
“Life & Water”in Shizuoka since 2003

城北浄化センターでは、毎年5月下旬から6月初旬頃「花菖蒲観賞会・写真コンテスト」が開催されています。浄化センターいっぱいに咲いて
いる花菖蒲やタチアオイは、私達が使った水を浄化センターで処理したきれいな水で育てたものです。「使った水を自然に返す」まさに水の
リサイクルです。あなたも、浄化センターいっぱいに咲く花菖蒲を見ながら「水の循環と下水道の役割」について考えてみませんか。
（詳細はP5）

「静岡県のみずべ100選」にも選ばれ、四季を通じて市民に
親しまれている興津川。清水地区の90％は、この興津川の
表流水を水源としています。
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知っていますか？水道水は、厳しい検査をしています。
「水道水」の水質は、水道法という法律で水質基準が定められています。「水質基準項目」と

「水質管理目標設定項目」があり、これらに定められた項目を厳しく検査しています。
平成16年4月1日より法律が変わり、今まで以上に厳しい検査を実施しています。

「水質検査項目」には、次の項目があります。
●水質基準項目（50項目）
大腸菌、鉛、ホルムアルデヒドなど人の健康に影響を及ぼすおそれがある項目と色、
濁り、臭いなど生活利用上に支障を生じるおそれのある項目です。

●水質管理目標設定項目（27項目）
農薬類、ニッケルなどの項目と残留塩素、pH値、硬度などの「おいしい水の要件」とされる項目で、

将来にわたって水道水の安全性、快適性を確保するために、水質管理上留意していく目標値です。

水質基準項目について静岡地区は30ケ所、清水地区は13ケ所、公園等の蛇口から採取した水を検査しています。

水質検査を体験した上下水道モニターの方々から、
「静岡の水道はきれい」という多くの声を毎年いただいています。

●私は、この4月に静岡に来るまで、大都市に住んでいたこともあって、
ずっと家庭用整水器を使用しているのですが、静岡ではこだわる必要
がないんだなと思いました。塩素消毒は安全の為に欠かせないことな
のに、セールストークに踊らされたのか、今まではどうも悪者に考え
すぎてしまっていた気もします。

H15年度モニター　中村庸子さん

●第一に「安全」な「水」としてふさわしい基準とともにおいしい水の
「基準」をも自然環境に恵まれた「静岡の水」は、クリアしていると
いうことを実際に水質検査を体験することにより、実感することが
できたように思います。

H15年度モニター　村岡路子さん

あなたも上下水道モニターになって、上下水道について、もっと理解してみませんか？
あなたのお宅の水道の水質検査体験や上下水道の施設見学などを実施します。
募集の詳細は8頁に掲載しています。
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※ 現在、静岡市では静岡地区、清水地区に分かれて
給水してるため、地区毎の検査結果を掲載しています。

平成14年度水質検査結果 検査を省略できない項目のみ

水質検査の様子

子供水道教室

静岡の水は�
きれいかな？�

項目名 水質基準値 静岡地区の水道水 清水地区の水道水

一般細菌 100 個／p以下 0 0

大腸菌 検出されないこと 検出しない 検出しない

塩素イオン 200mg／r以下 1.6 mg／r 4 .5 mg／r

有機物等 10mg／r以下 0.2 mg／r未満 1 .2 mg／r

pH 値 5.8以上8.6以下 7.4 7 .5

味 異常でないこと 異常なし 異常なし

臭気 異常でないこと 異常なし 異常なし

色度 5度以下 1 度未満 1 度未満

濁度 2度以下 0.1 度未満 0 .1 度未満

残留塩素 1mg／r程度以下 0.25mg／r 0 .4 mg／r

●静岡の水の質の高さがわかって、一市民として誇りに思いました。
H13年度モニター 大田三千世さん

●門屋浄水場で見た原水は、そのままでも充分に飲めそうな程きれい
で、驚くと同時に香川県出身の私としては、豊富な水に恵まれている
静岡県を本当にうらやましいと思いました。

H14年度モニター 山下悦子さん

●「きれいでおいしい水＝安全な水」とはいえないと思っていましたが、
検査員の説明と機器を使っての実験を見たことで、「きれいでおいしい
水＝安全な水」とつながりました。これからは今まで以上に安心して
飲むことができます。

H14年度モニター 杉山光代さん
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　私達が毎日使っている水道水。飲料水として直接口にする他、料理、入浴など私達の生活に欠かす
ことのできないものです。 毎日使うものだからこそ、安全で良質なものを使いたいと誰もが思うので
はないでしょうか。 「水の安全性」が大きくとりあげられ、「静岡の水って安全なの？」「静岡の水って
おいしいの？」そんなあなたの疑問にお答えするために、静岡の水道水を徹底分析してみました。�

なぜ、おいしい？ 静岡の水道水
前頁で説明しましたが、水道水の基準は「水道法」で決められています。ですから、日本全国
どこの都市でもある一定基準を満たしています。それにもかかわらず、水道の味が違うのはな
ぜでしょうか？静岡の水道水が「おいしい」のには2つの理由があります。

①原水が良質
静岡地区の水道水は安倍川の伏流水と地下水、清水地区の水道水の多くは興津川の表流水からつくら

れています。静岡地区の水源、安倍川は平成10年に実施された国土交通省（旧建設省）の水質調査では、
黒部川と並び全国第1位の水質を誇っている河川です。一方、清水地区の水源、興津川は平成3年度に
国土交通省（旧建設省）が指定した「魚がのぼりやすい川づくり推進モデル事業」のモデル河川に指定さ
れ、鮎釣りのメッカとして多くの釣り人に親しまれています。静岡市の水道水は、原料となる
河川の水質が大変良質なのです。そのため、消毒のために加える塩素も比較的少ない量ですみます。
よく「おいしい料理は、素材が決め手」といいますが、水にも同じことがいえます。

②フレッシュ～ 新鮮 ～
静岡地区、清水地区とも取水してからご家庭に届くまで、長いところでも24時間程度、

短いところでは 1～2時間程度です。常に皆様にフレッシュな水道水をお届けしています。
水は生ものです。新鮮な野菜や果物がおいしいのと同じです。

水は限りある資源です。大切にしましょう。
●下水道は、大切です。

私達が使った水は、下水処理されて川や海に返されます。私達が
使う水と同じように下水処理された水は、厳しく水質検査をし、川や
海に流しています。水は、循環しています。使った水をきれいにして自
然に返すことは、水を守ることの第一歩です。下水道は私達の生活環
境を守る上で大切な役割を担っています。

●水源の保全に努めています。
水源保全のため森林を育成したり、水源保全の看板を作成しています。

上下水道施設を見学した方々からは、「水の大切さ」「下水道の大切さ」を感じた、という多くの声をいただきました
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「静岡の水道水」は、おいしい水の要件を満たしています。

水道料金水道料金を1.5リットルトルの�

ペットボトルに換算す換算すると、�

1本あたあたり約0.22円となります。す。�

�

水道料金を1.5リットルの�
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1本あたり約0.22円となります。�

�

「静岡の水道水」って�
安くておいしいんです！�

項目118 おいしい水の水質要件 静岡地区の水道水 清水地区の水道水

蒸発残留物 30～200 mg／r 112 mg ／r 118 mg／r

硬度 10～200 mg／r 83 mg ／r 56 mg／r

遊離炭酸 3～30 mg／r以下 0 .9mg ／r 11.5mg／r

過マンガン酸カリウム消費量 3 mg／r以下 0 .2mg ／r未満 1.2mg／r

臭気強度 3 以下 1 2

残留塩素 0.4mg／r以下 0 .3mg ／r   0.4mg／r

水温（最高） 最高20℃以下 15 ℃ 18 ℃

（おいしい水研究会による） （ 門 屋 浄 水 場 系 ） （ 谷 津 浄 水 場 系 ）

安全でおいしい水を供給されている私たちは幸せです。でも
そのために多くの費用と多くの人々の苦労があることを知り、
改めて大切に使わなくてはいけないと強く思いました。
出しっぱなしの水、トイレの2度流水などの節水、また風呂の
残り水、台所の水の再利用、油類や汚れは紙でふき取る、アク
リル毛糸で作ったマットでの洗浄で、洗剤を使わないなど、一人
一人の小さな実践が大切になってきます。水はただでもないし、
無尽蔵でもありません。

H15年度モニター　杉山雅子さん

ぼくたちは、水の大切さをわかったので、これから興津川を
大切にしていきます。

清水浜田小学校 岩崎 翔くん

初めは、すごく汚れていた水だったのに水をきれいにしたら、
水が透明になっていて驚きました。私はこれから、あんまり油
や洗剤を流さないようにして、できるだけ水をきれいにできる
ようにがんばりたいです。

賎機北小学校 大川未帆さん
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最近「市（または市役所）から来ました」「市から頼まれて」と言って訪問や電話をかけてくる業者がいます。市や
企業局から委託された業者がお宅にうかがう場合は、必ず市や企業局が発行した身分証明書を携帯しています。
不信な場合は、身分証明書の提示を求めるか、担当課にお問合せください。

気
を

つ
けて
ください！

● 水が出ない。
水道の水が出ないときは、お宅だけが出ないのか、ご近所のお宅の水も出ていないか、まず確認

してください。

お宅だけ出ない時
お宅の水道工事をした指定給水装置工事事業者または、お近くの指定工事店へご連絡ください。
なお、3 階建て以上のアパートやマンションにお住まいの方は、ポンプなどの施設の故障が考えられます。
まず、管理人や保守管理会社にご連絡ください。

● 水が濁っている。
水道の水の濁りには、大きく分けて白く濁る場合と赤茶色に濁る場合があります。

水が白く濁った場合
その水を容器に入れて静かに観察してください。下の方から澄んできたときは、水に空気が混ざり、小さ
な泡が発生したためですからそのまま飲んでいただいても心配ありません。

赤茶色に濁った場合
水道管や給水装置に使われている材料の鉄分が腐食してサビが発生します。この鉄サビが一時的に赤い

色の水として流れ出したものです。赤い水の成分は鉄ですから、仮に飲んでしまっても健康上問題はありま
せん。この場合はしばらく流してきれいな水になりましたら、その後使用してください。

水が出なかった場合・いつもと違った水が出た場合は、
静岡地区にお住まいの方は、 水道維持課（修理担当） 054－281－9596,9597
土、日、祝日及び夜間の場合、 静岡給排水修繕センター 054－248－7812
清水地区にお住まいの方は、 水道維持課（維持第2担当） 0543－54－2734
土、日、祝日及び夜間の場合、 水道維持課夜間、休日受付 0543－45－5270 までご連絡ください。

● 水洗トイレまたは、排水管がつまった。
排水設備を施工した静岡市企業局排水設備指定工事店にご相談ください。排水設備指定工事店が

わからない場合や問合わせをしたい場合は、
静岡地区にお住まいの方は、静岡上下水道サービス課 排水設備担当 054－221－1149
清水地区にお住まいの方は、清水上下水道サービス課 排水設備担当 0543－54－2746
までお問合せください。宅地内において修繕工事を行う場合の費用は、所有者の負担となります。

●「排水管がつまっているので清掃をした方が良い・・・」という業者がきたのですが。
最近「下水道の点検に市（または市役所）から来ました」「市から頼まれて下水道管・桝

ます

の
調査、清掃に来ました」とか「お宅の排水桝から悪臭がし、近所に迷惑がかかる」などと言
って排水管や桝の清掃を勧められ、清掃後にお金を請求されるという事件が多発しており
ます。企業局（市）では一切これらのことを行うことはありません。自分の敷地は自分で
適切な使用及び管理をすることになっておりますので、排水の流れが悪くなった場合には、
敷地内にある最終桝を点検してみてください。時々、油（ラード）などが詰まっている場合
がありますので、取り出し、ゴミとして収集日にお出しください。それでもなお、流れが良
くない場合には、工事を施工した工事店に連絡するか、工事店がわからない場合は、静岡、
清水両事務所の上下水道サービス課排水設備担当（静岡TEL  054－221－1149、清水
TEL  0543－54―2746）にご連絡ください。お近くの工事店を紹介いたします。
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今年度実施今年度実施される主な事業事業（平成平成16年度予算年度予算から）と、企業局企業局で開催開催するイベントです。�今年度実施される主な事業（平成16年度予算から）と、企業局で開催するイベントです。�

水道事業 約183億円

拡張事業
おいしい水をお届けするための施設などの整備を進める事業です。

●門屋浄水場急速ろ過施設の建設
●藁科地区水道整備事業
●清水小河内地区水道整備事業
●水道管の布設工事

施設改良事業
古くなった水道施設を改良し、地震が起きても被害を最小限
に抑える事業です。

●与一取水場受変電設備の改良
●古い水道管の布設替
●自家発電装置の設置、補修

維持管理事業
水道施設を良好に維持し、安定して水をお届けするための事業です。

●取水施設の維持管理（牛妻取水場ほか）
●配水施設等の維持管理（松富配水場ほか）
●業務活動の全般に関する経費

企業局では、お客様に上下水道について理解を深めていただくために、多くのイベントを実施しています。ご家族で楽し
めるものばかりです。ぜひ、ご参加ください。

城北浄化センター花菖蒲観賞会
花菖蒲の観賞、写真コンテスト、タチアオイ苗の配付など
於：城北浄化センター
（問合せ先：城北浄化センター　054－261－2981）

安倍川フォーラム（共催）
川に親しむイベント、利き水など
於：牛妻スポーツ広場
（問合せ先：水道総務課　0543－54－2707）

下水道事業 約390億円

拡張事業
下水道施設の整備を進めるための事業です。
●下水道管渠の敷設工事
●中島・清水南部浄化センターなどの施設の拡充
●雨水幹線の設備工事

施設改良事業
古くなった下水道施設を改良するための事業です。

●古くなった下水道管渠の改良事業、施設の改良事業
●電線地中化事業や街路築造事業等に伴う布設替

維持管理事業
家庭からでる汚水や雨水を円滑に流すために、下水道施設
を管理したり、汚水を浄化するための事業です。

●下水道管の清掃・修繕などの維持管理
●市内6ケ所の浄化センター、9ケ所のポンプ場の運転、維持管理経費
●流域下水道の維持管理に要する経費
●業務活動の全般に関する経費

水道週間街頭キャンペーン
静岡の水の缶詰の配付

於：葵スクエア、JR 清水駅前等
（問合せ先：水道総務課 0543－54－2703）

中島浄化センターホタル観賞会
ホタルの観賞、下水道についての展示など
於：中島浄化センター
（問合せ先：中島浄化センター 054－285－3469）

上下水道フェア 2004  
クイズ、上下水道相談コーナー、など
於：葵スクエア

（問合せ先：水道総務課 0543－54－2703）

下水道の日 2004
下水道相談コーナーなど
於：静岡市内
（問合せ先：下水道維持課　0543－54－2833）
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9月中旬�

5月30日�
～6月6日�

6月4日�
～6月5日�
6月4日�
～6月5日�

6月上旬�

8月上旬�

7月下旬�

9月中旬�

5月30日�
～6月6日�

8月上旬�

6月4日�
～6月5日�

6月上旬�

8月上旬�

7月下旬�

9月中旬�9月中旬�

5月30日�
～6月6日�

6月4日�
～6月5日�

上下水道のことが�
よくわかるよ！�

楽しそう�
みんなでいこう！�

企業局で実施するイベント
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組　　織 主 な 業 務 内 容 ・担 当 名 電話番号 所在地 メールアドレス

総務担当 10543－54－2703

経理担当 10543－54－2705 清水総合事務所 6階

水道企画室 10543－54－2707

管理担当 10543－54－2711

料金担当 10543－54－2712 清水総合事務所 6階

業務担当 10543－54－2714

計画担当 10543－54－2721

建設第1担当 10543－54－2723

建設第2担当 10543－54－2725 清水総合事務所 6階

建設第3担当 10543－54－2727

建設第4担当 10543－54－2728

管理担当 10543－54－2731 清水総合事務所 6階

修理担当
1054－281－9596

西中原二丁目
1054－281－9597

維持第1担当 10543－54－2733

維持第2担当 10543－54－2734
清水総合事務所 6階

管理担当 10543－54－2736 清水総合事務所 6階

与一配水場 1054－271－8711 与一四丁目

南安倍配水場 1054－283－3304 西中原二丁目

浄水担当 10543－69－1440

施設担当 10543－69－1440
清水八木間町

水質管理室 1054－283－3304 西中原二丁目

管理担当 1054－221－1463

施設担当 1054－221－1146
静岡総合事務所 16階

検針担当 1054－221－1454

精算担当 1054－221－1304

下水道担当 1054－221－1472 静岡総合事務所 15階

給水装置担当 1054－221－1461

排水設備担当 1054－221－1149

検針担当 10543－54－2742

精算担当 10543－54－2743

下水道担当 10543－54－2744 清水総合事務所 6階

給水装置担当 10543－54－2745

排水設備担当 10543－54－2746

水道総務課

営業課

水道建設課

水道維持課

水道施設課

簡易水道課

静岡上下水道
サービス課

清水上下水道

サービス課

水道事業計画及び広報、
予算・決算事務など

水道料金及び下水道使用料等の
統括事務など

水道工事（給水管工事を除く）の調査、
設計及び施工など

水道管の維持管理、修繕など

水道施設の維持管理、水質検査、
水源の水質保全など

簡易水道事業全般

静岡地区の水道料金及び下水道
使用料の収納事務、給水装置及び
排水設備工事の審査、水洗化に伴う
相談窓口業務など

清水地区の水道料金及び下水道
使用料の収納事務、給水装置及び
排水設備工事の審査、水洗化に伴う
相談窓口業務など

水 道 部

suidosomu@
city.shizuoka.
shizuoka.jp

eigyou@
city.shizuoka.
shizuoka.jp

suidoukensetsu@
city.shizuoka.
shizuoka.jp

suidouiji@
city.shizuoka.
shizuoka.jp

suidoushisetsu@
city.shizuoka.
shizuoka.jp

kanisuidou@
city.shizuoka.
shizuoka.jp

szk－service@
city.shizuoka.
shizuoka.jp

smz－service@
city.shizuoka.
shizuoka.jp

水道部

清水谷津
浄水監理室

設備審査
監理室

設備
審査室



7

　昨年度まで、静岡・清水2つの事務所に分かれていた企業局が新たな組織として生まれ変わり
ました。一部の課を除き、企業局は清水総合事務所へ移り、組織が再編成されました。新しい
組織と主な仕事、問合せ先です。�
　これからも、お客様にわかり易く、信頼される企業局を目指して、より一層努力していきます。�

下水道部

組　　織 主 な 業 務 内 容 ・担 当 名 電話番号 所在地 メールアドレス

総務担当 10543－54－2803

経理担当 10543－54－2804
清水総合事務所 7階

汚水計画担当 10543－54－2808

雨水計画担当 10543－54－2809
清水総合事務所 7階

設計調整担当 10543－54－2812

工事第1担当 10543－54－2814

工事第2担当 10543－54－2816

工事第3担当 10543－54－2818
清水総合事務所 7階

工事第4担当 10543－54－2820

工事第5担当 10543－54－2821

管理担当 10543－54－2831

水洗普及担当 10543－54－2833

改良担当 10543－54－2834
清水総合事務所 7階

保全担当 10543－54－2836

管理担当 10543－54－2841

整備担当 10543－54－2842
清水総合事務所 6階

高松浄化センター 1054－282－2200 登呂五丁目

城北浄化センター 1054－261－2981 加藤島

中島浄化センター 1054－285－3469 中島

長田浄化センター 1054－256－6237 下川原

清水南部浄化センター 10543－64－0011 清水清開三丁目

清水北部浄化センター 10543－64－0011 清水横砂

水質管理室
1054－285－3469 中島

10543－64－0011 清水横砂

下水道総務課

下水道計画課

下水道建設課

下水道維持課

下水道施設課

下水道事業の予算・決算事務など

下水道事業の総合的な調査・企画など

下水道工事の調査、設計及び施工など

下水道管きょの維持・修繕、
受益者負担金の賦課・徴収など

浄化センター及びポンプ場の
運転・維持管理など

下水道部

gesuisoumu@
city.shizuoka.
shizuoka.jp

gesuikeikaku@
city.shizuoka.
shizuoka.jp

gesuikensetsu@
city.shizuoka.
shizuoka.jp 

gesuiiji@city.
shizuoka.
shizuoka.jp

gesuishisetsu@
city.shizuoka.
shizuoka.jp

大丈夫ですか？あなたの家庭の地震対策
東海地震の被害想定や予知情報が見直されました。もう一度、あなたのお宅の地震対策を見直してください。
大地震が起きた時には、行政機能が一時的に機能できないことが予測されます。東海地震は、近隣市町村への被害

も想定されているため、外部からの応援もすぐに機能できない可能性があります。

あなた
のお宅

の飲料
水は�

確保で
きてい

ますか
？�

備え
あれ
ば�

安心
�備え

あれ
ば�

安心
�

各ご家庭で飲料水の備蓄をお願いします。�

1人1日3リットル×家族の人数×3日分です。�

3日間分�×� ×�最低備蓄が必要な�
飲料水の分�
1人1日3リットル�

家族の人数�1リットルペットボトル3本分�

お風呂
の水も

�

有効に
�お風呂

の水も
�

有効に
�　お風呂の残り湯を流してしまわずに�

ためておくと、消火用水のほか、断水の際

のトイレの流し水としても利用できます。�

　ただし、下水道管が壊れてしまった時は

水を流せないこともありますので、被害状

況の広報にご注意ください。�
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企業局企業局から皆さんへのお知らせです。�企業局から皆さんへのお知らせです。�

督促納期限を過ぎた
水道料金徴収業務等を委託しました

4月から、静岡地区と同様に新たに清水地区についても、督促納期
限を過ぎた水道料金・下水道使用料の徴収業務と転居等により水道
の使用を中止する場合の検針等業務を民間業者に委託しました。

委託業者名：（株）ジェネッツ

訪問する係員は、市企業局が発行した写真入りの身分証明
書を携帯していますのでご確認ください。

問合せ先：清水上下水道サービス課（0543－54－2742）

公共下水道工事にご協力ください
今年度は服織地区の下水を中島浄化

センターに導くための安倍川河底横断
（大門川河口より田町一丁目、旧教育
センター跡地）工事に着手します。丸
子地区においては昨年度に引き続き、
県道藤枝静岡線（旧国1号、丸子橋より
JA丸子支店付近）で幹線管渠工事を、
また家庭からの汚水を取込むための面
整備管渠工事を、用宗・広野・みずほ・東新田地区や瀬名地区（二・六・七
丁目）、駒越・飯田・高部・興津地区などで実施します。

工事期間中は交通規制により、大変ご迷惑をお掛けいたしますがご理
解ご協力をお願いします。

問合せ先：下水道建設課　工事第1～4担当（0543－54－2813～20）

清水中町浄水場で「桜観賞会」が
開催されました

4月4日に清水中町浄水場で開催さ
れた「桜観賞会」は、満開の桜を見る
多くの市民の方でにぎわいました。
中町浄水場には、14種類、約150本
の桜が植えられています。
「桜観賞会」は、毎年開催され、どな
たでも参加いただけます。

もっと知ってほしい！上下水道のこと

企業局出前講座をご利用ください
企業局では、市民のみなさんの求めに応じて、企業局の職員が学習

会などに出向き、水道や下水道についての情報提供や解説を行いま
す。月～金曜日（祝日除く）の午前10時～午後9時の間で、おおむね2
時間以内。原則として講座当日、10人以上の参加が見込まれるグル
ープ・団体が対象です。どうぞ、お気軽にご利用ください。

水 道

●静岡のおいしい水 ～私たちの上水道～

●水道と防災 問合せ先：水道総務課　
（0543－54－2707）

下 水 道

●下水道のしくみと整備効果
●浄化センターと水環境
●環境を守る水洗化

問合せ先：下水道総務課
（0543－54－2803）

平成16年度上下水道モニター募集

企業局では積極的にお客様の意見を取り入れ、お客様に開かれた上下水道を目指すため、「上下水道
モニター制度」を実施しています。
●仕事の内容
上下水道事業に対して意見を寄せる、地域住民の声を伝え

る、企業局の広報広聴活動への協力、年5回程度の会議（企業
局長との懇談や上下水道施設見学など）への出席

●期　　間
委嘱の日から17年3月31日まで。

●応募資格
市の上下水道または簡易水道を使用している方で、5月1日現在

満20歳以上の市民で、会議に出席できる人12人程度。（託児あり）

●報　　酬
年間 18,000 円（上限） 別途託児費用支給有

＊申込受付後、略歴書を郵送します。必要事項を記入し、水道総務課へ返送（郵送またはメール）してください。
＊選考は、略歴書を参考に、住んでいる地域、性別、年齢などを考慮して行い、選考結果は、7 月中旬に本人あて通知します。

講座メニュー

モニターになって施設見学や自分の家の水道水の検査をしてみませんか。

委嘱状交付式

水質検査体験

●申込み
6 月15日（火）までに、電話またはメール

shizusui@chabashira.co.jpで水道総務課
（TEL 0543－54－2707・多数選考）へ

TEL.0543-54-2707  FAX.0543-55-0715
■この広報紙についてのご意見、ご要望は、静岡市企業局水道総務課までお寄せください。

E-mai : shizusui@chabashira.co.jp HP : http://www.city.shizuoka.shizuoka.jp/deps/suido/index.htm
環境にやさしい大豆油�
インクを使用しています。�

古紙100％の再生紙を�
使用しています。�


