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①

■よりきれいに水を再生

　下水道の放流先である伊勢湾海域の水質改善や、下水再生水を池やせせ
らぎの水として有効利用するため、高度処理施設の導入を進めています。

■よごれた水を川に流さない

　よごれの度合いが大きい降りはじめの雨水や、下水管内のごみが川など
へ直接流れ出ないようにしています。

環境保全にむけて

■温室効果ガスの排出を減らす

　下水道施設の運転管理を工夫したり、省エネ型機器の導入を進めています。

●一酸化二窒素（N２O）を減らす！
　下水汚泥の焼却で発生するN２Oは、二酸化
炭素（CO2）に比べて310倍もの温室効果が
あるといわれています。N２Oの発生を抑える
ために、高温で焼却を行っています。

●省エネを進める！
　下水処理で大切な役割を果たす微生物を活性化させるための空気を
送る装置（散気装置）を、従来よりも細かい気泡を発生させる新型装置
に変えることで、使用する電力を減らします。

対策前（800℃） 対策後（850℃）
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下水汚泥の高温焼却の効果

出典：国土交通省ウェブサイト
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なごやの下水道のあゆみなごやの下水道のあゆみ
新たなる下水道事業
〜そして未来へ〜

新たなる下水道事業
〜そして未来へ〜

名古屋市上下水道100周年

今回は

これからの100年を見すえて、課題に対応する下水道をめざしています。これからの100年を見すえて、課題に対応する下水道をめざしています。



②

■地震に強い施設づくり

　下水道施設の耐震化や、災害時に役立つ設備の整備を進めています。

●災害時に役立つ設備
　避難所などの周辺道路
には、災害時にマンホー
ルの上にトイレを設置で
きるように、下水道直結式
仮設トイレ用マンホール
ふたを設置しています。 ▲下水道直結式仮設トイレ ▲このマンホールのふたが目印

災害に強い下水道へ

■大雨に負けない

　下水道には、降った雨を下水管にとりこみ、ポンプでくみ上げて河川に
排水したり、一時的に雨水を貯留することにより、大雨からまちを守ると
いう役割があります。

●雨水を排出する！《雨水ポンプ所》　
　まちに降った雨は、雨どいや道路をつたって下水管に入り、雨水ポン
プ所などに集まります。
雨がまちにあふれない
ようにするために、雨水
ポンプ所では、集まった
雨をできるかぎりすみ
やかに川へ排水してい
ます。

▲汐田ポンプ所（平成18年度完成）▲鳴尾ポンプ所のポンプ

●雨水を貯める！《雨水貯留施設》
　土地の低い場所など、雨が集まりやすいところには、道路や公園など
の地下に一時的に雨水を貯めることができる雨水貯留施設をつくっ
て、大雨からまちを守っています。

▲管形式の内部（小田井雨水調整池）▲地下タンク式の大曽根雨水調整池 ▲管形式の東山レイントンネル（東山公園内）



③

施設紹介 「堀留水処理センターの歴史」
下水道100周年歴史紀行 vol.4

■堀留水処理センター 

　大正元年11月になごやで最初の下水道が完成し、次々と利用できる
区域が広がっていきました。しかし、当時は下水をきれいにする施設が
なく、そのまま川に流していたため、人口の増加とともに川の汚れが
ひどくなっていきました。そこで、昭和5年10月、下水管が最も集中して
いた新堀川の堀留（人工河川などを掘り進めていって止めた地点）に「堀留処理場」
（現在の堀留水処理センター）がつくられました。昭和48年には久屋大通公園
南端の地下に施設を広げ、なごやの都市部を支えてきました。
　堀留水処理センターで高度処理により特にきれいにした「下水再生水」
は、昭和63年から若宮大通公園の池に利用され、平成10年からランの館
の池やトイレなどにも利用されています。

○堀留水処理センター（中区千代田一丁目1番12号）

※活性汚泥法：下水に空気を吹き込み、微生物のはたらきで水の汚れをとる方法

　100周年を記念して、堀留水処理センターが日本
で初めて活性汚泥法※で下水処理を始めたことを記
した「記念石碑」と、熱田ポンプ所で使用していた
「ゐのくち式渦巻ポンプ」（昭和2年製）をモニュメントとし
て設置するほか、先人たちが当時の新技術を凝らして市の
中心部に建設した「旧施設」（昭和5年建設）を見学できる
ように、下水道の歴史メモリアルゾーンとして整備します。

■下水道の歴史メモリアルゾーン 

今年11月に100周年を迎えるなごやの下水道。なごやの15の水処理センターの
中でも最も歴史ある施設のひとつが、中区・矢場町駅付近の地下にあります。この
堀留水処理センターは、下水をきれいにする方法として現在も広く使われている
活性汚泥法※を、熱田水処理センターとともに日本で最初に採用した施設です。

▲創設時の堀留処理場

▲完成イメージ
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●11月下旬ごろから見学できます。  お問い合わせ先：施設管理課 052-269-9396



④

　2012年に下水道供用開始100周年を迎えた
ことを記念してマンホールふたを製作しました。
　このデザインは、100周年のシンボルマークと、
堀川のシンボルのひとつである納屋橋を名古屋市
上下水道構想の「みずの架け橋」としてイメージ
したものを表現しています。
　この秋から、名古屋市内に約100個を順次設置
していきます。
　街を歩くときの楽しみにしてくださいね！

下水道100周年記念マンホールふたを設置します下水道100周年記念マンホールふたを設置します

「名水パートナー」を募集しています
　上下水道局では、なごやのおいしい水のＰＲに
ご協力いただけるお店や企業のみなさまを
「名水パートナー」として登録し、連携しながら
安全でおいしい水をＰＲする「名水フレンドシップ
事業」を展開しています。

　流域の農作物や特産物の販売、間伐材の
丸太切り体験などのほか、鳴海配水塔を一般
開放し、展望スペースからの眺めを楽しむ
ことができます。 （入場無料）

詳しくは、http://www.water.city.nagoya.jp/intro/friendship/ をご覧ください。

・お店などでＰＲグッズ等を使い、なごやのおいしい水をＰＲしていただいています。
・各種イベントに出店していただくなど、さまざまな連携を行っています。
・お客さまの、なごやの水道水に対するご意見などを集約していただいています。

●日時：11月17日（土）10：00～15：00

●場所：鳴海配水場（緑区桃山四丁目）  地下鉄桜通線「神沢」駅より徒歩5分

木曽三川流域連携イベント

「エコ市」を開催します
木曽三川流域連携イベント

「エコ市」を開催します

　
　名前は「かわたん」です。イベントなどで、水環境保全の取り組みを
ＰＲするため、ポスター、のぼり、グッズなどに活用していきます。

木曽三川流域の水環境保全の
マスコットキャラクターが決まりました。

▲なごやのおいしい水ＰＲグッズ

■名水パートナーとの連携（例）



水との関わり深めてみませんか？

水と暮らし

⑤

リラックスしたい時
熱めのお湯にサッとつかるのが

効果的です。

「名水」で
リラックス アロマバスを楽しもう
　バスタイムは、1日のストレスや疲れをときほぐしてくれる貴重な時間。
温かいお湯につかりながら、のんびりとリラックスして過ごしたいものです。
　アロマバスの魅力は、肌と呼吸器の両方から効率よくアロマ芳香成分
を取り入れられることでしょう。
　アロマの香りが狭い空間に充満することで、高いアロマテラピー効果
が得られます。また、あたたかいお湯に浸かりながら、軽くマッサージを
するのもいいかと思います。温熱効果で、さらなるアロマテラピー効果
が期待できます。

　お湯をはったバスタブに、精油
（アロマオイル）を5滴ほど落と
し、よくかき混ぜてから入ります。
深く呼吸をし、ゆったりとお湯につか
りましょう。

リフレッシュしたい時
38～39度のぬるめのお湯に長めに

つかるようにします。

ここでちょっと注意!!
　精油（アロマオイル）の量は多くても10滴までにしましょう！
強い香りを長時間嗅ぐと、気分が悪くなったり頭が痛く
なったりすることもありますので、イランイランやジャスミン、
ローズなど、強めの香りの精油は、量を少なめにします。

　また、オレンジやグレープフルーツなどの柑橘系の精油は、お肌の敏感な方は
ピリピリとした刺激を感じることがありますので、そのような場合は量を減ら
したり、使用を中止してください。

アロマバスのつくり方



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

◎油を一切使用していない!!

◎愛知県産のにんじん、

　れんこんで地産地消!!

◎れんこん、ごぼうには食物

　繊維が豊富!!

◎にんじんには、βカロテン

　が豊富!!

◎油を一切使用していない!!

◎愛知県産のにんじん、

　れんこんで地産地消!!

◎れんこん、ごぼうには食物

　繊維が豊富!!

◎にんじんには、βカロテン

　が豊富!!

ポイント

⑥

作　り　方
①ごぼうはささがきにし、酢水にさらす。

　にんじんとブロッコリーの芯は、ごぼうの大きさに

　そろえて切り、レンコンは、いちょう切りにする。

②材料を全て耐熱ボウルに入れラップをし、5分間レンジ

　にかける。

　※野菜から出た水分を除く。

③そこへ調味料を入れ、ラップをかけずにさらに5分間
　レンジで加熱する。全体を良くまぜ再度レンジで5分間
　加熱する。
④お好みで一味唐辛子をふる。
　お皿に盛り付けて、ごまをかけて完成。

お
客
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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

きんぴら簡単!! 

エネルギー
たんぱく質
脂質
炭水化物
塩分

   56kcal
  1.4g
  0.5g
12.1g
  0.8g

★1人分の栄養価★

Q　 　近所に“とんがり帽子”の給水塔
がありますが、見学はできますか？

　 　“とんがり帽子”の形をした
東山給水塔は配水池工事のため、
平成25年度末（予定）まで見学ができません。鳴海配水塔など市内の
3つの配水塔は、春季と夏季の年2回特別開放しており、展望スペー
スからの眺めをお楽しみいただけます。また、配水塔のひとつである
平和公園アクアタワー（千種区平和公園一丁目地内（市バス「光が丘」下車徒歩1分））は、
土日、休日も開放していますのでぜひ見学に来てください。

A

・ごぼう
・にんじん
・れんこん
・ブロッコリーの芯
・めんつゆ
・みりん
・砂糖
・顆粒だし
・白ごま
・一味唐辛子

　 　　50 g

 　　　90 g

 　　　40 g

 　　　50 g

 　　　50 ml

 　　　14 ml

 　　　12 g

 　　　 3 g

　 　　 2 g

お好みで少々

材　  料  （4人分）

調味料

▲平和公園アクアタワー▲東山給水塔

レンジde
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次回発行予定は平成25年1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24年12月28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 名城水処理センターの処理施設の上につくられたのは「C. テニスコート」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

●名古屋城
至市役所

至黒川

堀川

「名城公園」
バス停

「城北橋」
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地下鉄名城線
「名城公園」

愛知県体育館●
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科学館

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

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。

堀留水処理センターに下水道供用開始100周年
を記念してできるのは、何ゾーンでしょう？

A.メモリアル　　B.トライアル　　C.スパイラル

11/10（土）
リニューアル
オープン

（11/9（金）まで工事のため休館します。）


