
① 上下水道事業経営協議会　質問への回答

№ 質　　問

回答課 下水道施設課

回答課 水質管理課

1
④下水道の津波対策
実施目標に最大クラスの津波とありますが、最大クラスとは何を基
準にどの程度の津波を想定しているのか。

回　　答

　最大クラスの津波とは、東北地方太平洋沖地震後の中央防災会議の中で、「おおむね数百年から千年に１
回程度の頻度で発生し、発生頻度が極めて低いが、甚大な被害をもたらす津波」と示されています。
　その考えをもとに、平成25年度に静岡県が「第４次地震被害想定」を公表し、本市の下水道施設では、５浄化
センター12ポンプ場が被害対象となり、最大クラスの津波による浸水深は、折戸ポンプ場の2.8ｍが最大と想定
されています。

2
町内の防災説明会で、水道水をペットボトル等で保存する場合何日
くらいまで飲料できるか質問がありました。私は、冷蔵庫で１週間く
らい、常温で３日くらいと申しましたが役員の方が１年大丈夫と説明
しました。実際にはどうでしょうか。

　水道水の保存可能期間は、ペットボトルに詰めたときの状態と保管状況により大きく変わります。
　水道水に添加した次亜塩素酸ナトリウムは、時間の経過により徐々にその消毒効果がなくなってしまうため、
水道水を飲用として保存する場合、一般的には３日程度、冷蔵保存で７日程度と言われています。

　また、水道部では、静岡市HPに以下のとおり掲載しています。
質問　災害に備え水道水を備蓄する場合、どのくらいの期間保存できますか。
回答　水道水の保存は３日を目安としてください。
■水道水のくみ置き方法
（1）清潔でふたのできるポリ容器を用意してください。
（2）くみ置きには水道水をそのまま使用してください。（煮沸したり浄水器を通すと、残留塩素による殺菌効果
がなくなります。）
（3）容器の中を満水にし、なるべく気泡が入らないようにしてください。
（4）日の当たらない涼しいところで保存してください。
（5）容器の中身は３日程度で入れ替えてください。入れ替えた水は洗濯や掃除などにご利用ください。
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№ 質　　問 回　　答

回答課 水道企画課

回答課 水道管路課

3
水道管の寿命を静岡市は83年と定めて計画した理由はこれまでに
簡単にご回答があったようにおもいますが、やはり国の定めた寿命
の倍以上に決めたその理由、根拠はまだ理解しかねています。そ
の保障はどこにあったのでしょうか。

　水道管は、経年劣化により耐久性能などが低下してきますので、適切な時期での更新が必要になります。更
新の時期は、水道管の寿命と大きく関係します。ご質問にありますように「国の定めた制度上の寿命（法定耐
用年数）」は40年ですので、本市の83年とは倍以上違うこととなります。この違いは、本市では管路の布設年度
により個別に計算を行い、物理上の使用年数を導き出していることによるものです。
　水道管は地下に埋設するため、土壌成分や地下水の有無によって管の腐食の進行度合いが変わってきま
す。また、近年製造されている水道管は耐久性能が向上しています。このため、静岡市では埋設環境の違い
や水道管の種類により、水道管がどの程度使用できるかを個別に検証し、平均使用年数を83年と割り出して
います。
　83年の計算方法ですが、他都市の事例などを参考に使用年数の上限を100年としました。本市では布設状
況に関わらず、水道管の使用年数の上限は100年としています。そのうえで、個々の埋設状況を加味した計算
をします。
　考え方は、水道管の管の厚みが、土壌の影響などの腐食により薄くなっていくため、水道管としての機能が
果たせなくなる管の厚み（腐食許容限界）に到達するまでの期間を計算するというものです。
　市内に布設してあるすべての水道管（約13万路線）について、個別に水道管の腐食許容限界を計算したとこ
ろ、水道管の平均使用年数は83年となりました。

4

工事をしている場所があちらこちらにみられるのは、各地区での各
工務店などの工事請負により、工事場所、期間がばらついているこ
ともあるように伺いましたが、一定区域で集中的に工事をする方が
捗るのではないでしょうか。市民も協力しやすいように思います。工
務店の連携、多種業社との連携をもう少し何とかならないのでしょう
か。それによって効率は上がるのではないでしょうか？

　水道の工事箇所が市内各所に点在していることについてですが、これは老朽化した水道管が市内の一定の
場所にあるわけではなく、点在しているためであり、各箇所の老朽管の延長が異なることから工事期間にも違
いが生じている状況です。
　また、他事業者との連携については、道路管理者が開催するガス、下水道などとの日程調整会議により、事
業を進めています。
　さらに、道路管理者による主要道路の道路拡幅事業に併せて、水道管の更新や新設等の工事を行っていま
す。
　他事業者（ガス、下水道など）との同一施工については、管の埋設位置や埋設する速さが異なることから難し
い側面もありますが、可能な限り工事工程について調整を行い、掘り返しが少ない効率的な施工を行っていき
たいと考えています。
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№ 質　　問 回　　答

回答課 水道企画課

回答課 水道管路課

5
評価報告書のＰ41とＰ43の事務事業の名称が「静岡市上下水道事
業経営懇話会の開催」になっています。すでに「静岡市上下水道事
業経営協議会」に変更されていますが、当初の名称の方を用いるの
でしょうか？

　第３次中期経営計画の最終年度（H30年度）から名称が変更となったため、第３次計画の事業名称としては
当初のまま「経営懇話会」を使用し、第４次計画からは、「経営協議会」とします。

6
水道管の耐震化延長が30年度伸びなかった理由として道路・公園
事業他の事業の遅れが原因とのことですが、具体的理由と今後の
方策を教えてください。

　平成30年度の水道管の耐震化延長が延びなかった理由は、道路事業（主要地方道井川湖御幸線）の道路
拡幅事業や、公園事業（日本平公園整備事業）など他事業の遅れが、水道事業に影響し施工年度がずれ込
み、繰越工事となったものや未発注となったものです。
　道路事業の遅れについてですが、道路管理者の道路拡幅工事のための用地買収が難航したことにより、水
道管を埋設する場所の確保ができず、埋設工事を実施できませんでした。
　また、公園事業の遅れについてですが、公園の規模の確定が遅れたことにより、公園内で使用する水の使
用量が定まらなかったことにより、公園に送水するための水道施設規模の決定に時間を要したためです。
　今後の方策についてですが、道路に関連する事業については、道路管理者との協議、調整を綿密に図り、用
地取得が確定した箇所については早急に工事を実施します。公園に関係する事業については、今年度公園と
の協議がまとまりましたので、設計を行い、来年度から工事を実施します。
　来年度からは、他の事業に影響がなく水道部独自で施工できる箇所についても工事を実施していきたいと考
えています。
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№ 質　　問 回　　答

回答課 下水道施設課

回答課 水道管路課

7 下水道施設の耐津波診断が100％完了したとのことなので、全体の
診断結果がどうであったか教えていただきたい。

　平成27年度から30年度までの４年間で、津波による被害が想定される５浄化センターと12ポンプ場におい
て、耐津波診断を実施しました。診断の結果、被害規模の大小はありますが、すべての施設で壁の補強、扉の
防水化対策が必要となっています。

8 漏水箇所だと如何なる方法で見る（判断する）ことができますか。
　漏水箇所の特定は、音聴棒（金属の棒を路面に当てて地中の異常音を聞いて漏水を判断する器具）や漏水
探知器（地上に伝播する漏水音を地上で聞いて漏水を判断する機器）等により漏水箇所の特定をしています。
これらの方法による調査で判断に迷う場合は、道路路面に20㎜程度の穴を開けて、地中の濡れ具合や漏水探
知器を使って漏水音の確認を行い、漏水箇所の特定をしています。
　また、市民の皆さんなどから通報のあった漏水が水道管からであるかの確認については、水道水には塩素
が含まれているため試薬を使って残留塩素の有無を確認し、水道水であるかを判断しています。
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№ 質　　問 回　　答

回答課 下水道総務課

回答課 水道総務課

10 低排出ガス車両は従来の車両と比べてどのくらい温暖化対策に貢
献するものであるのか教えていただきたい。

　低排出ガス車両の認定制度とは、国土交通省が定めた基準に基づき、自動車の排出ガス低減レベルを認定
しているもので、規定の方法で測定された排出ガス中の有害物質（一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子
状物質、ホルムアルデヒド）の排出量が、基準値と比較して何％低減されているかを示しています。
　上下水道局で保有している車両の低排出ガス認定の内訳は下記のとおり　（認定は車両取得時の基準）で
すが、引き続き車両更新時には低排出ガス車への切り替えを実施し、地球温暖化防止に努めていきます。

　　　　　　　　　　　　　　　排出ガス基準　台数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  非該当　　　5
　　　　　　　　　　　　　　　　　10％低減　　　 3
　　　　　　　　　　　　　　　　　25％低減 　　　3
　　　　　　　　　　　　　　　　　75％低減　　  35
　　　　　　　　　　　　　　　　　50％低減 　　 43
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     計　　　89

9 水洗化されていない戸数はいくつですか？

＜平成30年度末水洗化の状況＞
公共下水道処理区域内戸数：２８０，２０１戸
　　　　　接続済戸数　　：２５２，１８１戸
　　　　　未接続戸数　　：　２８，０２０戸
水洗化率　　　　　　　　：　　　９０．０％

＜今後の計画＞
未接続の世帯につきましては、下水道接続推進員による接続勧奨や下水道接続強化期間（年２回：７月と１
月）に対象者へ文書勧告を実施することで、水洗化率向上に努めていきます。
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№ 質　　問 回　　答

回答課 下水道維持課

回答課 水道総務課

11

新しい排水管と古い排水管との材質の違うものをジョイントする際、
コーキングするその素材の寿命も同じですか？最近、我が家の家
屋敷地内で古い管と枡を交換しましたが、古い管は太いようですが
足りない土を補填しても後日流れて？新しい枡の傍の土や表面の
砂利が下がっていくことがありますが、道路ではこんなことはないの
でしょうか。

　材質が異なる排水管を接続する場合、管径が異なることがありますが、このような管同士を接続する専用の
部材を使用しているため、接続部に隙間が生じることはありません。
　また、定期的に下水道管内部を目視やTVカメラにて点検を行っており、道路に影響を及ぼす前に下水道管
の接続部の隙間などを発見し、処置することを心掛けています。

12

公営企業法を適用することのメリットには、前回の質問への回答に
よると「見える化」と「経営状況の明確化」があるとのことですが、こ
れは、水道事業に統合されていない３つの簡易水道のことであると
思われます。静岡市では、既に16の簡易水道を統合していますが、
統合する際に簡易水道の経営状況はどのように把握していたので
しょうか。仮に統合前の簡易水道の経営状況が芳しくなかったとし
たら、どういう理由で統合に踏み切ったのでしょうか。また、この場
合、このことが料金値上げの原因の一つにはなっていないのでしょ
うか。

　16の簡易水道は、もともと市長部局の特別会計として、上下水道局が市長から委任を受けて運営しており、
毎年一般会計から赤字を補てんされていることは把握していましたが、平成22年１月、本市の重要な政策の意
思決定機関である経営会議において、経営基盤の脆弱な簡易水道事業を上水道事業に統合することにより、
簡易水道区域における安全な水の安定供給を確保するため、「市営簡易水道の一部の上水道事業への事業
統合」についての提案が、承認されました。
　中山間地における森林涵養が水の供給に果たす役割を考えたとき、そこに住み、森林を守り支えてくれてい
る中山間地域の方々に安定した水道水の供給を行うということ、すなわち簡易水道を維持するということは、本
市の水道の維持にとっても大変重要な施策だと考え、一般会計からの繰入れ（人件費1/2、企業債利子全額、
企業債元金全額）を条件に統合しました。
　今回の料金値上げは、水道管の老朽化対策等を早期に進め、安定した給水を継続していくために必要な財
源の不足によるもので、15簡易水道事業※統合が原因ではありません。

※当初16施設あった市営簡易水道のうち、谷津団地簡易水道は平成27年４月に上水道に施設統合済みです

6



№ 質　　問 回　　答

回答課 営業課・給水装置課

回答課 水道総務課

14

【施策５－（２）職員の技術習得】
長期的には、専門職員の育成が重要だと感じます。
管路更新を向上させる説明がありましたが、事務系の職員を減らし
て、技術系職員を増やすとのことでした。これでは、工事は進んでも
経営がおろそかになりませんか。

　現在、経営能力をより発揮するための組織再編を検討しており、具体的には水道の事業計画部門と財政部
門とを一体的に管理し、強力に経営戦略を推進していくための課の新設や、課の統廃合により効率的な事業
運営を行う等の経営改善を実施し、より一層の経営基盤の強化に努めていきます。

13
お客様サービスセンターと検針・徴収業務を同一の業者に委託した
ことにより、コスト面では平成30年度と平成28年度を比較してどのく
らい減少したのか、また、それに対してサービスの質はどのように変
化したかの検証は行われているのかについて教えていただきたい。

　包括的業務委託により委託経費は増額したものの、行政職員１名、非常勤嘱託職員５名、臨時職員２名の人
員及び車両維持経費などの経費を削減することができました。しかし、この委託業務は、事務の効率化を主な
目的としていることから、委託費の増額と人件費の減額の差し引きによる費用負担はあまり変わりません。
　一方で、委託化したことにより、滞納整理業務の強化や、サービスセンターと検針・徴収業務が連携すること
で、使用中止連絡、開始連絡と収納業務が一括対応可能となり、使用開始時における前住所の未納の有無や
使用中止時における転居先の確認など、未収金整理に必要な情報等についてより効率的で管理しやすい環
境となり、一連の業務が円滑に遂行できるようになりました。
　この結果、水道料金及び下水道使用料の収納率が向上するとともに、未収金の圧縮が図られ、下記のとおり
の効果が得られるようになりました。

　直近３か年の、現年度＋過年度の水道料金・下水道使用料の収納率・未収金は次のとおりです。
■収納率（水道料金）　　　　H28：96.38％　→　H29：96.49％　→　H30：96.61％
■収納率（下水道使用料）　H28：97.17％　→　H29：97.30％　→　H30：97.45％
■未収金（水道料金）　　　　H28：351百万円　→　H29：333百万円　→　H30：276百万円
■未収金（下水道使用料）　H28：273百万円　→　H29：259百万円　→　H30：242百万円

　また、窓口サービスの面では、給水装置工事の審査手数料と検査手数料の収納を水道料金等の収納委託
に組み込んだことで、これまでは工事申請や完了届の提出のため来庁した後に、金融機関での支払いをお願
いしていた審査手数料と検査手数料が庁舎内窓口で支払い可能となるなど、利便性が向上しました。
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№ 質　　問 回　　答

回答課 水道総務課

回答課 下水道総務課

15
【施策５－（２）職員の技術習得】
技術の進歩について、他地域と連携する活動や海外技術の研修は
あるのか。

　平成29年度より水道技術研究センター主催のＡ-smartプロジェクトに参加し、他都市の情報を収集し、スマー
トメーター導入に向けた検討を実施しています。また、東京都・横浜市・大阪市の水道事業体が連携し、設置し
た「水道ＩＣＴ情報連絡会」により、他市の先進事例を参考にしながら、本市に導入できる技術がないか情報収
集を行っています。
　海外技術の研修については、直接的に学ぶ研修はありませんが、日本水道協会や他都市の情報、または書
籍を通じて、海外での支援の動向にも注視しています。

16
【施策５－（３）財政の健全化】
自己評価について、「経常的な費用の最小化」が①から⑤のいずれ
に対応しているか明示してください。

　「施策５－（３）財政の健全化」の評価にある「経常的な費用の最小化」という文言は、この施策を構成する①
から⑤の５つの事務事業を実施するのと併行して、それらの事務事業とは別に「経常的な費用」についても極
力「最小化」を図りながら「財政の健全化」を目指す、という施策の趣旨を表したものです。
　このため、①から⑤のいずれかの事務事業に直接対応するということではありません。
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② 質問票による委員意見

その他のご意見

№ 意　　見

1 　水道フェアが年々工夫されており嬉しく思いました。
　水道料金の値上げの説明について、古い管など現物を見ていただくことにより理解も得られるのではないかと思いました。

2
評価内容について
　例えば「水道管の耐震化、下水道管の耐震化は事業実績は何ｋｍ耐震化が完了したらこれだけの評価です。」という視点で判断を下すのも一つの方
法ですが、事業実施の主体としての局は、対象地域によって耐震化をすすめるにあたって大変困難なところ、比較的容易にできたところ、様々だと考え
ます。その辺のところを評価に加えてもよいのではと思います。

3 　評価は数値化できない部分も沢山あり、レベルを決めるのは大変難しいです。明確なレベルを工夫されることを期待します。

4
　評価報告書（案）の３ページ、「３　評価結果のまとめ」の表について平成27年度から30年度までほとんどが「Ａ」評価となっています。併せて事務事業
についての評価も高評価が多く、皆様の真摯な取り組みの結果が表れていると思います。
　前年度「ａ」評価をいただいたものについては、さらなる成果を上げるべく目標値を上げて取り組まれていることも評価します。今後も見通しをもち課題
解決に向けて取り組んでいってください。

5 　前回の回答で該当する地区にはお知らせマップも配ってあるとのことでしたが、たまたまその地区で浸水に遭遇した場合など、だれもが目視確認で
理解しやすいマップを増やして、市民が広範囲に周知率を上げたらいいのではないでしょうか。

6
　主に事務事業が現実に即して行われていることを考慮してA評価としたが、温暖化対策の目標の設定の仕方がわかりにくく正味の成果の判断が困
難である。例えばCO2の削減量に換算して達成度を「見える化」した方がいいのではないか。このほか、2020年に温室効果ガスの高いフロンガスの全
廃が義務づけられるため、使用機器が現行規制に適合しているか、環境負荷の少ない機器を使用しているかについても温暖化に関係する事項として
判断に含めるべきではないか。
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