
2019 Winter 73vol.

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/
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平成31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。
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下水道科学館
●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。

水の歴史資料館
●所 在 地
●開館時間
●休 館 日
●交　　通

●電　　話

千種区月ヶ丘1丁目1‒44
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2番出口徒歩17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31年4月です。
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電話 052-884-5959　FAX 052-872-1296
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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

年中無休

　水道管が凍ってしまったら、じゃ口を開けて、凍結した部分に
タオルをかぶせ、○○○をゆっくりかけます。○○○に入る言葉
は何でしょう。（○の数が正解の字数ではありません）
A．水　B．ぬるま湯　C．熱湯
「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。件名を「水と四季冬号クイズ応募」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。

名古屋市内の水処理センターで発生した汚泥は、「B．空見」スラッジリサイクルセンター、山崎・柴田汚泥処理
場の3ヵ所に集約され、処理されています。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31年3月29日（金）必着です。
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冬 号

※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）

お問い合わせ先

入館無料

入館無料
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Expedition team of waterVoL.7

表紙の写真

（岐阜県郡上市）
第３長良川橋梁

　応急給水センターは、耐震性貯水施設、災害用機材倉庫、災害用常設給水栓、
給水車用給水栓および消火栓を1ヵ所にまとめた施設で、地震等の災害時に応急
給水活動の拠点となります。
　上下水道局では、災害時に応急給水活動を円滑に行うため、市内東西南北の各
方面に1ヵ所ずつの計4ヵ所配置しています。
　今回は各施設の役割および個性的な外観をご紹介します。

応急給水センター ～いざというとき役立つ施設～

●どんなところが凍結しやすいの？
露出した水道管やビルの北側通路の水道メータが凍結するこ
とがあります。写真のように、水道メータの防寒をしましょう。

・露出している水道管やじゃ口に、防寒材や布を巻いてビ
ニルテープを巻きつける。

・じゃ口を少し開けて
おく。

●水道管が凍ってしまったら？
じゃ口を開けて、凍結した部分
にタオルをかぶせ、ぬるま湯を
ゆっくりかけてください。
熱湯をかけると水道管が破裂
する恐れがあるので、厳禁です。

●水道管が破裂してしまったら？
応急処置として水道メータのそばにある元栓を閉めてから、
 ・ご近所にある市指定水道工事店
 ・修繕センター（TEL 052-972-7285  24時間受付）
 ・上下水道局お客さま受付センター

（TEL 052-884-5959）
のいずれかへご連絡ください。
★長期間留守にする場合は元栓を閉めてください。

岐阜県を走る長良川鉄道の美並苅安駅～赤池駅間にかかる橋梁。川、山、橋梁から
なる美しい景色を見ることができます。

［防寒前］

［防寒前］ ［防寒後］

元栓は右回りで閉まります。

ウェブサイトで防寒方法
の動画を紹介しています。
ぜひご覧ください。
http://www.water.city.
nagoya.jp/category/
gotyuui/1438.html

［防寒後］

名古屋市南部一帯の拠点名古屋市西部一帯の拠点名古屋市東部一帯の拠点 名古屋市北部一帯の拠点

●応急給水センターの個性的な外観●

各施設の役割
●災害用機材倉庫
仮設給水栓、ポリタンク、図面、工具
や発電機など、応急給水や応急復旧に
必要な資機材を保管しています。

●給水車用給水栓
災害時に、医療施設、入所型社会福祉施
設や指定避難所などへ運搬給水する給
水車に水を補給するための給水栓です。

●消火栓
災害時に、仮設給水栓を設置して応急
給水を行います。

●耐震性貯水施設
応急給水用の水を
貯留しています。
平常時は水を循環
させているので、常
に新鮮な水を蓄え
ています。

●災害用常設給水栓
災害用に常設さ
れた給水栓で、
飲料水を確保で
きます。

水道管の凍結にご注意ください！
　気温がマイナス４℃以下になると、水道管が凍結して水が出なく
なったり、水道管や水道メータが破裂して修理に高額な費用がかか
る場合があります。以下を参考に、凍結防止対策を心掛けましょう。

中川西応急給水
センター（港区）

水里応急給水
センター（中川区）

平和公園応急給水
センター（千種区）

比良西応急給水
センター（西区）

●じゃ口や水道管の凍結を防止する方法は？
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financial statement sewerage facilities

平成29年度決算報告

お客さまからの水道料金
420億円（90%）

 収入
467億円

支出
459億円

収入
726億円

支出
690億円

取水場や浄水場などの
維持管理費
44億円（9%）

その他の収入
47億円（10%）

その他の収入
67億円（9%）

事業用資産にかかる
減価償却費など
383億円（55%）

事業用資産にかかる
減価償却費など
375億円（54%）

雨水処理のための一般会計からの繰入金
347億円（48%）

純利益　8億円

純利益　36億円

施設の建設のための
借入金の利息
16億円（4%）

施設の建設のための
借入金の利息
76億円（11%）

事業用資産にかかる
減価償却費など
189億円（41%）

配水管や配水場などの
維持管理費
154億円（34%）

お客さまからの下水道使用料
312億円（43%）

下水管などの維持管理費
73億円（11%）

下水道使用料徴収の経費及び
その他の事務的経費など
37億円（5%）

水道事業

下水道事業

水道料金徴収の経費及びその他の
事務的経費など
56億円（12%）

水処理センターやポンプ所
などの維持管理費
129億円（19%）

緊急雨水整備事業の推進
　平成12年の東海豪雨や平成20年8月末豪雨などを受
けて、著しい浸水被害が集中した地域や都市機能が集
積する地域を対象に、原則1時間60㎜の降雨に対応す
る施設整備を行う「緊急雨水整備事業」を進めていま
す。現在、名古屋駅周辺の浸水対策として、名古屋中央
雨水調整池や広川ポンプ所などの整備を進めています。

露橋水処理センターの改築に合わせた上部空間の整備
　平成15年度から露橋水処理センターの老朽化に伴う
改築事業を行っています。改築事業では、水処理施設を
全面地下化し、中川運河のにぎわいづくりや憩いの場と
して水と緑を感じられる「広見憩いの杜（仮称）」を整備
しています。

空見スラッジリサイクルセンター第２期施設の整備
　老朽化が進んでいる山崎汚泥処理場の代替施設と
して、空見スラッジリサイクルセンター第2期施設の整備
を実施しています。この第2期施設の整備にあわせて、
下水汚泥固形燃料化事業を進めています。

　下水処理の過程で発生する下水汚泥を、脱水して水分量を減らした
後、乾燥して固形燃料化物を製造します。それを環境にやさしい石炭
代替燃料として近隣の工場にて有効利用します。

下水汚泥固形燃料化とは？

　上下水道局では、安心・安全で安定した上下水道サービス
を提供し続けていくため、大雨からまちを守るための浸水対策、
老朽化した施設の改築、うるおいのある水辺空間を創出する
水環境の向上施策などを計画的に進めています。今回は、現
在進めている下水道施設の主な工事についてお伝えします。

浸水対策や水環境向上のために重要な
下水道施設の工事を行っています水道事業　収入面においては、お客さまからの水道料金は前年度からわずかに増加とな

りました。支出面においては、維持管理費や事務的経費などの削減による経営改善に努め
るとともに施設の建設のための借入金の利息が減少する一方で、事業用資産にかかる減
価償却費などが増加したため、前年度比で約4億円減の約８億円の純利益となりました。

下水道事業　収入面においては、お客さまからの下水道使用料や雨水処理のための一般
会計からの繰入金は前年度からほぼ横ばいとなりました。支出面においては、事業用資産
にかかる減価償却費などの減少や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、前年度比で約14億円増の約36億
円の純利益となりました。

　計上した純利益については、水道事業、下水道事業ともに、全額を
施設の老朽化対策や地震対策など、必要な施設の改築・更新工事の
ために活用します。 地震に強い配水管に

入れ替える工事

地下深くに雨水を貯めるトンネルを掘る機械

整備中の「広見憩いの杜（仮称）」

平成 25 年 10月に稼働した
第 1 期の汚泥処理施設

もり
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整備中の「広見憩いの杜（仮称）」
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もり
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からだと環境にやさしい
料 理 レ シ ピ を ご 紹 介

大根と帆立貝柱のくず煮

手荒れの原因と対策
　肌寒い季節となってきました。この
季節のつらい肌トラブルといえば「手
荒れ」です。しっかりと対策をして、
つらい季節を乗り切りましょう。

①大根は一口大の乱切りにし、
しょうがは千切りにする

②鍋に大根、しょうが（半量）、
だし汁、酒、帆立貝柱を缶の
汁ごと入れ、蓋をして中火で
煮立て、7 ～ 8 分間煮る

③しょうゆと塩少々で味を調
え、水溶き片栗粉でとろみを
つける

④器に盛り、小ねぎの小口切り
を散らし、残りのしょうがを
添える

大根は年間を通して出回っていますが、旬は秋から冬です。
寒さによって甘さが増し、冬のメニューには欠かせない素材です。
大根は部位により辛味や肉質が異なるので、それぞれの部位の特徴を活
かして利用しましょう。中央部分はおでんや煮物向き、葉に近い首の部分
は甘みが強くややかためなのでサラダやおろしに、先端部分は辛味が強
いので薬味に使ってみましょう。
大根は消化を助ける酵素、ジアスターゼを含み、胃にやさしく、ビタミンＣも
豊富です。
イソチオシアネートという辛味成分は先端にいくほど多く含まれ、殺菌作
用があり、咳止めやのどの炎症に効果があるといわれています。
また、大根は100ｇあたり18kcalとカロリーも低いので、多く摂取してもカ
ロリー過多にならず、ダイエットにもおすすめの食材です。

レシピ監修　名古屋文理大学短期大学部　食物栄養学科　
准教授　小田　良子

作り方 ポイント

お客さまの声
Customer's

voice
Q

A

エネルギー … 89kcal
食塩 … 2.0ｇ

＊栄養価（1人分）

材　料（2人分）

　ときどき水道水からカルキ臭を感じます。なぜ水道水に塩素が
入っているのですか。

　病原菌から水道水を守るため、浄水場で塩素を加えています。水道水に塩素を
加えることは水道法で義務付けられており、じゃ口での残留塩素濃度を 0.1mg/L
以上に保つこととされています。上下水道局では、水質自動計器を給水区域内
25 か所に設置し、日々、残留塩素を適正に管理しています。

大根 ………………… 300g
帆立貝柱の水煮（缶詰）

………………1/2 缶(60g)
小ねぎ（小口切り）…… 適量
しょうが………………… 1 片

だし汁 ……………… 200 ㎖
しょうゆ……………… 大さじ1
酒 ………………… 大さじ1
塩 …………………… 少々
片栗粉……………… 大さじ1

知らなきゃ損する !? 水にまつわる『知っ得』情報掲載！

寒い冬は、お風呂に入って冷えた体を温めませんか。
肩こり・冷え症・むくみの改善や美肌効果など、目的に
合わせた具体的な入浴方法を紹介しています♪
まずは、ウェブサイト

「うるおいライフ　趣味：水道」をご覧ください！
うるおいライフ

ＱＲコード、または
上下水道局公式
ウェブサイトから
アクセスしてくだ
さい！

直接検索でもＯＫ!!

うるおいライフ　趣味：水道うるおいライフ　趣味：水道
～冬の『知っ得』～

手荒れの原因
　人の手は皮脂膜で覆われた角質層によって外部の刺激から守られています。皮脂
が取れ過ぎて乾燥すると、保護機能が低下し、少しの刺激にも過剰に反応しやすく
なり、手荒れを起こしてしまいます。
　気温が下がると皮脂や汗の分泌が減るため、冬は手荒れが起こりやすくなります。

手荒れの対策
　クリームを塗って手を乾燥から守ることが、簡単で効果的な対策です。
ほかにも少し気を付けるだけで効果が期待できます。

・低刺激の洗剤やシャンプーなどを使う
化学物質は強い刺激になりやすいので、なるべく低刺激の物を使いましょう。
・手洗いや洗い物の時はお湯を使用せず、水を使う

冬は寒いのでお湯を使いたくなりますが、お湯は水と比べて、手の
皮脂を奪い乾燥させてしまいます。
・水仕事の時はゴム手袋をする

水や洗剤に直接触れないことで、刺激が低減します。肌が敏感な
人はゴム手袋の下に綿などの手袋をつけると効果的です。
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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/
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「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
●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。

水の歴史資料館
●所 在 地
●開館時間
●休 館 日
●交　　通

●電　　話

千種区月ヶ丘1丁目1‒44
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2番出口徒歩17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31年4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

年中無休

　水道管が凍ってしまったら、じゃ口を開けて、凍結した部分に
タオルをかぶせ、○○○をゆっくりかけます。○○○に入る言葉
は何でしょう。（○の数が正解の字数ではありません）
A．水　B．ぬるま湯　C．熱湯
「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。件名を「水と四季冬号クイズ応募」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。

名古屋市内の水処理センターで発生した汚泥は、「B．空見」スラッジリサイクルセンター、山崎・柴田汚泥処理
場の3ヵ所に集約され、処理されています。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31年3月29日（金）必着です。
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08

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

冬 号

※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）

お問い合わせ先

入館無料

入館無料


