
① 上下水道経営協議会　質問への回答

№ 質問

回答課 水道総務課

回答課 水道総務課

1
厳しい財政状況の中で、常に市民に安定した安全なおいしい水を提供
できるような運営をすすめるにはさまざまなバリヤーを乗り切っていかな
ければならない。そこで市当局としては、市民に今このときに一番協力
を求めたいことは何か。まず料金の改定が何より先決なのか。

回答

　水道事業は、給水に係る全ての費用を水道料金収入で賄うことが基本です。そのうえで、事業開始から
約90年が経過し、水道施設の老朽化が進む中で、安心安全な水道を提供できるよう、対策を進めていか
なければなりません。このような水道事業の現状を、市民の皆様にご理解をいただくことが最も必要であ
り、協力を求めたいことでもあると考えています。

2
料金改定の必要性は理解できたので、改定時には、費用（各種コスト）
の縮減の取組み方針もセットで公表した方が市民の理解が得られるの
ではないかと思います。（「努力します」でよい）

　「投資の最適化」や「経営の効率化」を進めても、なお不足する財源を確保するため、水道料金の改定が
必要となります。まず「投資の最適化」では、アセットマネジメントの実践をし、施設の小規模化・統廃合・合
理化（ダウンサイジング、スペックダウン）を検討していきます。そして「経営の効率化」では、資産や資源の
有効活用や新たな収入の確保、料金収納率の向上に努めていきます。そして、これらの費用縮減の取組
について、情報提供していきます。
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№ 質問 回答

回答課 営業課

回答課 水道総務課・営業課

3
配付資料「次期水道料金の考え方」について
P12 上記と類似しますが口径別に主にどのような利用者がいるのか例
示して頂けるとわかりやすいと思います(家族構成、居住形態、業種、店
舗・工場等の用途、事業規模等)。ご検討をよろしくお願いします。

　口径別利用者を正確に例示することはできませんが、利用者の名称から推測しますと、主に13mmから
25mmまでが一般住宅や共同住宅、30mmから75mmまでが事業用施設や学校などの公共施設、100mm以
上が商業施設や工場、病院、ホテルなどの大規模施設で利用されていると考えられます。
　また、利用者の割合では、13mmと20mmが全体の90％を占めているため、この口径の利用者が一般住
宅と考えられます。ただし、13mmの新規接続は現在は原則認めていません。

4

基本料金のウエイトを高めた場合、これから増加するであろう「空き家」
や、水道使用量の少ない高齢者への負担が大きくなることが懸念されま
すが、たとえば、20ｍｍ以下の口径について、何歳以上（たとえば世帯
主が７５歳以上など）の世帯については基本料金を低く抑えるなどの緩
和措置は考えられないでしょうか？それとも料金体系の煩雑化は好まし
くないとの方針でしょうか？緩和軽減の場合、全体に対してどの程度影
響があるのかをみるために、資料５別冊のＰ12の13ｍｍと20ｍｍについ
て、高齢者世帯の内訳（65歳以上で５歳刻みなど）について、今後４年
間の将来予測も含めてわかれば教えてください。

　質問３でも述べましたように、水道事業検針業務においては、住民基本台帳情報を利用する権限がなく、
また、水道供給契約において生年月日は必要要件ではないため、利用者の年齢や世帯構成を把握できな
いことから、高齢者に特化した緩和措置等の政策については、現在対応していません。
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№ 質問 回答

回答課 水道総務課

5

資料５の5の（３）の④で、従量料金が59％、基本料金が41％になるプロ
セスとして、②と③が示されていますが、この②と③について、それぞれ
算出根拠について示してください。
たとえば、③で、固定費が52％と29％に分解されていますが、損益計算
書のどの勘定科目が52％、どの勘定科目が29％の方に仕訳されている
のかを具体的に示してください。算出根拠を詳細に示すことが、今回の
料金改定の根本的な考え方である「安定的に固定費を回収する視点が
重要」の一番重要な説明にあたると思うからです。

　資料５・５（３）②「総括原価を分解」の算出根拠は、経営戦略「投資・財政計画（収益的収支）」の令和２年度か
ら５年度までの４年間分の総括原価（※１）を算出した後、次の３つの性質別に分けたものです。
・「需要家費」：水道利用者の存在自体により必要とされる量水器関係費や検針費
・「固定費」：水道需要の存在に伴い固定的に必要とされる施設維持費など
・「変動費」：水道の実使用に伴い発生する薬品費や動力費

　　　総括原価（令和２～５年度）　396億円（100％）
　　　　　うち、需要家費 　　　　　　　46億円（12％）
　　  　   　　  固定費　　　　　　　　321億円（81％）
　　    　 　    変動費  　　　　　　　　29億円（ ７％）

　資料５・５（３）③「総括原価を配分」の算出根拠は、上記のうち、固定費 321億円（81％）を、日本水道協会「水
道料金算定要領」の固定費の配分基準の中から施設利用率（※２）による配分方法を採用し、静岡市における
平成25～29年度までの平均施設利用率 63.6％ を用いて準備料金と水量料金へ配分したもので、勘定科目で
の仕分けは行っていません。
　　　準備料金＝321億円×（100％－63.6％）＝117億円（29％）
　　　水量料金＝321億円×　　　　63.6％　　　＝204億円（52％）

　その結果、需要家費 46億円の全額と固定費のうちの 117億円（29％）の合計が基本料金（準備料金）163億円
（41％）となり、固定費のうちの204億円（52％）と変動費29億円の全額の合計が従量料金（水量料金）233億円
（59％）となります。
　そして、この基本料金41％と従量料金59％の構成が、静岡市の本来の割合と考えています。

※１総括原価：水道料金で回収すべき経費総額
※２施設利用率：施設能力に対する一日平均配水量の割合を示す。水道施設の経済性を総括的に判断する指
標。
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№ 質問 回答

回答課 水道総務課

回答課 水道企画課

7

事務事業の評価基準ですが、この基準は、国のガイドライン等に基づく
ものですか、それとも、静岡市独自の基準でしょうか？
最高評価の「Ｓ」基準が「105％を上回る」となっていますが、民間感覚で
言えば、５％程度は誤差の範囲です。また、下の基準が「下回る」と「大
きく下回る」の２段階あるのに、上の評価は「上回る」だけになっている
のは何故ですか？「全国すべて共通基準でなければならない」との指導
であれば仕方ありませんが、上の評価も「少し上回る」（Ｓ＝105～
120％）、「大きく上回る」（Ｅ＝エクセレント評価、120％以上）を設けたら
どうでしょうか。
評価の継続性もあるかもしれませんが、コンセッション方式が云々され
たり、料金改定を市民にお願いする中で、本協議会のチェック機能は今
後重要性を増すと考えます。基準の設定を厳しくしていることで始めて
市民への理解に繋がるものと思います。

　事務事業の評価基準は、静岡市独自の基準です。
　しかし、この基準は、静岡市で行う全ての事務事業に対する基準で、上下水道局独自の基準ではありま
せん。
　静岡市では、平成28年度から静岡市自治基本条例に基づき、新たに「静岡型行政評価制度」を導入し、
上下水道局は、この「静岡型行政評価制度」と連携して行政評価を行い、議会審議を受けるなど、市民や
議会に対する説明責任を果たしていると考えています。
　そのため、上下水道局独自での評価基準の変更は難しいと考えていますが、静岡市全体の行政評価を
所管する部署に御意見を伝えるようにします。

6
水道事業について、国の支援等もあるように見受けられるが、対象は財
政難の自治体のみなのか、静岡市にもそういったものがあるのか、教え
ていただきたい。また、今後も国から補助を出す方針は示されていない
ということか。

　国（厚生労働省）の支援としては、災害復旧費を除く水道施設整備費として、令和元年度は例年に比べ
約２倍にあたる約650億円の予算を措置しており、農村漁村における簡易水道等の施設整備やダム等の
水源施設整備等に対する補助等に218億円、地方公共団体が整備を行う水道施設の耐震化等を推進する
ための、「生活基盤施設耐震化等交付金」については、約432億円の予算を措置しています。
　「生活基盤施設耐震化等交付金」における主な事業メニューとしては、水道広域化に係る事業や水道管
路の耐震化に係る事業等があり、本市においても、老朽管の布設替え工事等において、平成30年度は約
2,630万円、令和元年度についても、約2,200万円の補助金交付収入を予定しています。
　交付にあたっての採択基準は、非常に細かく、また各々の事業により異なるため、一概には言えません
が、補助金という性質上、財政状況が厳しい市町村が採択されやすい基準となっていることは否めませ
ん。
　こうした状況を踏まえ、本市では、公益財団法人日本水道協会を通じて、「水道関係予算の確保並びに
水道施設の更新・耐震化に係る国庫補助制度の緩和及び拡充について」、国及び関係国会議員に対し要
望活動を行っているところです。
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№ 質問 回答

回答課 水道企画課

回答課 下水道計画課

回答課 水道管路課

10

【１（１）①　水道管の耐震化】
事業費はどのようにして決められるのか。予算額が年度によってかなり
差がある。前年度の繰越金を視野に入れた予算なのか、30年度は予算
額に対する決算額が他年度に比べかなり少ないのはどうしてか。（予算
額576,301千円　に対し　決算額71,869千円）

　水道管の耐震化の事業費は、第３次中期経営計画に基づき重要な基幹管路のうち老朽化が著しい箇所
や優先的に進めなければならない事業について予算付けしていますので、前年度からの繰越予算を視野
に入れたものではありません。
　また、決算額には、前年度からの繰越工事の完成分と、当該年度に発注した工事の完成分が合算され
ることになりますが、平成30年度は、前年度からの繰越工事がなかったことに加え、当該年度に発注でき
る工事は全て契約はしましたが、道路事業との同調工事などの調整により、完成できた工事が少なくなっ
てしまったため、決算額が例年に比べて少なくなっています。

9

資料３　「ハザードマップの作成・公表」について
ハザードマップ作成地区は、どの地区ですか？H３０年度に予定され、
達成できなかった浸水対策地区は、ハザードマップ作成予定地区に含
まれますか？また、作成したハザードマップは、誰にどのような形で配ら
れているのでしょうか？
その地区の住民だけに配られているのでしょうか？浸水危険区域の市
民への周知はどのような形で行われているのでしょうか？

　内水ハザードマップは市街化区域を８地区に分け、浸水被害の多い地区から、平成23年度より順次作
成・公表しています。
　平成30年度末までに全８地区のうち７地区において作成・公表が完了しています。その内訳は、平成22
年度から26年度の第２次中期経営計画期間において、「巴川流域その１」、「下川原排水区」、「巴川流域
その２」の３地区を作成・公表し、平成27年度から30年度の第３次中期経営計画期間において、「静岡駅
北・駅南地区」、「長田地区」、「清水区南部地区」、「清水区北部地区」の４地区を作成・公表しました。ま
た、残る１地区の「羽鳥・新伝馬地区」については、令和元年度の作成・公表を予定しています。
　なお、平成30年度に浸水対策が完了しなかった地区は、既に作成し公表したものの中に含まれていま
す。
　市民への周知については、対象となる地域の全戸に配布するとともに、各区役所の市政情報コーナーで
の配布の他、市ホームページにも掲載しています。また、市政出前講座や関連イベントなどで周知する取
組も行っています。

8 工業用の水道を県の企業局が運営していますが、市の上水道と役割の
違いはあるのでしょうか。 　工業用水道は、冷却水など工業用の水道です。そのため、上水道に比べて水の処理工程が少なくなって

います。
　一方、上水道は、人の飲用に適する水を供給するための水道です。
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№ 質問 回答

回答課 水道管路課

回答課 下水道維持課

11

【１（１）①　水道管の耐震化】
計画が４年間の累計目標となっているため、「ａ」となりますが、30年度だ
けを見ると、計画は3.6㎞実施することになっていたところ、実際は0.7㎞
となります。評価結果とは別にこの理由を教えてください。
また、30年度で全体の36.2％が耐震化されたということだと思いますが、
100％になるのは、何年後を想定していますか。

　第３次中期経営計画(H27～H30)での水道管の耐震化延長は9.7kmと定め、４年間の目標を変えず進め
てきました。
　また、前年度からの残延長を耐震化するために他事業間の調整を行ってきました。
　30年度の水道管の耐震化延長が伸びなかった理由は、道路・公園事業等他事業の遅れが、水道事業に
影響し、発注できる工事は全て契約はしましたが、完成できた工事が少ない結果となってしまったもので
す。
　静岡市水道施設中長期更新計画での耐震管の管路更新完了予定は、現在のところ、おおむね40年後を
想定しています。

12
【１（１）②　下水道管の耐震化】
30年度で全体の51.9％が耐震化されたということだと思いますが、100％
になるのは、何年後を想定していますか。

　重要な下水道管の474.2kmにおける耐震化は、現在のペースで実施した場合、30年以上かかると想定し
ています。ただし、耐震診断の結果や管径の大小によって事業量が変わるため、完了年度は前後します。
今後も、引き続き、重要な下水道管の耐震化を着実に進めていきます。
　なお、重要な下水道管の耐震化は、平成30年度末に耐震化率の計画が51.9％、実施が52.3％となってい
ます。

6



№ 質問 回答

回答課 水道施設課

回答課 下水道建設課

14

【１（２）③　雨水幹線・ポンプ場などの整備】
完了時期の遅れの理由はやむを得ない。早期完成に向けた取り組みと
して、具体的に考えていることがあれば紹介してください。
例）住民に理解を求めるためのPR看板、現場見学会とか直接結びつか
ないものでも努力しているところが少しでも見えればOK。または、発注
時期の工夫とか。

  完了が遅れた地区については、毎月１回以上、工事関係者と工程会議を開催し、工事を進めて行く上で
の課題や日程調整を実施するなど、早期完成に向け進捗管理の徹底に取り組んでいます。
　また、工事に対する住民の理解も得られるよう、着手にあたり住民説明会を開催すると共に、説明会に参
加できなった方に対しても工事内容を理解できるよう工事箇所にＰＲ看板を設置しています。
　さらに、事業規模の大きな工事については、地元住民を対象とした現場見学会の開催や、工事の様子を
直接見ることのできる見学所を工事箇所に設置するなどの取組も実施しています。

13
【１（１）③　水道施設の耐震化】
計画が累計目標となっているため、「ａ」となりますが、４年間で10,000 
実施するところ、7,500 が完成したことになり、75％の実績とも言えま
す。評価結果とは別にこの理由を教えてください。

　城内配水池と松富第２配水池の２施設は、それぞれ5,000 の容量で、２池2,500 の２池構造となってい
ます。耐震化工事を行うには池を空にする必要がありますが、施設の運用を停止することができないた
め、それぞれの施設について平成29年度に１池目、30年度に２池目の耐震化工事を行う計画でした。
　城内配水池については、予定どおりに30年度末までに２池の耐震化工事を完了しましたが、松富第２配
水池は、場内進入路となる市道の改修工事について、道路部局と作業時期の調整が必要となり、その結
果、１池目の工事の完成が遅れ、２池目の完成が令和元年度にずれ込んだことから、30年度末の耐震化
実績が7,500 になりました。
　なお、自己評価は、これまでの累計での計画66,612 に対し、64,112 の実績となったため、累計での達
成率から「ａ」評価としています。
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№ 質問 回答

回答課 下水道建設課

回答課 下水道建設課

16

【１（２）③　雨水幹線・ポンプ場などの整備】
当該年度の実施状況の●と〇の違いの説明が少しわかりにくいです。
※印の●は31年度以降も継続という意味で、〇は30年度で完了という
意味でしょうか？それにしては、瓦場町だけ、「完成」表示があり、広野、
小鹿３丁目などは「完成」表示がありませんが、完成せずに事業終了と
いう意味でしょうか？

  第３次中期経営計画期間内に完了を予定していた地区は〇、第４次中期経営計画以降も継続する地区
を●としています。
  広野、小鹿三丁目、豊田二・三丁目、高橋二・三丁目・飯田町は平成30年度までに完成する予定でした
が、完成しなかったため「完成」の表示をしていません。これらの工事については平成31年度以降も引き続
き工事を実施し完成を目指していきます。

15

【１（２）③　雨水幹線・ポンプ場などの整備】
過去着実に成果を上げてきた浸水対策だが、30年度は16地区完了計
画が実績は11地区に終わった。過去の実績からすれば、11地区という
のは相当の数値といえるが、16地区完了を目指したのは見通しに無理
があったのか。遅れの理由が記載されているが、当初には予想されな
かったことなのか。

   計画策定時は、各年度の予算配分額や過年度の類似工事の実績から工事期間を算定し16地区の完了
を計画しており、計画の見通しに無理はなかったと考えています。
　しかし、完了が遅れた地区については、工事発注前に地下埋設物の埋設位置調査やボーリング調査に
よる土質確認を実施していましたが、実際は異なっていたことが判明するなど、いずれも工事発注後の理
由によるもので、計画策定時には想定することができませんでした。
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№ 質問 回答

回答課 下水道計画課

回答課 水道管路課

18

【１（３）①　水の相互運用】
今後の方向性の継続性「高い」というのは、未完成部分が完成する令和
元年度のことを指しますか。それとも、令和２年度以降も「相互運用」の
ための事業があるのでしょうか。

　継続性が「高い」ことについては、令和２年度まで、北部ルートの配水池の運用に向けた事業が残ってい
るためです。令和２年度には配水池を利用した配水エリアをバルブ操作により順次拡大していく作業があ
ります。

17

【１（２）③　雨水幹線・ポンプ場などの整備】
「静岡市浸水対策推進プラン」に、下水道部が所管する地区が26地区あ
るということですが、市全体では、そのほかにも対策をしなければならな
い地区があるのでしょうか。その場合、だれが実施していて、どのくらい
進んでいるのでしょうか。

　　「静岡市浸水対策推進プラン」では、過去の床上・床下浸水の被害履歴から市内41地区を浸水対策地
区に位置付け、重点的に整備を進めており、場所や対策工事の内容に応じて、主となる担当部署を定めて
います。
　下水道部では、そのうちの26地区を所管しており、残る15地区は河川部局が所管しています。
　平成30年度末の進捗としましては、全41地区のうち23地区が完了しており、河川部局が所管する15地区
については12地区が完了しています。
　なお、41地区以外の地区における道路冠水などの浸水で、簡易的な対策工事で改善できる場合は、関
係する部署がその都度対応しています。
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№ 質問 回答

回答課 水道企画課

回答課 水道管路課

回答課 水道管路課

20
【１（３）①　水の相互運用】
”推進工法”以外の方法は検討できないものか。

　推進区間を最低限に抑え、地下埋設物の移設、迂回路を設けた全面通行止等による開削工法での施工
を検討しましたが、
①道路幅員が狭く、開削工法による送水管２本、配水本管１本を布設するスペースが確保できないこと。
②県が管理する塩田川は横過（下越し）が必要なこと。
③道路幅員が狭く、バス路線であるため、交通規制方法が限られること。
等の理由により、地域住民への生活への負担・影響等を加味して長距離推進工での施工を選択していま
す。

21
【１（３）①　水の相互運用】
予知できぬ事故で工事日程が遅れたのは残念です。機械の修繕などに
（どのくらい）日時を費やしたのでしょうか？ 　口径2600㎜ の推進工事において、支障木の除去作業による影響で工事工程は約２か月間の遅れが生

じました。その間、機械は稼働していませんが、特に修繕はしていません。

19
【１（３）①　水の相互運用】
相互利用を必要とする個所もまだ残されていると思われますが、今後の
予定としてはいかがですか。

　水の相互運用事業としては、既に供用を開始している南部ルート、今年度工事が完了する北部ルートが
あり、これらは、葵・駿河区と清水区の水を相互運用することを目的としています。
　そのほか、今年度は、蒲原地区から由比地区の一部へ水融通を行う事業を予定しています。
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№ 質問 回答

回答課 水道管路課

回答課 水道管路課

回答課 水道管路課

23

【２（１）②　水道管の更新】
事業費の予算額と決算額を比べると、未完成の工事が残っているにも
拘わらず、毎年のように決算額が予算額をかなりオーバーしています
が、当初見込みが甘いのでしょうか？また、今後の予算措置は大丈夫
でしょうか。

　原則、決算額は前年度からの繰越額と当年度の予算額を合わせた金額の範囲内で支出しており、繰越
工事は前年度からの繰越額、また現年工事は当年度の予算額の範囲内でそれぞれ支払いをしています。
　水道管更新分の予算が不足する場合には、水道管更新以外の水道管の耐震化、水道管の整備・充実
などの予算から流用し対応しています。

24
【２（１）②　水道管の更新】
予算額に対して決算額が多いように感じますが、その理由と、繰越額と
の関係を教えてください。

　原則、決算額は前年度からの繰越額と当年度の予算額を合わせた金額の範囲内で支出しており、繰越
工事は前年度からの繰越額、また現年工事は当年度の予算額の範囲内でそれぞれ支払いをしています。
水道管更新分の予算が不足する場合には、水道管更新以外の水道管の耐震化、水道管の整備・充実な
どの予算から流用し対応しています。
　また、繰越額は、繰越工事の変更契約による増額分を考慮して算出しています。繰越額が予算額から決
算額を差し引いた予算残額を上回る場合にも水道管更新以外の水道管の耐震化、水道管の整備・充実な
どの予算から流用し対応しています。

22 【１（３）①　水の相互運用】
支障木等の予想は出来ないものでしょうか。

　推進工事のための事前調査として、ボーリング調査を合計９か所実施しています。
　今回、推進機が止まる原因となった支障木は、地下に堆積していたものの腐食しておらず、推進機の掘
進時にうまく機械内に取り込めず、推進機が止まったものです。
　このようにボーリング調査を事前に実施していましたが、地中の状況（支障木）について全て確認できるも
のではありません。
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№ 質問 回答

回答課 水道管路課

回答課 下水道維持課

回答課 下水道維持課

27
【２（１）③　下水道管の改築】
水道管の平均寿命は83年と聞きしましたが、下水道管の寿命はどのくら
いなのでしょうか。

　下水道管路施設の標準耐用年数は、50年です。
　ただし、使用環境により劣化状況は一様ではなく、50年に満たずに腐食する管路があれば、90年経過し
ても、健全な状態を保っている管路もあります。

25 【２（１）②　水道管の更新】
40年以上たっている水道管がまだ残っているのですか。

　40年以上経っている水道管は、管路総延長約2600㎞のうち770㎞残っています。
　なお、現在は、法定耐用年数の40年ではなく、土壌調査などにより本市独自の耐用年数となる「想定使
用年数」を平均83年と算定し、この基準により水道管の更新を行っています。
　また、この想定使用年数を超過している水道管は約200㎞残っています。

26 【２（１）③　下水道管の改築】
80年以上たっているものの処理はいかがするのでしょう。 　一定の老朽化が進行している場合は、布設替え等により改築を実施します。

　改築を行うかの判断は、80年という経過年数にとらわれず、管内をTVカメラ調査によって、状態監視を行
い、改築を要する路線を決定します。
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№ 質問 回答

回答課 水道施設課

回答課 水道施設課

回答課 下水道施設課

29
【２（１）④　水道施設の更新】
１個所の浄水場における老朽化した交換が必要な箇所は何個所あるの
かどのような型で決められ施工されているか。

　静岡市には、20か所の浄水場がありますが、建物や機器など、個々の構造物、設備、装置の機能が適
切に維持されることで施設全体としての能力が発揮されます。したがって浄水場の規模や能力で設備や装
置の数も異なってくることから、上記28と同じく、令和元年度から12年度までに更新を要する施設(設備)を
101箇所と定めました。
　老朽化の判断基準としましては、アセットマネジメント手法を採用して、適切なメンテナンスを行うことで長
寿命化を図り、法定耐用年数の1.5倍を構造物や設備の更新時期と定めました。

30

【２（１）⑤　下水道施設の改築】
例えば、15ページの「水洗化戸数の増加」では、自己評価の欄に「シス
テムの構築により効率的に訪問することができた」と、目標以上に成果
を上げることができた理由が書かれています。
この事務事業について、目標以上に成果を上げることができた理由が
あれば教えてください。

　当課では、浄化センター・ポンプ場の老朽化対策として、中長期改築計画を定めて、計画的な工事発注
を実施しています。
　更なる事業の推進を目指し、積極的な予算要望を行い、国の補正予算を確保出来たこと等により、工事
発注を前倒し、予定より多くの対策事業を実施できたため、目標以上に成果を上げることができました。

28
【２（１）④　水道施設の更新】
計画期間中の実施箇所数は25か所ですが、静岡市全体では老朽化し
た施設がどのくらいあるのでしょうか。 　第４次静岡市上下水道事業中期経営計画の作成に際し、令和元年度から12年度までに更新を要する施

設(機械・電気設備)を101か所と定めました。
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№ 質問 回答

回答課 水道管路課

回答課 水道管路課

回答課 水道施設課

33 【２（２）①　施設の小規模化・統廃合】
基本方針を決定したとありますが、その内容を教えてください。 　第４次中期経営計画期間中に、早期実施可能なものとして、蒲原城山配水池の１池停止や、麻機ヶ丘の

ポンプ場や高架水槽を停止し、今後撤去していく基本計画を策定しました。

31
【２（１）⑥　水道管の漏水対策】
漏水調査の対象の調査個所は年度別で大雑把に記されているが、もう
少し詳細な記載がほしい。調査結果も公開してもらるのか。

　平成30年度の漏水調査は11地区で実施しました。調査距離は1,145km、調査戸数で133,100戸を実施、
漏水調査で発見した漏水箇所は配水管系統で17件、給水管系統で386件、合わせて403件です。
　過去の調査結果（調査地区、調査距離、漏水件数とその内訳）については、静岡市ホームページの水道
事業概要の中の水道事業のあらまし（業務の概要、統計）の漏水調査の項目で公開しています。最新の平
成30年度版では、P32に平成25年度から平成29年度までの調査結果を公開しています。
※水道事業のあらましの該当箇所は別紙のとおり

32
【２（１）⑥　水道管の漏水対策】
11地区の漏水調査を実施した結果、漏水箇所は何件くらい見つかり、漏
水事故を何件くらい未然に防ぐことができたのでしょうか。

　平成30年度の漏水調査は調査地区11地区、調査距離1,145km、調査戸数133,100戸を実施しており、漏
水調査で発見した漏水箇所は配水管、給水管合わせて403件です。そのうち公道等に埋設されている配水
管、給水管での漏水127件を発見して修繕したことで、漏水事故を未然に防ぐことができました。
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№ 質問 回答

回答課 下水道施設課

回答課 水道施設課

回答課 水道総務課

36
【３（２）②　省エネルギー対策】
自己評価では、30年度の実績が不足しているという理由から「ｂ」評価と
していますが、他の事務事業と評価基準が違ってしまわないでしょうか。

　平成30年度の実績が０であったことから、「b」と自己評価しました。これは、平成30年度の目標に対して
明らかに低排出ガス車両導入実績が不足しているためで、他の事務事業と評価基準が異なるものではあ
りません。

34
【３（２）①　自然エネルギーの活用】
中島浄化センターの故障中の「風電君」については、今後の処理につい
ては、どのように考えているのでしょうか？強風や地震などで倒れるよう
な危険性はないのでしょうか？安全対策は取られていますか？

　「風電君」の所管につきましては環境局環境創造課ではありますが、環境創造課に照会をかけたところ次
のとおり回答がありましたので下水道施設課でお答えします。

　まず、「風電君」の故障については、現在、修繕の発注を行っているところであり、９月末復旧の見込みで
す。
　また、「風電君」は、稼働より15年が経過しており、耐用年数が17年に設定されていることから、環境創造
課にて今後の方向性について検討しているところです。

　なお、安全対策については、国のガイドラインに基づいて、委託業者が法定点検を年２回行っています。
当時の建築基準法、静岡県建築構造設計指針・同解説に基づき地震、IEC61400に基づき強風に耐えられ
る設計となっており、強風時は、風車にかかる風の力が最小限になるように羽の角度が自動制御されてい
ます。

35
【３（２）①　自然エネルギーの活用】
西奈配水場の「省電力発電」の有効性の検証など、実績データの公開
をお願いします。

　西奈配水場の小水力発電は、令和元年７月30日から開始し、令和20年９月までの契約となっています。
　想定発電電力量は、年間133．5MWhで、一般家庭１年間で消費する電力44軒分に相当します。
　また、既に設置をしている太陽光発電６施設の年間発電量は、合計で93．8MWhであり、比較しても小水
力発電の方が発電量も多く有効性が高いと考えられます。
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№ 質問 回答

回答課 下水道施設課

回答課 水道施設課

回答課 水道管路課

38 【３（３）①　リサイクル率の向上】
水道では、下水のような汚泥は発生しないのでしょうか。

　水道でも汚泥は発生します。主に河川表流水のろ過処理過程で発生する土砂です。発生した汚泥につき
ましては、収集運搬業者に委託する過程で、業者が盛土材や園芸用にリサイクル処理しています。しか
し、土の性質が下水処理で発生する炭化物とは異なり、また発生量も下水処理と比べると少量(数百トン/
年)です。

39

【４（１）①　水道管の整備・充実】
例えば、15ページの「水洗化戸数の増加」では、自己評価の欄に「シス
テムの構築により効率的に訪問することができた」と、目標以上に成果
を上げることができた理由が書かれています。
この事務事業について、目標以上に成果を上げることができた理由が
あれば教えてください。

　道路事業等による他事業関連工事の進捗が早まったことに併せて、水道管の整備を促進することができ
たため成果を上げる事ができました。

37 【３（３）①　リサイクル率の向上】
炭化炉の整備は、進んでいるのでしょうか？

　炭化炉の整備については、平成28年度に１基の整備が完了し、運転を開始しています。
　運転を開始した当初は、設備の初期トラブルへの対応や運転方法の調整などにより年間の計画汚泥処
理量の24,000トンを約3,000トン下回る実績となりましたが、平成30年度は初年度の運転経験を活かし、設
備トラブルが減少したことにより計画どおりの汚泥量を処理することができました。今後も施設の安定的な
運転を目指していきます。
　なお、新たな汚泥燃料化施設の建設については未定です。
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№ 質問 回答

回答課 給水装置課

回答課 給水装置課

回答課 水質管理課

42
【４（１）④　水質管理・監視の充実】
水質管理のための機器更新は欠かせませんが、機能的に優れたもの
に更新されているのか、少し説明があれば良いと思います。

　自動水質監視装置や水質検査機器の更新は、更新時期ごとに機器の性能調査を行い、厚生労働省の
示す検査方法に適合した機器を選定し購入しています。
　選定にあたり、検査方法に合った測定精度をもつ機器であることを第一として、必要な機能、操作性、設
置スペース、予算（購入金額）等について検討しています。
　平成30年度の更新機器に、全自動固相抽出装置、薬用保冷庫がありますが、各機器、基本的な要求性
能に加え、全自動固相抽出装置については、起動ソフトの読み込みをFDから内蔵メモリとしました。また、
薬用保冷庫については、冷媒にフロン未使用のものを選定しました。

40
【４（１）③　直結給水サービスの拡大】
受水槽があることで、断水時に受水槽にある分の水を供給することがで
きるというメリットもあると思いますが、今後、直結給水が増えていく中
で、緊急時の給水対策についてどのように考えられていますか？ 　民間施設の受水槽については、災害時の給水計画には含まれていません。

41

【４（１）③　直結給水サービスの拡大】
例えば、15ページの「水洗化戸数の増加」では、自己評価の欄に「シス
テムの構築により効率的に訪問することができた」と、目標以上に成果
を上げることができた理由が書かれています。
この事務事業について、目標以上に成果を上げることができた理由が
あれば教えてください。

　受水槽管理に伴う衛生面の懸念を解消するため、中高層階（10階程度）までの直結給水を早期に可能に
していく目標を設定している中で、令和２年度以降に認可を予定していた５階建て以上の直結直圧・直結
増圧給水に係る施行基準を平成30年度に前倒しで策定することができ、これにより、一定の条件に適合す
れば直結給水を認可することができるようになったことから、「ｓ」評価としました。
　予定より早く施行基準が策定できたのは、平成30年度に予定していた、８階建て市営住宅１棟（48戸）の
直結増圧給水への改造を実施したことに加え、近接するもう１棟（48戸、合計96戸）の改造も実施すること
で、必要となる周辺家屋への水圧変動のデータを収集することができたことによります。
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№ 質問 回答

回答課 水道管路課

回答課 水道管路課

回答課 水道総務課

44 【４（１）⑤　鉛製給水管の更新】
健康被害などの懸念はないのでしょうか。 　鉛製の給水管はごく微量ですが鉛が溶出する可能性があります。ただし、この場合であっても、日常の使

用では水質基準以下であり、健康上支障となるものではありません。

　地方公営企業法の適用とは、具体的には公営企業会計（収益的収支、資本的収支など各種会計帳票の
作成）の導入による各種経営分析を行うということです。

公営企業法を適用する
　〇メリット
　　・経営の透明性の向上により、議会・市民に向けた簡易水道事業の「見える化」の推進
　　・経営状況の明確化による、経営の効率化・合理化の推進
　　・計画的な資産管理を通じた、適切な点検・更新による安定した水供給体制の構築

　〇デメリット
　　・新たな会計業務増による事務量の増加

【４（２）①　市営簡易水道（１６簡易水道）の統合】
市営3簡易水道について、地方公営企業法の一部を適用するとあるが、
具体的にどういうことか。（統合による）メリット・デメリット等どのようなこ
とがあげられるのか。

43
【４（１）⑤　鉛製給水管の更新】
漏水調査について、ｐ12との違いは何ですか？水道管と給水管との違
いですか？

　【２（１）⑥　水道管の漏水対策】では、配水池から一般家庭等へ水を配るための配水管と各家庭に水を
引き込む給水管の漏水調査を行っています。
　【４（１）⑤　鉛製給水管の更新】では、各家庭に水を引き込む給水管のうち、昭和56年頃まで使用されて
いた材質が鉛製の給水管をポリエチレン製等の給水管に更新する事業になります。

45
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№ 質問 回答

回答課 営業課

回答課 営業課

回答課 水道総務課

47
【４（３）②　サービス体制の再構築】
「多様化、高度化するお客さまニーズ」とありますが、具体的には、どの
ようなニーズが近年あるのでしょうか。

　水道料金の支払い方法として、局や金融機関窓口での支払い、口座振替のほかコンビニエンスストアで
の支払が可能な状況となっておりますが、これら以外の支払い方法として多くのお客様からクレジットカー
ド決済の要望を受けています。
　また近年、スマートフォンによる電子マネーを利用した決済の利用率が高まっていることから、これらクレ
ジットカード決済や電子マネーによる支払について検討していきたいと考えています。

48
【５（１）②　経営資源の有効活用】
「応援職員（パートタイム職員）」とはどのような職員なのか、教えてくださ
い。

　水道部と下水道部で会計が分かれているため、通常は給与の支払い元であるそれぞれの部の業務を
行っていますが、水道部の職員が下水道部の応援をしたり、逆に、下水道部の職員が水道部の応援をし
たりすることで、業務の必要に応じ、一定期間、時間を区切り、部を超えて業務を行う正規職員のことで
す。

46 【４（３）①　料金支払いの利便性の向上】
クレジット決済は、いつ頃実施する予定なのでしょうか。

　クレジットカード決済導入にあたっては、口座振替等に比べ収納コストが割高であることや、システムの
改修など多額の費用が必要となります。
　１件当たりの税抜収納コストは、口座振替10円、コンビニエンスストア51円、クレジットカード決済は約110
円（請求金額１万円とした場合の経費）となります。またクレジット決済に係る年間収納コストは1,200万円と
想定されます。なお、導入に係るシステム改修経費として約800万円が必要となります。
　中期経営計画では、水道料金改定時期に併せてクレジットカード決済の導入を予定していましたが、これ
ら経費をクレジットカード決済を利用していないお客様も水道料金を支払うことで負担していることとなり、
公平性に欠けるとも考えられるため、導入時期のみならず、負担の公平性をどのように確保すべきかも含
めて慎重に検討しています。
　以前よりお客様からクレジットカード決済の導入を求められており、サービス向上の観点から導入を検討
してきましたが、この機会に、お客様の支払いにおける利便性の向上と経費の増加、負担を総合的に勘案
し、クレジットカード決済の導入について委員の皆様のご意見をお聞かせいただければ幸いです。
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№ 質問 回答

回答課 水道総務課

回答課 水道総務課

回答課 水道総務課

51

【５（３）②　企業債残高の適正な管理】
例えば、15ページの「水洗化戸数の増加」では、自己評価の欄に「シス
テムの構築により効率的に訪問することができた」と、目標以上に成果
を上げることができた理由が書かれています。
この事務事業について、目標以上に成果を上げることができた理由が
あれば教えてください。また、企業債の償還期間は何年ですか。

　企業債残高の増減は、借入額と償還額により左右されます。
　償還額は、借入時に立てた償還計画に基づき予算を確保して償還していきますので、計画を外れること
はほとんどありません。
　これに対し、借入額は中期経営計画上の予算額を増減する可能性があります。４年間の事業費自体が
増減するケースで、地元の要望や優先順位の見直し等で事業費が増加すること、反対に事業の繰越や執
行残（入札差金など）で事業費が減少すること、が考えられます。
　増加要因の際に、影響を最小限に留めるよう検討することと、減少要因の際に予算残をむやみに他の事
業に使用してしまわないことで、企業債残高を計画以内に収める努力をしています。
　さらに、国の補助金が減じられた場合もそれを機械的に企業債充当するのではなく、緊急度を勘案し翌
年度回しにするか借入をせずに実施するのかを都度検討しています。
　また、将来の利用者の過度な負担増加につながらないよう、事業費に対して一定の割合で企業債を発行
するようにしています。
　企業債の償還期間については、総務省の「地方債同意等基準」において、平成26年度までは最長30年と
なっていたものが、平成27年度からは最長40年まで延長可能となったものの、静岡市上下水道事業では
従来どおり30年としています。

49 【５（２）①　各種研修の充実】
29年度に比べ決算額が多い理由を教えてください。

　29年度決算数字の訂正があります。
　29年度の決算額は水道部の決算額しか計上していなく、下水道部の決算額4,233(千円)が漏れていまし
た。
　合計の決算額は8,258千円で、30年度の決算額8,280（千円）と横ばいになります。

50 【５（２）②　技術継承の仕組みづくり】
「継承すべき技術」とは、どのような技術でしょうか。

　継承すべき技術は、次のような技術です。
　（１）水道工事におけるバルブ操作（該当するバルブの特定、開閉の順番・程度など）
　（２）漏水調査の方法
　（３）耐震性能調査及び補強方法
　（４）導水・送水・配水・給水管の修繕方法
　（５）遠方監視システムの操作方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等
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№ 質問 回答

回答課 水道企画課

52 【５（４）②　広域化の検討】
西隣の、焼津市、藤枝市との連携は、やはり難しいでしょうか？

　本市においては、平成15年から平成20年にかけて実施された市町の合併によって形成された現在の市
域をもって、結果的に、静岡県が昭和52年に「静岡県水道基本構想」において設定した広域圏（県中部の
静清地域及び富士地域）における事業統合による水道の広域化が、ほぼ完了したものと考えています。
 西隣の、焼津市、藤枝市との連携については、先述の静岡県の構想になかったことから、これまでは検討
してきませんでした。
　一方で、昨年改正された水道法では、都道府県に対し、市町村の区域を超えた広域的な連携の推進役
としての責務を規定しています。今後は、静岡県と連携を図りながら、どういった連携ができるのか検討し
ていきたいと考えています。

21



22



② 質問票による委員意見

その他のご意見

№ 意見

1
配付資料「次期水道料金の考え方」について
P11 少水量使用者と一般使用者が具体的にイメージしにくいため、把握が可能な範囲でこれらユーザーの属性（家族構成、年齢的な特徴）を
示して頂けると議論がしやすくなると思いますのでご検討をよろしくお願いします。

2
全体を通して自己評価に「ａ」が多く、「ｓ」評価も４施策あり、かなりの満足度といえる。特に施策３　施策（１）　③水洗化戸数の増加　において
は、達成率170.9％と驚異的な数値での達成率である。新たな台帳システムを構築し、効率的な訪問を行った当局に敬意を表します。これから
もますます地道な、かつ斬新なアイディアで効果を上げていってほしい。
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