
毎年、６／１～６／７は「水道週間」です。 

 上下水道局では、市民の皆様に水道について興味・関心を持っていただくことを目的に、さまざまなイベントを開催しました。

６月６日（木）に、JR 静岡駅北口地下広場で、静岡市の水で製作した水のペットボトル 

「静岡市のおいしい水」を配布しました。今年は、１日水道局長となった静岡市の非公式キャラ 

「今川さん」をはじめ、ベルテックス静岡の選手やコスプレーヤーの花束さんもイベントに駆け付け、 

多くの市民の皆様に静岡市の水についておいしさを PR することができました。 

この水のペットボトル「静岡市のおいしい水」は、市主催の事業等で配布する予定です手に取る機会が 

ありましたら、ぜひ、静岡市の水のおいしさを味わってください。 

社会の授業で水について勉強をする市内小学４年生全員に啓発品（水のペットボトル・水道の下敷き・下水道のクリアファイル）を配付しました。

代表校として市立清水岡小学校で贈呈式、市政出前講座「水道水はどこからくるの？」を行いました。さらに、今年は給水体験も行い、多くの児童に

水道についての関心を持ってもらいました。 

【連絡先】水道企画課☎２７０－９１２４

水道週間にあわせ、イベントを開催しました！ 

福祉施設への水道設備無料点検・修繕

街頭キャンペーン 

水道週間の期間中、市役所や区役所 

など、静岡市の水道水を PR する 

懸垂幕・横断幕を掲示しました。 
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静岡市水道局指定工事店協同組合、 

清水管工事システム協同組合がボランティアで 

社会福祉施設など 16 施設の水廻り点検、 

修繕を行いました。 

懸垂幕・横断幕の掲示 



「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。 

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。 

漏水の疑いがある場合、静岡市指定給水装置工事事

業者へ点検・修理を依頼してください。 

※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。 

点検・修理にかかる費用はお客様のご負担となります。

漏水の調べ方
下水道事業受益者負担金の申告書の

提出

対象区域内の平成 31 年４月１日現在の土地所有

者に対し、該当する土地とその面積等を確認してい

ただくために、８月上旬に「下水道事業受益者申告

書」を送付します。内容をご確認いただき、必要事

項を記入の上、８月 30 日までに提出してください。

【記入方法等】 

①「土地所有者の住所・氏名・連絡先」欄に署名

又は記名押印してください。 

②土地所有者以外の方が納付する場合は、「土地

所有者以外の受益者」欄に、納付する方の署名

又は記名押印が必要です。土地所有者が納付す

る場合は記入不要です。 

その他詳細につきましては、下記連絡先へお問い
合わせください。 

【連絡先】下水道総務課 ☎２７０－９２０６

※おかけ間違いのないようご注意ください。 ＦＡＸ：２７０－７２５０

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

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 

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。 

水道料金・下水道使用料の納付は、便利な口座振替をご利用ください！ 

１． 取扱金融機関の窓口で、お申込みできます。 

持ち物：通帳・届出印・お客さま番号のわかるもの（「水道（下水道）使用水量等のお知らせ」等） 

２． 上下水道局の受付窓口で、端末にお客様のキャッシュカード（個人名義の普通口座）を読み込ませ、暗証番号を入力することでお申込みできます。 

※対象金融機関：静岡銀行、清水銀行、しずおか焼津信用金庫、静清信用金庫（金融機関の統廃合により取扱が変わる場合があります。）

※届出印は不要です。本人以外の場合は委任状が必要です。 

※受付時間や、持参いただく身分証及びキャッシュカード等に条件がありますので、詳細は上下水道お客様サービスセンター(℡251－1132)へお問い合わ

せください。 

３． 郵送でお申込みできます。 

上下水道お客様サービスセンター(℡251－1132)にご連絡ください。口座振替申込ハガキを送付しますので、必要事項を記入・押印し営業課までご返送く

ださい。 

 【連絡先】営業課☎２７０－９１０４ 

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 

い い  み  ず 

井戸水を下水道に流している方へお知らせ

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

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

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、
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。 

※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。 



要 

申込 

普段は見ることのできない市内の上下水道施設をバスで見学します。 

８
７

水

【連絡先】水道企画課 ☎２７０－９１２４ 下水道総務課 ☎２７０－９２０３

講座名：「夏休み見学ツアー!上下水道のしくみ」 

時 間：９：２０～１５：３０ 

と ころ：門屋浄水場（葵区門屋）と中島浄化センター 

大里生涯学習センター集合・解散 

対 象：市内にお住まい又は通学している小学生と 

その保護者４０名 

（小学 3 年生以下は保護者同伴） 

申込み：７月２日（火）10:00 より、お電話で大里生涯

学習センター（☎２８３－１６９８）へ申し込

み。先着順。

講座名：「上下水道見学ツアー」 

時 間：９：30～１６：００ 

と ころ：清水谷津浄水場（清水区谷津）と静清浄化センター 

駿府城跡観光バス駐車場集合・解散 

対 象：市内にお住まい又は通学している小学生と 

その保護者４０名 

（小学 3 年生以下は保護者同伴） 

申込み ：８月２日（金）までに往復はがきで葵生涯学習センタ

ー(葵区東草深町 3-18 ☎246-6191)か静岡市

生涯学習センターホームページから申し込み。 

講座名：「水はどこへ行く？上下水道施設見学」 

時 間：９：30～１６：００ 

と ころ：門屋浄水場（葵区門屋）と中島浄化センター 

北部生涯学習センター集合・解散 

対 象：市内にお住まいの成人 20 名 

申込み ：９月２日（月）までに往復はがきで北部生涯学

習センター(葵区昭府２丁目１４-１ ☎２７１-

５１１１)か静岡市生涯学習センターホームペ

ージから申し込み。 

イベント名 時間 内容 場所 

表彰式 10:15～10:30 水に関するﾎﾟｽﾀｰ展表彰式 青葉Ｂ３ﾌﾞﾛｯｸ 

消防音楽隊・ 

ｶﾗｰｶﾞｰﾄﾞ隊ｺﾝｻｰﾄ 
11:30～12:30 

消防音楽隊・ 

消防団ｶﾗｰｶﾞｰﾄﾞ隊によるｺﾝｻｰﾄ
青葉Ｂ３ﾌﾞﾛｯｸ 

清水ｴｽﾊﾟﾙｽｵﾚﾝｼﾞｳｪｰﾌﾞ＆

ｵﾚﾝｼﾞｳｪｰﾌﾞｶﾞｰﾙｽﾞ 
13:00～14:00 

清水ｴｽﾊﾟﾙｽｵﾚﾝｼﾞｳｪｰﾌﾞ＆ｵﾚﾝｼﾞ

ｳｪｰﾌﾞｶﾞｰﾙｽﾞのﾁｱﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 
青葉Ｂ３ﾌﾞﾛｯｸ 

上下水道ﾌｪｱお茶ｶﾌｪ 10:00～15:00 
学校法人鈴木学園による 

ｵｰﾌﾟﾝｶﾌｪ 
上下水道局庁舎（１階） 

静岡のお茶(冷茶)ｺｰﾅｰ 10:00～15:00 茶っきり娘による冷茶ｻｰﾋﾞｽ 青葉Ｂ３ﾌﾞﾛｯｸ 

静岡市の非公式ｷｬﾗ 

「今川さん」の出演 

① 11：00～ 
静岡市の非公式ｷｬﾗ「今川さん」

の出演 

①青葉ｼﾝﾎﾞﾙﾛｰﾄﾞ各ﾌﾞﾛｯｸ 

②13：00～ 
②上下水道局庁舎（1 階ｵｰﾌﾟﾝ

ｽﾍﾟｰｽ、3 階展示ｺｰﾅｰ） 

夏休み消防体験 10:00～15:00 消防車の出展・消防の仕事体験 青葉 B3 ﾌﾞﾛｯｸ 

バスケットボールチーム

VELTEX 静岡 
10:00～15:00 

バスケットボールチーム

VELTEX 静岡の出展 
青葉 B3 ﾌﾞﾛｯｸ 

給水車から水を飲もう！ 10:00～15:00 
給水車から水の提供 

給水車の乗車体験 
青葉 B６ﾌﾞﾛｯｸ

ﾏｲﾎﾞﾄﾙを持ち歩こう 10:00～15:00 ｱﾝｹｰﾄを書くとﾏｲﾎﾞﾄﾙをﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 青葉 B６ﾌﾞﾛｯｸ 

ｼｰﾙﾗﾘｰ 10:00～15:00 体験 青葉ｼﾝﾎﾞﾙﾛｰﾄﾞ各ﾌﾞﾛｯｸ 

ﾎﾟｽﾀｰ展 8/１～8/29 水に関するﾎﾟｽﾀｰ展示 上下水道局庁舎(３階展示ｺｰﾅｰ)

※往復はがきには、講座名、住所、全員の氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、返信用あて名を記入してください。

８ 16 金

※天候等によりイベントが中止になる場合があります。

各ブースでは、水道管にメッセージを

書いたり、VR（バーチャルリアリティ

ー）での浸水体験など、上下水道に関す

る体験ができます。 

 ブースをまわってシールを集めると

先着で鈴木学園のお菓子をプレゼン

ト！さらに、上下水道局庁舎１階のオー

プンカフェで使えるドリンクチケット

もお渡ししますので、七間町の街並みを

眺めながら一休みしてみませんか。 

８月１日は「水の日」、そして８/1～８/7 は「水の週間」です。

上下水道局では、この「水の日」、「水の週間」にあわせて 

「上下水道フェア 201９」を開催します。 

みなさまお誘いあわせのうえご来場ください。 

時  間 ： １０：００～１５：００ 

と こ ろ ： 青葉シンボルロード・上下水道局庁舎 

内 容 ： 夏休みの自由研究にぴったりな体験型ブースで、 

上下水道局の仕事や上下水道の仕組みについて 

楽しみながら学べます。

※小雨決行 

ど な た

で も

９ 19 
木

８ ９ 金



※ただし、「直結給水方式」には、適用条件がございます。

詳しくは、下記連絡先へお問い合わせください。

静岡市の
おいしい を飲みませんか

水道水をご家庭で利用するにあたり、 「直結給水方式」と「受水槽方式」があります。静岡市上下水道局では、「直結給水方式」をおすすめしています。

    ※直結給水方式とは、水道管から直接蛇口まで給水する方式をいいます。

    ※受水槽方式とは、水道管の水を一度受水槽で受けて、ポンプ等で蛇口まで給水する方式をいいます。

直結給水方式の水は外気の影響を受けにくいため、夏場でも冷たくておいしい水を飲むことができます。

静岡市のおいしい水を、ぜひ「直結給水方式」にて家庭でご利用ください！

このような方におすすめ

✔ 現在、お持ちの建物が「受水槽方式」で水道水を利用されているお客様

✔ ご新築にあたり、受水槽の設置を検討されているお客様

ほかにもこのようなメリットが

✔ 受水槽を設置するスペースが省ける

✔ 受水槽の管理に伴う費用や手間がなくなる

静岡市上下水道局キャラクター

「しずみぃ」

＜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

水

① 湯を沸かしトマト類を湯剥きする。トマトはタネをそのままで、１cm の角に切る。 

ミニトマトは４等分、ミディトマトはくし型に４等分に切って別のボールに入れ、塩、

胡椒、バージン油で和える。 

バジルの葉を粗く刻みバージン油につけておく。ニンニクは皮をむいて潰しておく。

② 手鍋に潰したにんにくとオリーブ油を入れて火にかけ、鍋を傾けて油をふちにため、

揚げるようにする。 

にんにくが薄く色付いたら火からおろし、角切りにしたトマトとミニトマトを入れて

火にかけ、沸いたら弱火にしてとろみがつくまで８～10 分位火にかける。塩、白胡椒、

レモン汁、バルサミコ、砂糖を加えて味を調える。鍋ごと氷水にあててソースを冷ま

す。  

③  アボカドを縦半分に切り込みを入れて、半分に割る。中の種を除き,皮をむい

て２cm 大に切る。ボールに入れ、塩、胡椒、レモン汁、バージン油をかけて軽く

和える。モッツァレラの水気を拭いて 16 等分に切る。塩、胡椒、バージン油で

和える。 

④ 湯を沸かし、塩を溶かしておく。湯にカペッリーニを入れ、５分 30 秒茹でてザ

ルにあげ、塩をした氷水に漬けて冷ます。ザルでよく水気を切る。 

⑤ ②のソースをボールに移し、カペッリーニを入れてバジルの葉を漬けたバージン

油をかけて混ぜる。塩、胡椒で味を調える。 

⑥ ⑤を皿に盛り、ミディトマト、アボカド、モッツァレラとトッピングし、バジル

の葉を盛る。 

レシピ監修 

葵区・駿河区の建物について【連絡先】給水装置課 ☎270-9135 ／ 清水区の建物について【連絡先】水道事務所 ☎ 354-2745

静岡市上下水道局では、

蛇口から直接飲むことができる

「安全でおいしい水」を供給するために

頑張っているんだよ！


