
暑い季節がやってきました。今年の夏は、マスクの着用により、いつもより熱中症になりやすいと言われています。

水道水は一番身近な飲み物です。冷やすとよりおいしくなる水道水を飲んで熱中症対策をしましょう。 
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葵区・駿河区の建物について【連絡先】お客様サービス課 ☎270-9135 ／ 清水区の建物について【連絡先】水道事務所 ☎ 354-2745

※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。

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

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！

静岡市上下水道局

キャラクター

「しずみぃ」

静岡市の
おいしい を飲みませんか水

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！



上下水道局庁舎の駐車場 13 台分の貸し出しを開始しました。 

ぜひ七間町や街中を訪れる際にご利用ください。 

水無月の空の下、城北浄化センターにある再生水を利用した遊水池には花菖蒲が鮮やかに咲き誇りました。 

毎年、城北浄化センターでは施設を開放し花菖蒲の観賞会を実施しています。今年はコロナ感染拡大防止のため、観賞ル

ートを一方通行にすることで来場者の接触防止に努めるなど、３密対策を行い安全に楽しんでもらえるよう配慮しまし

た。また、下水道事業の SDGｓへの取組についてのパネル展示も同時開催しました。

まちの水道お助け隊出動 

6 月 1 日から７日までは水道を身近に感じてもらうための水道週間でした。静

岡市で実施したイベントの１つとして、静岡市水道局指定工事店協同組合と清水

管工事システム協同組合がこども園で無料修繕を行いました。両組合は、「水道屋

さんのプロ」が加盟しており、水道に関する修繕や工事、さらには災害時の水道

の応急活動の応援なども行っています。そんな“水道のプロ”の技術を興味深そ

うにのぞきこむ園児たちの姿が印象的でした。 

駐車場をご利用ください！～閉庁時の駐車場を開放しました～

【料金】３０分／２００円（0:00～24:00） 

     最大１，３００円（入庫後 12 時間以内） 

※上下水道局への来庁者車両は無料とします。

３ 密 対 策 で、花菖蒲観賞会を開催しました。

いつでもどこでも支払い可能な、スマホのアプリを利用した決済方法で 

水道料金・下水道使用料の納付ができるようになりました。 

※１日の上限額については、静岡市の水道料金・下水道使用料以外の利用分も含まれます。 

●その他注意点 

領収証書は発行されませんので、領収証書が必要な場合はコンビニエンスストアや金融機関で現金で納付する必要があ

ります。 

ご利用に係る通信料はご利用者様のご負担となります。 

令和 2 年７月 1 日現在、上記４種類の決済サービス以外による支払いはできません。（QR コードを利用した支払い等

も不可）                           【連絡先】お客様サービス課 ☎270 ｰ 9104

新しい生活様式にフィットする、新しい納付のカタチ。 

対応する金融機関口座残高からの即時決済 

（令和 2 年７月 1 日現在、みずほ銀行・三菱 UFJ

銀行・三井住友銀行ほか 37 金融機関が対応）

【３密対策】 

①マスクの着用 

②非接触体温計による検温 

③アルコールで除菌 

④人と人の間隔を２ｍ確保 

⑤緊急時連絡先の記入 

⑥会場内を 200 人以下に制限

【連絡先】下水道施設課 施設管理係 ☎２６１－２９８１ 

【連絡先】水道総務課 ☎２７０－９１２１ 

【連絡先】水道総務課 ☎２７０－９１２１ 



その他お問い合わせはこちらへ 

ＦＡＸ：２７０－７２５０ ※おかけ間違いのないようご注意ください。

上下水道局からのお知らせ

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

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。  

以下の場合はご連絡をお願い 

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。 

●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 

漏水の調べ方 

水道料金の改定は『10 月使用分から』に延期しました。 

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

下水道事業受益者負担金の 
申告書の提出

対象区域内の令和２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 3１日まで

に提出してください。 

【連絡先】 

下水道総務課(下水道接続推進係) 

☎２７０－９２０６

「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。

【連絡先】お客様サービス課 
☎２７０－９１０６

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！ 

水道料金・下水道使用料の口座振替によるお支払いは、以下の３つの方法でお申込ができます。 

１． 取扱金融機関の窓口でのお申込み 

持ち物：通帳・届出印・お客様番号のわかるもの（「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のお申込み 

※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、ゆうちょ銀行（７月１日より取扱い開始） 

※受付窓口や時間、ご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、詳細は以下の連絡先へお問い合わせください。 

３． 郵送でのお申込み 

以下の連絡先へご連絡ください。口座振替申込ハガキを送付しますので、必要事項を記入・押印しお客様サービス課までご返送ください。 

【連絡先】上下水道お客様サービスセンター ☎２５１－１１３２

井戸水を下水道に流している方へお知らせ

下水道排水設備指定工事店申請

の際にはご注意ください！

静岡市上下水道局下水道排水設備

指定工事店規程の一部改正をしまし

た。 

【変更点】 

指定工事店の新規申請及び異動届出

申請等の添付書類の変更 

変更前：成年被後見人に登記されて

いないことを証する証明書 

↓ 

変更後：誓約書 

【連絡先】 

下水道総務課（総務係） 

☎２７０－９２０３

※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。

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 お客様サービス課☎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

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

い い  み  ず 

届出が必要な場合

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、 



これまで屋外で行っていた上下水道フェアは、今年ウェブ上に会場を移し、期間限定で「上下水道フェア 2020」の特設サイト

を開設します。バーチャル会場内の小屋を自由に見ることができ、静岡市の上下水道について知ることができるコンテンツが満載

なので、自由研究にもピッタリです。 

無塩バター            20g 

玉ねぎ（薄切り）         20g 

南瓜               1/4 個（280ｇ）

チキンブイヨン 

（市販品を表記の湯で溶いたもの）  400cc 

塩・胡椒             少々 

生クリーム            50cc 

牛乳               80 ㏄～120cc 

生ハム              １枚 

パセリ（みじん切り） 少々

【作り方】 

① 南瓜の種を取り、緑色の皮を削ぎ取る。７～８ｍｍ厚の一口大に切る。 

② 鍋にバターを熱し、玉ねぎを弱火で炒めてから①の南瓜を加え、更にゆっくり炒める。塩、胡椒で下味をつける。

③ 全体に透き通ってきたら、チキンブイヨンを加え、南瓜が柔らかくなるまで 10分程煮る。 

④ ③を汁ごとジューサーミキサーにかけてから、氷水にあてて充分に冷やす。 

⑤ 生クリーム、牛乳を加え、塩で味を整える。 

⑥ ⑥をカップに注ぎ、小さく切った生ハムをアクセントに浮かべ、パセリのみじん切りを振る。 

★牛乳は目安。その時の濃度によって軽いとろみが残るように調節する。 

【材料】４人分 

～新公営企業管理者 就任のごあいさつ～
令和２年４月１日に静岡市公営企業管理者に就任しました森下靖です。 

安心安全な水の安定供給、下水道の普及や雨水対策、また老朽化した管や施設の更新、地震等災害対策

強化など市民の皆様の暮らしを守るための施策を計画的に進めてまいります。 

今後もより一層健全経営に取り組み、市民の皆様の信頼にこたえられるよう努めてまいります。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

レシピ監修 

小屋をまわりキーワードをあつめて応募するとタブレ

ットや清水エスパルスやベルテックス静岡のサイン入

り公式グッズなど豪華景品をプレゼント！ 

応募方法など詳しくは左の QR コード 

からアクセスしてね。 

水に関するポスター展

も開催するよ！ 

＜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 水道総務課 ☎270-9121 下水道総務課 ☎270-9203

★

時：8 月３日（月）～31 日（月）

平日 8:30～17:15 

所：上下水道局庁舎３階 

（葵区七間町 15-1） 

特設サイトへはこちらから 

どうぞ！ 

ひんやり南瓜の冷製ポタージュ 

【連絡先】水道総務課 ☎２７０－９１２１ 


