
子どもたちの水を守ります！～水道組合によるこども園の水回りトラブル解決～
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静岡市の指定を受けた指定給水装置工事事業者のうち両組合合わせて 7１社が加盟しており、水

道管の工事、修繕からご家庭の水回りのトラブルまで、24 時間体制で市民の皆さんの大切なライフ

ラインを守り、安全・安心でおいしい水道水を安定的にお届けする一翼を担っています。 

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とは

※

【連絡先】水道総務課 広報・危機管理係 ☎270-9121 

未来を担う子どもたちに「水道」を快適に使ってもらいたい、

「水道」を身近に感じてもらいたいという思いで、希望する市内

私立こども園へ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、水回りの無料点検と簡易修繕を行いまし

た。普段使用している水道を修理する姿に、子供達からは「ヒー

ローみたい」と声をかけられる場面もありました。 

この笑顔、 

この一杯の

ために。 



清水区で整備中の「高橋雨水ポ

ンプ場」において、消防法令に適

合させるための追加工事が必要と

なり、供用開始（ポンプ稼働）時

期が令和３年８月から令和４年３

月に遅れる見通しとなりました。 

原因及び再発防止の取組につき

ましては、市ホームページ掲載の

「高橋雨水ポンプ場整備に係る事

務事業事故に関する内部調査報告

書」をご覧ください。 

【連絡先】下水道建設課 ポンプ場建設係 ☎２７０－９２２５

完成予想図 

【連絡先】下水道施設課 施設管理係 ☎204-3503 

大雨の前に、みんなで点検！自主防災会員が雨水ポンプ所を見学

河川に自然放流できない地区の雨水

を強制的にポンプで丸子川へ放流し、浸

水被害を軽減するための施設です。 

供用開始：平成 25 年７月 

主な設備：排水ポンプ（２台）、 

除塵機、自家発電設備 

排水区域：丸子西排水区、丸子芹が谷

地区（19.19ha）

丸子芹が谷雨水ポンプ所とは

「高橋雨水ポンプ場の供用開始見通し」について

令和３年６月 13 日（日）、長田西連合自主防災会会員約 50 人が丸子芹が谷雨水ポンプ所の施設を

見学しました。施設に設置された自家発電設備や排水ポンプ用のゲートを運転している様子を見学した

ほか、自家発電設備等の運転・停止のスイッチ操作を体験しました。 

見学者からは「どのような降雨状況のときに動くのか？」などの質問が数多く出され、防災意識の高

さがうかがえました。 

ご家庭での水道・下水道工事は、「静岡市給排水指定工事事業者」で！

高橋雨水 報告 検索

こちらの QR コードからも 

「静岡市給排水指定工事事業者」

の検索ができます 

家を新築する時などの水道・下水道工事の依頼は

「静岡市給排水指定工事事業者」にお願いします。

指定工事事業者以外が工事を行うことは条例でも

禁止されています。ご不明な点がありましたら、担

当課まで、ご相談ください。

【葵区・駿河区】 

お客様サービス課  給水装置係  ☎270-9135 

下 水 道 維 持 課  排水設備係  ☎270-9235 

【清水区】 

水 道 事 務 所  給水装置係  ☎354-2745 

下 水 道 事 務 所  排水設備係  ☎354-2744 



イベントブースに参加すると 

「しずみぃマグカップ」などをプレゼント！ 

ダブルチャンスで「鈴木学園特製の焼菓子」など

プレゼント！ 

【連絡先】水道総務課 広報・危機管理係 ☎２７０－９１２１

新型コロナウイルス感染症の

感染拡大や天候により、変更、

中止となる場合があります。 

詳しい情報はこちらから。

と き：令和 3 年８月 13 日（金） 

時 間：13:00～17:30（最終入場 17:0０） 

ところ：静岡市上下水道局庁舎（葵区七間町 15－1）

など

★うちのまわりの水道管をしらべよう！

★水道お仕事クイズ 

～クイズに答えて入浴剤を作ろう～ 

★描いて、見て、体験しよう！ 

下水道の「しごと」と「しくみ」 

★浄化センターを見てみよう 

★水質検査をしてみよう！ 

★水づくりをしてみよう 

★上下水道局クイズラリー 

★１リットルチャレンジ 

クイズラリーでは、抽選で清水エスパルスやベル

テックス静岡の選手の「サイン入りグッズ（サッカ

ーボール１号球、スクイズボトル）」などが当たる！

【雨天決行（荒天中止）】 

イベント情報 参加 
無料 
直接会場へ

対象区域内の令和３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、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。 

下水道事業受益者負担金の申告書の提出について

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 下水道接続推進係 ☎２７０－９２０６ 



■場所 静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター（愛称 CCC） 静岡市葵区七間町 15 番地の１ 

■開館時間 10：00～21：00 【月曜休館】 

■入場無料 

展示会詳細は右記 CCC ホームページをご覧ください。URL：https://www.c-c-c.or.jp TEL：054-205-4750 

コチニール虫の色を使った美術作品を

展示。コチニール虫の色ってどんな色？自

然の染料によって浮かぶ色彩が作り上げ

る空間美に魅せられる。

舞台俳優 大石憲 「形而上（けいじじょう）の演技展」

現代美術家 筧有子 「染めー虫ー浮ぶ」展

レシピ監修 

⑦ ⑥をフライパンにソースごと入れて焼く。 

⑧ 海老の両面が焼けたら、塩コショウをしバターを絡める。

⑨ プレートにサラダ、ライスを盛付け⑧を乗せる。 

＜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 

舞台俳優によるスマートフォンを使った

演技展。展示作品には各々「QRコード」が

ついている。観客は自分のスマートフォン

で「QRコード」を読み取ることで、目の前

にはいない大石憲による演技を映像作品で

鑑賞できる。新しい展示会を体験できます。

★にんにく、玉ねぎが色づき過ぎそうな場合は一度上げ、 

海老だけ焼き色を付ける。 

（静岡市上下水道局庁舎１階） 

NEXT クリエーターキャッチアップ 2021

CCC 公募展

静岡イラストレーター大見本市

イラスト 100 枚が静岡に大集合！！

※8 月 20 日（金）は作品入れ替えの為、展示はあり

ません。

静岡を拠点に活動するク

リエーター達のサブカルイ

ラストレーションが『百花

繚乱』と題して大空中展示

されます。SiG イラストコ

ンテスト入賞作品（県内専

門学校生イラストコンテス

ト）や地元企業と制作した

作品を多数展示。 

■期間 PartⅠ 8 月７日（土）～８月 19日（木）

PartⅡ 8 月 21 日（土）～９月５日（日）

８月 21 日、22 日は静岡県内のイラスト系専門学

校生を対象としたイラストコンテストの一般投票

を同時開催。来場者様の 1 票で未来のクリエータ

ーを応援しよう！  

2021 年 CCC 公募展入選作家２名の作品を展示します。

ハワイアンプレート～ガーリックシュリンプ・サラダ・ライス～

■期間 令和３年９月 12 日（日）～10 月 10 日（日）

【材料】２人分 

殻付き海老 10～15 本 

バター   20g 

塩コショウ 少々 

サラダ    適量 

ライス    適量 

【ガーリックソース】

 にんにく       ２片 

玉ねぎ         50g 

オリーブオイル 大さじ３ 

レモン汁       大さじ２ 

ハーブソルト  小さじ２ 

【作り方】 

① 殻付き海老を片栗粉で洗う。 

② 殻に切り込みを入れ背ワタを取る。 

③ にんにく、玉ねぎをみじん切りにする。 

④ ハーブソルトをレモン汁に溶かすように混ぜる。 

⑤ ③と④を全てボールで合わせてガーリックソース 

を作る。 

⑥ ②の海老を⑤のガーリックソースに１時間以上漬けこむ。 


