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水の探検隊 

～「名水レター」連動企画～ 

大曽根雨水調整池 

 大曽根雨水調整池は、大曽根総合駅前西口広場の地下にあり（イメージ図参照）、JR 中

央線や名鉄瀬戸線、地下鉄などの主要交通機関が交差する同駅周辺地区の浸水被害の低減

を目的に整備され、平成１８年６月から稼働しています。 

「雨水調整池」とは浸水対策事業の１つで、大雨による浸水から街を守るために雨水を一

時的に貯める施設です。 

 また、大曽根地区を含む合流式下水道の区域では、雨水は家庭などから出た汚水と一緒

に水処理センターへ送られて処理されますが、雨量が増加して一定量を超えると、路面な

ど街の汚れなどを含んだ雨水が直接河川に流れ出ることがあります。大曽根雨水調整池は、

汚れ度合いが大きい降り始めの雨水の流出を減らすために貯留する機能もあわせ持ってお

り、雨が止んだ後に水処理センターへ送り、きれいにしてから河川に流すことで、水環境

のさらなる向上に寄与しています。 

 上下水道局が管理する、これらの「雨水貯留施設」は、市内に１００箇所整備されてい

ます。（平成２８年度末） 

■施設概要 

設置場所：大曽根総合駅前西口広場 地下施設（地下３階部分） 

貯留池容量：約 34,000 ㎥ 

施設サイズ：幅約 50m×長さ約 150m×高さ約 16m 

 （地下約 13m～約 29m） 

名水レターにて職員インタビュー配信中！！ 

今回ご紹介した雨水貯留施設に関係する仕事をしている職員の裏話などを、「名水レター」

にて配信中です。ぜひご覧ください。 

登録は、QR コードまたは 名水レター 検索 

登録は無料です。※メールを受信する際等に発生する通信料はお客様のご負担です。 
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上下水道局公式ウェブサイトをリニューアルしました 

 平成３０年２月２６日（月）に局公式ウェブサイトをリニューアルしました。トップペ

ージデザインの変更の他、スマートフォンなどのモバイル端末からの閲覧にも対応しまし

た。また、新たなコンテンツとして特設サイト「うるおいライフ 趣味：水道」も同時に

開設しました。 

【リニューアルした局公式ウェブサイト】 

【モバイル対応】 

名古屋市上下水道局 検索 

≪URL≫  http://www.water.city.nagoya.jp/ 

ご家庭での水道の使い方を提案します！ 

「うるおいライフ 趣味：水道」を開設しました！ 

 お風呂に入ったり、洗濯をしたり、お料理をしたり、水道の使い方は実に様々。水道は

日々の暮らしには、なくてはならない大切なものです。 

 このサイトでは、日常の水道への視点を少し変えて、水道の上手な使い方やお風呂のよ

りよい入り方、手軽にできる室内菜園のノウハウなど、水道を趣味として日々の生活に取

り入れる方法を提案しています！ご家庭で、ぜひお試しください♪ 

趣味：水道 検索 

p03 

「環境報告書 2017」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結果を「環境報告書 2017」として取りまとめま

した。平成 28年度における上下水道局の温室効果ガス排出量は、約 18 万トン（二酸化炭

素換算値）で、平成 14年度をピークに減少する傾向にあります。 

 「環境報告書 2017」は、上下水道局公式ウェブサイトでご覧いただけます。 

上下水道モニター募集 

 現在、上下水道モニターを募集中です。ご応募は上下水道局公式ウェブサイトから。 

募集期間：平成 30年 4月 25 日（水）まで 

活動内容：年 5回程度のアンケート、浄水場やダムなどの施設見学会（希望者のみ） 

条  件：市内在住 18歳以上でウェブサイトからアンケートに回答できる環境にある方 

     （モニター経験者と名古屋市職員除く） 

任  期：平成 30年 5月～平成 32年 3月末（約 2年間） 

謝  礼：登録記念にアメンボマンホールピンバッジをプレゼント 

 アンケート回答者への謝礼あり 



お問い合わせ：広報サービス課 TEL：052-972-3608 FAX：052-972-3710 

猪高配水塔の開放（入場無料） 

 普段入ることのできない猪高配水塔の一般開放を「名東の日・区民まつり」に合わせて

行います。標高７１ｍの展望スペースからは、いつもとは違う角度から名古屋の街を眺め

られますよ♪ 

 当日は西隣の猪子石小学校にて「猪子石学区音楽祭（9:30～12:00）」が行われます。ぜ

ひお越しください♪ 

日  時：平成 30年 5月 13 日（日） 10:00～16:00 

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。 

お問い合わせ：広報サービス課 TEL：052-972-3608 FAX：052-972-3710 
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第 60 回水道週間行事 

なごや水フェスタ 

日 時 6 月 3日（日）10:00～15:00 

場 所 鍋屋上野浄水場（千種区宮の腰町 1番 33号） 

入場無料 6 月１日～7日は水道週間です。 

 浄水場の施設見学ツアーや名古屋市指定有形文化財に登録されている旧第一ポンプ所の

公開、木曽三川流域の自治体や関連団体が多数出展し特産品の販売などを行う木曽三川マ

ルシェなど、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。 

【昨年の様子】 

交通アクセス 

■地下鉄名城線「砂田橋」 1番出口徒歩 5分 

■ゆとりーとライン「砂田橋」 徒歩 5分 

■基幹バス「谷口」 徒歩 5分 

当日は水の歴史資料館でもイベントを開催しています！ 

最新情報は QRコードまたは 名古屋市上下水道局 検索 

お問い合わせ：広報サービス課 TEL 052-972-3608 

FAX 052-972-3710 

水の歴史資料館の枝垂れ桜が見ごろを迎えます！ 



 毎年３月の下旬から４月の上旬にかけて、水の歴史資料館の枝垂れ桜が見ごろを迎えま

す。それにあわせて、「桜」をテーマにした写真を募集し、水の歴史資料館に展示します。

（展示期間 ４月１日（日）～５月６日（日））この機会にぜひ水の歴史資料館にお越しく

ださい。 

お問い合わせ：裏表紙参照 
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水辺で話そ! 

水と暮らし 

春もご用心！！  熱中症から身体を守ろう 

 真夏のイメージが強い熱中症ですが、寒暖の差が激しい春も要注意！！毎日気温の高い

夏に比べ、春先はまだ体が暑さに適応できない状態ですから、夏ほど暑くなくても、急な

気温上昇と同じように体が反応して、熱中症になる危険性が高くなります。 

 特に春は公園遊びや潮干狩り、バーベキューなど、外出の機会も増える行楽シーズン。

屋外で長時間日光にさらされる機会が多いので、衣服の脱ぎ着による体温調節に加え、こ

まめな水分補給を心がけましょう。外出時には水筒を持参して、汗をかいたり喉が渇いた

りする前に、こまめに水分や糖分、塩分を補給しましょう！今回は、自家製スポーツドリ

ンクの作り方と水筒の正しい洗い方をご紹介します。 

はちみつ入りスポーツドリンクの作り方 

材料 

○水 1ℓ ○レモン果汁 大さじ 1（グレープフルーツやライム果汁でも） 

○はちみつ 大さじ３～４ ○塩 小さじ 1/2 作り方 

（1）材料をボウルに入れ、かき混ぜる。 

（2）容器に入れ、冷蔵庫で冷やして出来上がり！ 

水筒の正しい洗い方 

 飲み物を扱うものなので、水筒は清潔に保ちたいですね。水で流しただけでは水アカや

カビの原因になるので、ボトル用のスポンジを使い、食器用洗剤で洗いましょう。特に、

汚れが溜まりやすい水筒の底や飲み口の部分を念入りに洗うのがポイント。また、洗い終

わったままにしておくと雑菌が繁殖する可能性があるので、しっかりと乾燥させてから新

しい飲み物を入れるようにしましょう。 
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からだと環境にやさしいレシピをご紹介 



かんたんクッキング 

筍とアスパラガスのチーズリゾット 

材料：2人分 

茹で筍 ……………………… 50ｇ 

グリーンアスパラガス ………… ２本 

にんにく（みじん切り）…… 1/２片分 

たまねぎ（みじん切り）……1/4 個分 

オリーブ油 …………………大さじ 2 

米 ……………………………120g 

固形コンソメ ………………… 1 個 

水 ……………………1・1/2 カップ 

パルメザンチーズ …………… 20g 

塩 …………………………… 適量 

粗挽き黒こしょう………………適量 

■栄養価（1 人分）エネルギー……390kcal 

         食  塩 …………２.0g 

作り方 

❶茹で筍は 5mm の薄切り、アスパラガスは根の硬い部分を切り落とし、5mm の斜め薄切り

し、茹でておく 

❷厚手の鍋にオリーブ油を加え、にんにく、たまねぎを炒め、香りが立ったら筍、アスパ

ラガスを炒める 

❸米を加え、中火で透き通るまで炒め、水と固形コンソメを加える 

❹水分がなくなるまで約 20 分火を通す（途中で水分がなくなった場合は弱火にして湯を足

す） 

❺パルメザンチーズを加え、混ぜ合わせてから、塩で味を調える 

❻器に盛り、粗挽き黒こしょうをふる 

ポイント 

筍は時間が経つにつれ、えぐ味が増えるので、購入したらすぐに茹でましょう。筍は栄養

価が高い食材ではありませんが、食物繊維が豊富です。また、アスパラギン酸やグルタミ

ン酸などのアミノ酸が豊富に含まれているので、疲労回復や消化吸収を促す効果がありま

す。しかし、アクが強いので食べすぎには注意が必要です。また、グリーンアスパラガス

は β-カロテンやビタミン C を含む緑黄色野菜であり、うま味成分であるアスパラギン酸

も含まれているので、疲労回復さらにはスタミナ増強に効果があります。 

レシピ監修 名古屋文理大学短期大学部 調理科学研究サークル 

お客さまの声から 



Q 行政区によって水道水に違いがありますか。 

A  なごやの水道水は全て木曽川の水を水源としており、行政区ごとの水道水の水質に大

きな違いはありません。名古屋市内の各地点の詳しい水質については、上下水道局公式ウ

ェブサイト（裏表紙参照）からご覧いただけます。また公式ウェブサイトでは、木曽川上

流域の美しい映像を掲載しておりますので、ぜひあわせてご覧ください。 

表 4 

水なんでもクイズ! 

もんだい 

 局公式ウェブサイトのリニューアルに伴い、水の使い方を提案する特設サイト「うるお

いライフ 趣味：〇〇」を開設しました。〇〇に入る言葉は何でしょう。 

Ａ．水道 Ｂ．洗濯 Ｃ．料理 

「ヒント」 この「水と四季」をよく読んでね。 

 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 30 年 6 月 29 日（金）必着です。 

電子メールでもご応募いただけます。件名を「水と四季秋号クイズ応募」とし、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には使用しません。 

前号の答え 「木曽三川流域自治体連携会議」は「「Ａ.水」でつながる命」をテーマに設立

しました。 

お問い合わせ先 

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 

お客さま受付センター（名水ダイヤル） 年中無休 

電話 052-884-5959（ゴクゴク） FAX 052-872-1296 

※ おかけ間違いのないようにご注意ください。 

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

15 



水の歴史資料館(入館無料) 

●所在地 千種区月ヶ丘 1丁目 1-44 

●開館時間 9：30~16：30 

●休館日 月曜日（月曜日が休日の場合は直後の平日）・年末年始 

●交  通 市バス「月ヶ丘」下車徒歩 2分、「谷口」下車徒歩１４分 

※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） 

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 

※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。 

下水道科学館(入館無料) 

●所在地 北区名城一丁目 3‒3（名城水処理センター1階） 

●開館時間 9：30~16：30 

●休館日 月曜日（月曜日が休日の場合は直後の平日）・年末年始 

●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 

※駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。 

●電話・FAX 052-911-2301 

※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。 

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 30 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。 

次回発行予定は平成 30年 7 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.water.city.nagoya.jp/ 

表紙撮影場所 

寝覚の床 


