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水の探検隊 VoL.16 

上下水道局営業所が変わります 

 令和３年４月に、千種区、東区、中区、守山区、名東区を担当する上下水道局の営業所

が「東部営業センター」に変わりました。 

 他の営業所につきましても方面別に順次再編していきます。 

名 称 担当区域 開設時期 

東部営業センター 千種区、東区、中区、守山区、名東区 令和３年４月 

西部営業センター 熱田区、中川区、港区、南区 令和５年度（予定） 

南部営業センター 昭和区、瑞穂区、緑区、天白区 令和６年度（予定） 

北部営業センター 北区、西区、中村区、清須市（春日地区を除く）、北名古屋市久地野地

区、あま市甚目寺地区、大治町 令和６年度（予定） 

 さらなるお客さまサービスの充実および災害発生時の対応強化に向け、令和６年度にか

けて営業所を４方面別に再編していきます。詳しくは局公式ウェブサイトをご覧ください。 

表紙の写真 

新境川（しんさかいがわ） 

（岐阜県各務原市） 

新境川は、岐阜県各務原市の境川から分派する木曽川水系の河川です。両岸約４Kmに 

渡って咲き誇る１,０００本以上の桜は「さくら名所１００選」に選ばれています。 
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15 年連続 TOP5 入り ※1 

なごやの誇れるところ 

「なごやの水道水がおいしい」 



市民の 8割以上の方がおいしいと評価 ※2 

取組 1 恵まれた水源とその保全 

●水源は、水量が豊かで水質も良好な木曽川です。 

●定期的に水源の水質調査を行うことで、木曽川の水質を見 守っています。 

●木曽川の豊かできれいな水を将来にわたり守るため、水環境 保全に取り組んでいます。 

取組 2 きめ細やかな水質管理 

●浄水場では、２４時間体制で安心・安全な水道水をつくっています。 

●できあがった水道水は、水道法で定められた５１項目の水質基 準を満たしています。 

●豪雨や台風で水源の水質が悪くなっても、事前に濁りや臭い を検知し、浄水処理を強

化することで、安心・安全でおいし い水道水をお届けしています。 

水質検査 

取組 3 安定した給水サービス 

●浄水場や配水場などの施設について、地震発生時も水道水 を使用できるようにするた

め、老朽化した施設の更新にあわせ て計画的に耐震化を進めています。 

●配水管を設置してからの経過年数や周辺の土壌の腐食性な どから更新する優先度を決

め、優先度の高いものから計画的 に更新および耐震化を進めています｡ 

配水管の更新工事 

※1市政世論調査（平成１８年度～令和２年度）より。 

※2総合計画成果指標アンケート調査（令和２年度）より。 
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「環境報告書 2020」を作成しました 

 上下水道局は、環境への負荷の少ない上下水道事業を目指しており、環境保全への取り

組みとその成果を環境報告書に取りまとめました。温室効果ガスを平成１４年度には約

26.6 万トン（二酸化炭素換算値）排出していましたが、設備更新の際に省エネルギー型の

機器を導入し電力使用量の削減を行うなど、さまざまな削減策に取り組み、令和元年度に

は約１7.3 万トンにまで削減しています。 

 「環境報告書 2020」は、局公式ウェブサイトでご覧いただけます。 



上下水道料金のお支払いは、口座振替・クレジットカード払いが便利です！ 

口座振替 

 お申し込み用紙を郵送しますのでお客さま受付センターまでご連絡ください。その他 

のお申し込み方法もございます。詳しくは局公式ウェブサイトをご覧ください。 

クレジットカード払い 

 局公式ウェブサイトからインターネットによるお申し込みが可能です。インターネット

によ るお申し込みが難しい場合は、お客さま受付センターまでご連絡ください。 

お客さま受付センター（名水ダイヤル） 

TEL（052）884-5959 

FAX（052）872-1296 

受付時間 

 （平 日）    8:00～19:00  

 （土日・休日）8:00～17:15 

局公式ウェブサイト 

〈口座振替〉 

〈クレジットカード払い〉 
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木曽三川流域 フォトコンテスト 2020 ～受賞作品のご紹介～ 

 木曽三川流域の魅力を域内外の方に発信することで、地域の活性化に寄与し、木曽三川

流域の水環境保全へとつなげるため、木曽三川流域を対象としたフォトコンテストを開催

しました。 

◆開催結果：応募作品数 157 点 

〈最優秀賞〉 

■タイトル 

 清流の滴り 

■撮影場所 

 長野県南木曽町柿其渓谷 

■撮影者 



 鵜飼 明寿（愛知県） 

〈優秀賞〉 

■タイトル 

 かぐや姫の散歩道 

■撮影場所 

 岐阜県可児市土田 

■撮影者 

 日比野 憲輔（岐阜県） 

■タイトル 

 桑名水郷花火大会 2018 

■撮影場所 

 三重県桑名市長良川河口堰 

■撮影者 

 森 康宏（愛知県） 

〈敬称略〉 

木曽三川流域には魅力あふれる場所がたくさんあるんだね！ 

木曽三川流域のマスコットキャラクター かわたん 

★フォトコンテストの詳細は 

木曽三川流域自治体連携会議 検 索 で検索 または二次元コード 
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水辺で話そ! 

水と暮らし 

冷蔵庫の大掃除でスッキリきれいに！！ 

 冷蔵庫は、食べかけの食品や使いかけの食材を保存するため、どうしても汚れやすくな



ります。汚れをそのままにしていると、嫌な臭いや食中毒の原因となることも。そこで、

重曹を利用した冷蔵庫の掃除方法などをご紹介します。 

冷蔵庫が汚れる原因は？ 

 冷蔵庫の汚れは、外側と内側で汚れの種類が異なります。外側は扉の開閉時に付く手あ

か、油煙による油汚れなどがあります。内側は調味料や食材の液だれ、野菜のくずや泥、

手あかや開閉部分のゴムパッキンの汚れなどがあります。 

重曹は掃除に最適！ 

 食べ物が入っている冷蔵庫には、掃除の定番「重曹」がおすすめです。重曹は人にも環

境にも優しく洗浄効果も高いので、キッチン周りの掃除に最適。洗浄効果だけではなく、

消臭効果もある優れものです。 

掃除の準備 

 できるだけ冷蔵庫内を整理し、同時に賞味期限のチェックも行いましょう。 

〜重曹水を作る〜

 目安は水 200ｍｌに対して重曹小さじ２。スプレーボトルに入れてよく振り、重曹を溶

かします。頑固な汚れには重曹を少ない水で溶かしてペースト状にするのがおすすめ。 

掃除の方法 

 棚や卵入れには手あかやほこりが付きやすいので、外して食器用洗剤で洗いましょう。

開閉部分のゴムパッキンは、重曹水をスプレーして汚れを拭き取ります。カビで黒ずんで

いる場合は、綿棒にキッチン用アルコールスプレーを染み込ませて掃除すればスッキリき

れいに！ 

上下水道局公式 Twitter をご存じですか？ 

イベント情報や各種お知らせ、さらには防災情報まで！  

水道や下水道に関するさまざまな情報を発信します。 

ぜひ、フォローしてください！ 

アカウント名:名古屋市上下水道局 

アカウント URL:https://twitter.com/jogesuidonagoya 

二次元コードからもアクセスできます！ 
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からだと環境にやさしい料理レシピをご紹介 



カンタンクッキング 

鰆（さわら）のキムチあんかけ  

材 料（4人分） 

鰆……………………4切れ  

酒、塩、 片栗粉 …… 適 量        

サラダ油 …………… 大さじ 2 

ニンジン ……………  1/２本  

生しいたけ ………… 3枚      

白菜キムチ …………  100ｇ        

長ねぎ ……………… 1/4 本 

しょうが……………… 適 量  

A だし汁…………1.5 カップ 

  薄口しょうゆ … 各大さじ 1 

  みりん ……… 各大さじ 1 

水溶き用片栗粉 …大さじ 1                     

作り方 

①鰆は少し厚めのそぎ切りにし、酒、塩をふりかけて 10~15 分置く。汁気を拭き、片栗粉

をまぶし、サラダ油をひいて両面に軽く色がつくくらいまで焼く。 

②ニンジンはせん切り、生しいたけは薄切り、白菜キムチはざく切りにする。 

③長ねぎ、しょうがは細くせん切りにして、冷水に１0分ほどさらしておく。 

④Aの中に②を入れ、煮る。火が通ったら水で溶いた片栗粉でとろみをつける。 

⑤器に盛り付け、水気を切った③をのせる。 

＊栄養価（１人分） 

エネルギー…247kcal 

食塩 ……………1.5ｇ 

ポイント 

 鰆は晩秋から春が旬で、成長につれて「さごし」、「やなぎ」、「さわら」と名前が変わる

出世魚です。 

 淡白で味にくせがなく、どんな料理にも合いますが、身が柔らかいので塩焼きや照り焼

きなどの焼き物、みそ漬けや粕漬けが一般的です。 

 栄養的にはたんぱく質の他、脂質には不飽和脂肪酸の一種である DHA や EPA が多く含ま



れ、脳や神経の情報伝達を活性化させたり、血栓ができたりするのを防ぐ効果や、中性脂

肪を減らす働きがあるため動脈硬化を予防する効果が期待できます。 

 栄養も豊富で美味しい鰆を少し目先を変えて味わってみてください。 

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 

Customer's voice 

お客さまの声 

Q 水道の使い方や緊急時の連絡先が分かる英語表記された資料はありますか？ 

A 新たに水道を使用されるお客さまに配布する小冊子「すいどうのご案内」の英語版・中

国語（簡体字）版を作成しております。局公式ウェブサイトからダウンロードできますの

でご利用ください。            
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水なんでもクイズ! 

もんだい 

なごやの水道水の水源は「○○川」です。○に入る言葉は何でしょう。 

Ａ.木曽 Ｂ.庄内 Ｃ.山崎      

「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

お書きの上、 

〒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、2021 年 6月 30 日（水）必着です。 

電子メールでもご応募いただけます。件名を「水と四季春号クイズ応募」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 空見スラッジリサイクルセンターで令和２年 11 月から稼働した施設は「B．

下水汚泥固形燃料化施設」です。 

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（メイ スイ）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 千種区月ケ丘 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「月ケ丘」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 

●電  話 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。 

メタウォーター下水道科学館なごや 

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 

駐車場は身体障害者用 1台のみです（予約制）。ご利用方法はお問い合わせください。 

●電話・FAX 052-911-2301 

※団体の場合は事前にご連絡ください。車いすの方も館内を見学できます。 

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） 

2021 年 4月 9,000 部 



次回発行予定は 2021 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 https://www.water.city.nagoya.jp/ 


