%）

施設の建設のための借入金の
返済などに充てる費用
169億円（34%）

収入
500億円

収入
741億円

支出
493億円

支出
733億円



水との関わり深めてみませんか？

水と暮らし

⑤

　寒いと、どうしても冷えを感じやすい手足の先を温めがちですが、
効果的な温め方とはいえず、なかなか体全体は温まりません。
　なるべく太い血管がある太ももやお尻、お腹、二の腕などと、リンパ管
が集中している首や脚の付け根などを暖めましょう。
　そうすると、内臓の血液やリンパ液の循環量が増えて体の中心の温度が
上がり、その温かい血液が手足に運ばれて手足の冷えを改善してくれます。

湯たんぽを腹部に
抱え込んで
温める

湯たんぽを腹部に
抱え込んで
温める

湯たんぽで
お尻を温める
湯たんぽで
お尻を温める 湯たんぽを机の上に置き、

二の腕をその上にのせ
頬杖をつき温める。

湯たんぽを机の上に置き、
二の腕をその上にのせ
頬杖をつき温める。

※椅子の場合は背もたれに挟む

太ももに乗せて、
　特に太ももの
　　前面を温める

太ももに乗せて、
　特に太ももの
　　前面を温める

湯たんぽは必ず付属のカバーに入れたり、厚手のタオルで巻くなどして直接肌
に触れないようにしましょう。
湯たんぽは布団を温めるのに使用し、就寝中には使わないようにしましょう。
低温やけどの原因になりますので長時間同じ部位にあてないよう気をつけま
しょう。
商品の使用説明書や注意書きには必ず目を通しましょう。

湯たんぽで血行改善

湯たんぽを使う場合の注意点

※湯たんぽを使っていて汗をかくのはＮＧです。
　汗をかくと気化熱で体温が奪われるのでかえって体温が下がることになります。
　一か所を温めすぎると汗をかきやすいので、前後・上下などに移動させながら使用しましょう。

効果的な
温め方
効果的な
温め方
効果的な
温め方

湯たんぽは、ちょっとした工夫で
上手に効果的に体を
温めることができます。
効率良く体全体を温め
快適に過ごしましょう。

「名水」で
寒さ対策



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。

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。

からだにも環境にもやさしいレシピをご紹介

かんたんクッキング

◎鶏肉からでるあぶらを使って焼く

　ため、とってもヘルシー!

◎話題の発酵調味料である「塩こうじ」

　を使うので旨味もたっぷりでお肉も

　やわらかくなります!

◎鶏肉を焼くのも煮込むのも鍋ひとつ

　なので洗い物が少なくて簡単!

◎野菜がたくさん摂れて、体にうれしい!

　冷蔵庫にある残り野菜でも作れます!

◎トマト煮込みのソースが残ったら

　グラタンやパスタにアレンジできる

　から無駄がありません!グラタンは

　お弁当に入れてもOK!

⑥

作　り　方
①なす、にんじん、じゃがいもは食べやすい大きさ

　に切り、鶏もも肉は一口大に切っておく。

②鍋に鶏肉の皮目からのせ、表面がパリッとする

　まで焼いたら野菜も一緒に炒めていく。

③野菜がしんなりしてきたら手でつぶしたトマト

　缶、水、豆乳、塩こうじ、ジェノベーゼソースを

　加えて落としぶたをし、15〜20分間煮込む。

④汁気が少なくなってきたら火を止めてお皿に

　盛り、パセリを添えて出来上がり。

お
客
さ
ま
の
声
か
ら

お
客
さ
ま
の
声
か
ら

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 栄養実態研究サークル

・なす
・にんじん
・じゃがいも
・鶏もも肉
・ジェノベーゼソース(市販品)
 ※バジルをペーストにしたものです

・塩こうじ
・豆乳
・水
・ホールトマト缶

　 　 130 g

　 　 100 g

　 　 200 g

　 　 300 g

 　　　20 g

 　　　

 　　　30 g

　 　 100 ml

　 　 100 ml

　 　 400 g

材　  料  （4人分）
油を使わない・野菜たっぷり・塩こうじを使った

　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凍結を防
ぐ対策をしましょう。凍結してしまった場
合は、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。
特に、外気温がマイナス４℃以下になると、
凍結による水道管の破損事故が多くなり、
修理費用がかかる場合もありますので
ご注意ください。

AQ
　寒い日が続くと
水道管やじゃ口が
凍結しやすいと言わ
れていますが、対策
はどうすればいいで
すか？

チキンのトマト煮込み

ポイント

エネルギー
たんぱく質
脂質
塩分

 275kcal
15.8g
13.4g
  1.3g

★1人分の栄養価★
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次回発行予定は平成25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ホームページ　　

　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25年3月29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 堀留水処理センターにできたのは「A. メモリアルゾーン」です。

お問い合わせ先

お客さま受付センター
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

（名水ダイヤル）
メイスイ

年中無休
電話 052-884-5959

ゴ ク ゴ ク

FAX 052-872-1296
受付時間：〔平　日〕8:00～19:00　〔土・日曜日、休日、12/29～1/3〕8:00～17:15

営業所

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

※市外局番は「052」です。

●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

●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。）

●電話・FAX／

●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

●休 館 日／月曜日（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）

052-911-2301
※駐車場はありません。公共交通機関（市バス・地下鉄）をご利用ください。

下水道科学館

http://www.water.city.nagoya.jp/

●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」

愛知県体育館●

N

M
08

下水道
科学館

大
津
通

区　　域 担　当 TEL FAX 区　　域 担　当 TEL FAX
千種区・名東区 千種営業所
北　　　区 北営業所

722-8750  722-8756

東　区・中　区 中営業所 322-7760  322-5075

981-2556  981-2558

483-1411  483-1441中村営業所
中村区、大治町、
あま市甚目寺地区

531-5336  531-0483西営業所
西区
清須市（春日地区除く）
北名古屋市久地野地区

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
天白営業所

昭和区・瑞穂区
熱田区・中川区

841-7146  842-0592
352-2511  352-2514

港　　　区 661-5226  651-2269
南　　　区 811-9261  811-9263
守　山　区 791-6311  791-8590
緑　　　区 621-6161  621-6163
天　白　区 802-7361  802-7363

この「水と四季」をよく読んでね。

なごやの下水道は、平成24年に、供用開始から
何周年を迎えたでしょう？

A.80　　　　　B.90　　　　　C.100

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


