
平成 30 年８月 26 日（日）に駿河区小鹿一丁目新町自治会の皆さんと断水体験を実施しました。夏の暑い中、水道が使えない生活体験

をすると同時に応急給水訓練も行いました。最後は皆さんで意見交換会を行いました。 

【連絡先】水道総務課 ☎270-9117

水道の応援訓練を実施します！！ 

断水体験 実施レポート

【連絡先】水道企画課 ☎270－9125

  地震が起きて、ご家庭の水道が断水してしまったら…。そんな時、全国の水道事業体には、相互に応援するネットワークがあります。

東日本大震災や熊本地震などでも、このネットワークを活用し応援活動を実施してきました。 

そして、今年全国初となる応援訓練が静岡市で開催されることになりました。この訓練では、北は北海道から、南は沖縄まで全国６

０を超える市から給水車が駆けつけ、小学校や病院で給水活動や破損した水道管の応急復旧訓練を行います。メイン会場のツインメッセ静

岡では、訓練の見学や給水体験もできますので、ぜひお越しください。 

と き：11 月７日（水） 

時 間：１０：３０～１３：３０ 

ところ：ツインメッセ静岡南館大展示場横駐車場 

内 容：応急給水訓練（仮設給水槽への給水） 

    応急復旧訓練（破損した配水管の修理） 

大規模な災害が起きた時、市内の広い範囲

で断水が予想されます。断水体験は、そんな

もしもの時の対応を学ぶことができます。 

断水体験を行いたいときは下記連絡先へ

ご連絡ください。 

静岡市上下水道局 

“Life＆Water”in Shizuoka  since 2003 

第 32 号

平成 30 年 

秋 号

給水拠点で水をくむことが 

できるんだね！ 

最寄りの給水拠点は静岡市 HP で

確認してね。

トイレ・飲み水などに困る

から水を備蓄しよう！



受付窓口に、設置した端末にキャッシュカードを読

み込ませ、暗証番号を入力するだけで、簡単に水道料

金・下水道使用料の口座振替手続きができます。お支

払いは、安心で便利な口座振替を、ぜひご利用くださ

い。 

受 付 窓 口：営業課（上下水道局庁舎 3 階、葵区役

所２階、駿河区役所３階）、清水庁舎６

階水道事務所 

対象金融機関：静岡銀行、清水銀行、静岡信用金庫、

静清信用金庫（一部使用できないカー

ドあり） 

持 ち 物：キャッシュカード、身分証明書（顔写

真付き）など ※届け印は不要です。

本人以外の人は委任状が必要です。詳

しくは、下記連絡先へお問い合わせく

ださい。 

【連絡先】営業課 ☎270-9104

一括納付報奨金制度は、下水道事業受益者負担金

を第 1 期の納期限（12 月 25 日）までに全 15 期分

を一括納付していただくと、総額の 15％分（総額

が 150 万円以上の方は 20％）が割引となるお得な

制度です。 

11 月中旬に送付する下水道事業受益者負担金決

定通知書に同封の一括納付用の納入通知書が、割引

後の納付書となりますので、ぜひご利用ください。

 なお、今年度賦課の対象となっている区域につい

ては「くらしと水 web 版 平成 30 年春号」または、

市 HP の「平成 30 年度静岡市下水道事業受益者負

担金賦課対象区域について」のページをご確認くだ

さい。 

【連絡先】営業課 ☎270-9106【連絡先】営業課 ☎270-9106
【連絡先】下水道総務課 ☎270-9203

【携帯トイレの設置状況】 【専用の便袋】

点検・修理にかかる費用はお客様のご負担とな
ります。

※賃貸住宅の場合は、大家、不動産会社など

の管理者にご連絡ください。 

【マンホールの浮き上がり】

【連絡先】下水道総務課 ☎270-9206

大規模な地震が発生すると、

下水道管の破損やマンホール

の浮き上がりにより下水が流

れなくなることがあります。 

漏水の疑いがある場合、上下水道局指定の工
事店へ点検・修理を依頼してください。 

「いつもと比べて、水の使用量が多いのでは？」

と感じられたとき、簡単にできる漏水の調べ方が

あります。 

災害時の下水道の使用について

※過去に 遡
さかのぼ

って変更することはできませ

んので、ご注意ください。

漏水の調べ方

下水の使用ができないということは、トイレも使

用できなくなります。市からお知らせをするまでな

るべく流さないでください。 

各家庭で携帯トイレを準備しておくことをお願

いします。 

1 つの水道メーターを 2 戸以上で使用し、

申請により「均等水量」と認定されている共

同住宅は、入居戸数に変動があった場合や認

定を廃止したい場合、所有者からの届出が必

要です。 

 また、その建物を建て替える場合も、届出

が必要です。 

① すべての水道の蛇口（トイレ
も含め）を閉めてください。

② メーターのパイロット（銀色
の円盤。右図参照）を見てく
ださい。 

③ パイロットが回っていれば、
漏水の疑いがあります。 

井戸水を使用し下水道に汚水を流

している場合は、使用人数に基づい

て下水の排水量を認定し、下水道使

用料を計算することになっていま

す。 

 このため、ご家族の人数に変更が

ありましたら、その都度、ご連絡を

お願いします。 

共同住宅の所有者にお知らせ

使用人数 認定排水量（１か月）

1 人 11 ㎥

2 人 18 ㎥

3 人 25 ㎥

4 人 29 ㎥

5 人 33 ㎥

6 人以上 33 ㎥に５人を超える

人数ひとりにつき２㎥

を加算した水量

水道料金などの口座振替手続きが
キャッシュカードでできます！

上下水道 

お客様サービスセンター ☎２５１－１１３２へお電話ください。

下水道事業受益者負担金の
一括納付について

上下水道局からの 

お知らせです 

水道及び下水道の使用開始・中止の手続き、口座振替等、各種お問い合わせはこちらへ 

※おかけ間違いのないようご注意ください。 ＦＡＸ：２７０－７２５０

その他お問い合わせはこちらへ 

受付時間：月～金曜日 午前８時 30 分から午後７時まで 

休  み：土・日・祝日 12 月 29 日から翌年１月３日 

※３月、４月は土・日・祝日の午前８時 30 分から午後５時も受付 

い い み ず 

井戸水を下水道に流している方へお知らせ

※過去に 遡
さかのぼ

って変更することはできませんので、ご注意ください。

届出が必要な場合 

●井戸水を使用している住宅に入居される場合

●既に井戸水をご使用の方で、ご家族の転入・転出などにより、井戸水

の使用人数に増減があった場合 

●一部水道を使用するようになった場合 

●井戸水の使用を中止した場合

【連絡先】上下水道お客様サービスセンター ☎251-1132 

お問い合わせ内容 連絡先(葵区・駿河区) 連絡先(清水区) 

貯水槽水道のご相談 給水装置課☎270-9135 水道事務所☎354-2745

水道管漏水のご相談 水道管路課☎202-8513 水道事務所☎354-2734

雨水貯留浸透施設設置費助成の 

ご相談
下水道維持課☎270-9235 下水道事務所☎354-2744

転入居に伴う水道及び下水道の使用開始・中止の手続き、口座振替等のお問い合わせは、



平成 30 年８月 3 日（金）、水の週間（８月１日から７日まで）

にあわせて、『上下水道フェア 2018』を開催しました。 

 会場の青葉シンボルロードには、約 4,000 人が来場し、体験

型ブースで、上下水道について楽しみながら学んでもらいました。

 消防音楽隊とカラーガード隊による演奏や非公式ご当地キャラ

クターの「今川さん」も登場し、会場は大いに盛りあがりました。

暑い中、多くのご来場ありがとうございました。 



市長賞

瀧本 よつばさん 

(井宮小学校) 

公営企業管理者賞 

最優秀賞作品 

教育長賞 

日常に欠くことのできない「水」について、理解を深め、親しみや関心を高めてもらうため、「水」をテーマとしたポスターを、市内の

小学４年生から募集しました。今年は、605 点の応募があり、「上下水道フェア 2018」内で入賞者の表彰式を行いました。 

「生き物は水がないと生きること

ができないので、水を大切にしよ

うという思いで描きました。」 

戈茂 花歩さん 
(田町小学校) 

「お風呂のときに使っているシャワーの水を出し

っぱなしにしないようにしていることと、歯を磨い

ているときに水を出しっぱなしにしないようにコッ

プを使ってうがいをしていきたいと思います。」 

「画用紙を入れた箱の中で、絵の具を

つけたビー玉をたくさん動かしたり、型

抜きした紙の上でローラーなどを何度

も繰り返し転がしたりして描きました。」 

名波 潤さん 

(静岡北特別支援学校)



鈴木 蓮太郎さん 

(静岡北特別支援学校)

⑥ カボチャを入れ合わせた後、薄力粉を振り入れる。 

⑦ ②の汁を入れ、弱火で 10 分程度煮る。 

⑧ 牛乳、生クリームを加え、塩胡椒で味を調える。 

⑨ あさりを戻し入れ、盛り付ける。 

※お好みでパイなどをトッピングしてください 

【下処理】あさりは、塩水につけ砂抜きをする。水分を拭き取っておく。

① 鍋に、あさりと水を入れ、蓋をして火にかける。 

② あさりが開いたら取り出し、汁はこしておく。 

③ 野菜、ベーコンは 1 ㎝角に切りそろえておく。 

④ バターを入れた鍋に、玉ねぎ、人参、セロリを入れ炒める。

⑤ ベーコンを加えて炒める。 

【材料４人分】 

あさり ……２００ｇ 

水    ……２００㏄ 

カボチャ……１００ｇ 

玉ねぎ ……１／４個 

人参   ……３０ｇ 

セロリ  ……３０ｇ 

ベーコン ……２０ｇ 

バター   ……５ｇ 

薄力粉   ……少々 

牛乳  ……１００ｇ 

生クリーム……５０ｇ 

塩・胡椒  ……少々 

高橋 勇羽さん 

(大谷小学校) 

村田 和花さん 

(井宮小学校) 

三浦 奈菜さん 

(入江小学校) 

＜編集・発行＞〒420-0035 静岡市葵区七間町１５番地の 1 静岡市上下水道局 水道企画課 ☎270-9124 下水道総務課 ☎270-9203

優秀賞作品 

レシピ監修 


