
令和元年８月７日（水）、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 201９』を開催し

ました。 

 今年は、「もぐらになって考えよう！価値ある宝、み

んなの上下水道」をテーマに、水道管や下水道管に直接

触れたり、VR（バーチャルリアリティー）で施設見学

を疑似体験したりと、「普段見ることのできない上下水

道」について学べるブースを展開しました。会場の青葉

シンボルロードには、約３,８00 人が来場し、上下水道

のしくみについて、楽しく学んでもらいました。 

 また、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」の登場、清水エス

パルスオレンジウェーブ、VELTEX 静岡の選手のみな

さんなど、多くの方が出演し、会場を大いに盛りあげて

いただきました。 

暑い中、多くのご来場ありがとうございました。 

“Life＆Water”in Shizuoka  since 2003 

第 36 号

令和元年 

秋 号

静岡市上下水道局 

Web サイト広報紙 



静岡市立葵小学校 

安池 心佑 さん 
やすいけ   みゆ 

最優秀賞作品 

静岡市立葵小学校 

市川 祐宇 さん 
いちかわ   ゆう 

静岡市立葵小学校 

山村 虎之介 さん 
やまむら  とらのすけ 

静岡市立清水入江小学校 

望月 唯衣 さん 
もちづき   ゆい 

「静岡の水はとてもおいしいで

す。水は私たち人間や動物、植

物が生きていくために必要なも

のです。おいしい水が飲めるこ

とに感謝し、私たちが住んでい

る地球の海や川を大切に、きれ

いに守っていきたいという気持

ちを込めて描きました。」 

優秀賞作品 

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、３８８点の応募があり、「上下水道フェア 201９」内で上位入賞者の表彰式を行いました。 

上石 実優里さん 望月 唯衣さん 藤原 希美さん 山村 虎之介さん 安池 心佑さん 市川 祐宇さん山口 大賀さん



新水道料金（簡易水道料金もこの表に準じます。） 

新下水道使用料 

新料金・使用料についての詳しい計算方法については上下水道局ホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせ下さい。 

消費税率の引き上げに伴い、水道・下水道・簡易水道料金が変わります。

◎令和元年９月 30 日以

前から継続して水道を

使用されている場合は、

令和元年 10 月１日以降

の１回目の検針分に限

り経過措置※が適用さ

れます。

令和元年 10 月１日から消費税率が 10％に引き上げられることに伴い、水道料金、下水道使用料、簡易水道料金が下記のとおり変更

になります。なお、今回の改定は、消費税率引き上げ分のみの改定となります。

静岡県立静岡北特別支援学校 

山口 大賀 さん 
           やまぐち  たいが 

静岡市立清水江尻小学校 

上石 実優里 さん 
      あげいし   みゆり 静岡市立井宮小学校 

藤原 希美 さん 
       ふじわら   のぞみ 

優秀賞作品 

◎令和元年９月 30 日以前から継続して下水道を使用されている場

合は、令和元年 10 月１日以降の１回目の検針分に限り経過措置※が

適用されます。

【連絡先】 上下水道料金については 営業課        270-9108 251-1132

簡易水道料金については 水道施設課葵北施設係 207-9470

※経過措置について 

令和元年９月 30 日以前から継続して水道・下水道・簡易水道をご利用

のお客様は、 

①偶数月検針のお客様→令和元年 12 月検針分から、 

②奇数月健診のお客様→令和２年１月検針分から、 

10％の消費税率が適用されます 

ただし、令和元年 10 月１日以降に使用開始されるお客様や転居等に伴

う中止清算を行うなど、一部初回検針分から 10％の消費税率が適用さ

れる場合があります。 

従量使用料



自然エネルギー有効活用のため、小水力発電を専門とする民間事業者（株式会社 DK-Power） 

と協力して葵区の西奈配水場で７月から小水力発電を開始しました。配水場内の土地の一部を

民間事業者に貸付け、民間事業者が小水力発電設備を設置し、発電、運営する事業です。

【連絡先】水道施設課 ☎２７０－９１４０ 

台風 15 号及び 19 号により被災した県内の市や町からの要請に基づき、静岡市では、県内水道事業体と協力して支援を行いました。 

台風 15 号被害に対する支援 

●伊東市へ派遣     ９月 10 日から９月 11 日まで２日間 

                   給水車１台 職員のべ２名派遣(本市以外静岡県内５自治体から給水車５台) 

●東伊豆町へ派遣   ９月９日から９月 11 日まで３日間 

                    現地調査のため先遣隊２名派遣 

           ９月９日から９月 11 日まで３日間 

給水車１台 職員のべ４名派遣(本市以外静岡県内４自治体から給水車６台) 

台風 19 号被害に対する支援 

●函南町へ派遣    10 月 14 日から 10 月 20 日まで７日間 

給水車１台 職員のべ６名派遣(本市以外静岡県内３自治体から給水車３台) 

●福島県相馬市へ水のペットボトル（500ml）約 6,000 本提供 

●熱海市へ派遣    静岡県内９自治体から給水車９台 

県内の対応を各都市と共有し、抽出した課題を解決することで、今後も災害対応の強化に努めていきます。 

【連絡先】水道総務課 ☎２７０－９１２１

西奈配水場で「小水力発電」を開始しました！

年間 133.5MWh で、一般家庭 44 軒分の消費電力に相当します。小水力発電設備は民間

事業者の資産となるため、市の費用負担はありません。また、発電した電力量１ｋWh あた

り２円が、土地の貸付料として年間 30 万円程度が市の収入となります。 

想定発電電力量は⁇

近年、自然災害が大規模化しているなか、被災による断水が多発しています。非常時における給水車の需要が高まる中、令和元年 10 月 23 日（水）

門屋浄水場にて、水道部職員 35 名が応急給水訓練を行いました。 

今回の訓練は、東日本大震災や直近の台風 15 号・19 号関係の応急給水に携わった職員が講師として参加し、給水車の使用訓練や受水タンクへの

模擬給水を行うなど、より実践に近い形式で行われました。 

今後も、断水時に安全・迅速な給水活動を行えるよう、定期的な応急給水訓練を行います。 

応急給水訓練 

西奈配水場には、葵区門屋にある門屋浄水場で浄水処理された水が１日約 8,300 トン流入

しています。門屋浄水場と西奈配水場の落差は約 50ｍあり、この高低差を利用して水車を

回転させて発電します。

水力発電とは⁇

台風で被害を受けた県内自治体へ支援を行いました 

小水力発電のイメージ

完成式典の様子（R1.7.30）

【連絡先】給水装置課 ☎２７０－９１３４



「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 

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

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。 

＜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

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。 

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、

【連絡先】 下水道総務課 ☎270-9206

井戸水を下水道に流している方へお知らせ

一括納付報奨金制度とは、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％分）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、今年度賦課の流れについては「web サイト

広報紙くらしと水 平成 31 年春号」を、対象とな

っている区域については市 HP の「平成 31 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。 

下水道事業受益者負担金の
一括納付報奨金制度について

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

災害時の下水道の使用について

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。 

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

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 

【連絡先】営業課 ☎270-9106

【連絡先】営業課 ☎270-9104

ＦＡＸ：２７０－７２５０

受付時間：月～金曜日 午前８時 30 分から午後７時まで 

休  み：

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。 

材料（１人前） 

豚こま切れ肉 30ｇ 

ゆで卵    １個 

つるむらさき（青菜） 

なす              

エリンギ           片栗粉  適量 

しめじ            サラダ油 適量 

≪作り方≫

①ゆで卵に豚こま切れ肉を巻きつけ片栗粉をまぶす 

②付け合わせの野菜をカットし、フライパンにサラダ油

をひき、表面に焼き色がつくように炒める 

③フライパンに油をひき、①を転がしながら炒めて肉全

体に火を通す 

④照り焼きタレをボールで混ぜ、③のフライパンに入れ

トロミがつくまで煮詰める 

⑤器に盛りつけて完成 

※おかけ間違いのないようご注意ください。

い い  み  ず 

適量 

照り焼きタレ 

水    大さじ３ 

 みりん  大さじ３ 

 しょうゆ 大さじ２ 

 砂糖   大さじ１ 

その他お問い合わせはこちらへ 

レシピ監修 

※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 

【連絡先】下水道総務課 ☎270-9203

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。 

【携帯トイレの設置状況】 【専用の便袋】

【マンホールの浮き上がり】

※過去のレシピは 31 号、32 号、33 号、35 号に掲載しています。


