
     静岡市上下水道事業経営戦略（案）に関する意見を募集します  
■税金でなく、水道料金で運営しています。 

水道事業は、税金ではなく、お客さまからいた

だく水道料金だけで運営する、地方公営企業（静

岡市が経営する会社）です。 
■水道管の多くが古くなっています。 

高度経済成長期（昭和 30 年代以降）に大量に

整備をした水道管が老朽化してきています。古く

なった水道管は、水漏れを起こしやすく、また地

震などの災害に耐えられる強さが不足している

ものがあります。 
■将来、水漏れや断水が心配されます。 

水道管の取り替えには、多くのお金と時間がか

かりますが、現在の水道管を全て取り替えるには

約 200 年かかってしまいます。これでは将来、

水漏れがあちこちで起こり、心配されている大規

模地震の時も、長期間断水が続いて日常生活に支

障をきたすかもしれません。 
■水道の将来を守ります。 

人口減少に伴い、料金収入も減り公営企業の経

営も苦しくなっています。しかし、現役世代の皆

さんだけでなく、子どもたち、孫たちの世代に、

水道水を安定的にお届けする事業を、引き継いで

いく責任があります。 
そのため、ずっと先の将来まで、安心・安全な

水道を持続するために、どうしたらいいのか、今

後 12 年間の事業の「道しるべ」となる「経営戦

略」を策定することとしました。

経営戦略の考え方                      取り替えに 
かかる年数 必要な事業費 

（12 年間） 
現状 ２００年 ３９６億円 
目標 ８３年 ５７９億円 

 
水道管総延長   2,600 ㎞ 
取り替えペース  13 ㎞/年  水道管の取り替えに 200 年  
取り替えペース  31 ㎞/年 
土質調査やアセットマネジメントの結果 
水道管の平均寿命は 83 年と判明 
水道管の取り替えを 83 年に 

このままだと 漏水多発 
水道管破裂の恐れ 
市民生活への重大な影響 

水道を未来に 
引き継ぐ  

このペースに見合

う財源確保が必要 
12 年間（経営戦略計画期間） 

１８３億円不足 

現 状 

目指す姿 
水がにごる 

【水道編】 
経営戦略の策定に当たって 

持続可能な水道事業の実現 
子供たち、孫たちの世代に、健全な水道を！ 
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Ｑ 水道事業は、税金で運営しているんでしょ？ 
Ａ 水道事業は、静岡市が経営する地方公営企業です。事業運営に必要なお金は、税

金ではなく、お客さまからいただく水道料金で運営しています。そのため、４年に１

度、料金を見直しています。   
Ｑ 普段、家庭で使っている水道水って、安いの？ 高いの？  
Ａ 一般的なご家庭の水道料金は、20,000 リットル使って、月額約 2,200 円です。

計算すると、お風呂約６杯分（約 1,000 リットル）の水道水が、約 100 円ということ

になります。これは、500 ミリリットル

入り水のペットボトル1本分を買うのと

変わらないお値段ということです。      
Ｑ 静岡市内の水道管を替えるのに、なぜ時間とお金がかかるの？  
Ａ 静岡市内全体の水道管の長さは、約 2,600 キロメートルで、北海道から沖縄に

至る距離に相当します。管を新しくするのに、1 キロメートルあたり、平均 1.6 億円

かかります。今後起きるといわれている大きな地震による被害を最小限に食い止める

ために、お金はかかりますが、なるべく早く水道管を新しくするよう取り組んでいま

す。   
Ｑ 「効率的な経営」を目指すなら、経営を民間企業にまかせればいいのでは？ 
Ａ 静岡市（官）では、民間業者（民）の力を借りて、事業を効率化できる分野につ

いては、これまでも積極的に取り入れてきました。官と民が連携できる選択肢が増え

ることはいいことです。しかし、静岡市では、将来にわたって安心・安全な市民生活

を第一優先に考えていることから、経営の効率化を進め、公営企業による直営方式を

根幹に置く考えです。  
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 下水道は料金と税金で運営しています。 

下水道事業は、水道と同じく、市とは独立し

た地方公営企業（静岡市が経営する会社）です。

水道と違うのは、お客さまからいただく料金以

外に、市の税金も使用している点です。 
 下水道の役割は２つあります。 

下水道の役割は、トイレやお風呂で使用した

水をきれいに処理することと、大雨でも住宅が

浸水しないよう対策をすることです。 
このように、下水道は皆さんの生活に欠かせ

ない大きな役割を果たしています。 
 多くの下水道管が古くなっていきます。 

静岡市の下水道は、今、新たな課題に直面し

ています。それは、昭和 50~60 年代に整備し

た多くの下水道管が古くなっていくことです。 
これらを放っておくと下水道管が急に壊れ

てトイレが使えなくなったり、道路陥没事故を

引き起こしたりします。また、一定の期間に取

替えが集中し、たくさんのお金がかかります。 

 課題解決のためには。 
今ある施設の状態を調査し、なるべく長く使

えるように工夫することと、しっかり計画を立

てて、かかるお金をなるべく毎年一定にする試

みに挑戦しています。このことを下水道事業の

「アセットマネジメント」といいます。 
さらに、汚水整備の区域を、主に市街化区域

に限定するなど経営健全化の取組みを進めて

います。 
 下水道の将来を守ります。 

普段はあまり気にとめない下水道ですが、使

えなくなると困ります。静岡市では、ずっと先

の将来まで便利に安心して使える下水道を守

っていくために、今後 12 年間の事業の「道し

るべ」となる「経営戦略」を策定することとし

ました。                    目指す姿 

現 状  人口が減少 
・料金収入が減少し、お金（財源）が減る 

 下水道施設（管路・施設）が老朽化 
・下水道施設が大量に改築の時期を迎え、お金（投資）がかかる 

良好な下水道サービスの維持 
アセットマネジメントの導入  

必要な事業

（投 資）

必要なお金

（財 源）

均 衡 

経営戦略の考え方 

【下水道編】 
経営戦略の策定に当たって 

トイレが使え

なくなる 
道路陥没多発 
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Ｑ 下水道事業って、何をしていますか？ 
Ａ 下水道事業では、大きく分けて、「汚れた水をきれいにして自然に返すこと」（汚水の処理）

と、「まちを浸水から守ること」（雨水の処理）をしています。  
Ｑ 下水道事業の財布の中身（財源）は、下水道料金以外に何でまかなっていますか？ 
Ａ 汚水の処理は主にお客さまからいただく料金により、また雨水の処理はすべて税金でまかなっ

ています。それぞれに一部、国からの補助金をもらっています。なお、４年に１度、料金を見直し

ています。  
Ｑ 下水道事業における「アセットマネジメント」って何ですか？ 
Ａ 「アセットマネジメント」は、もともと「資産」

の「管理」という意味です。 
資産とは、事業用施設（モノ）、かかる費用（カ

ネ）、働く職員（ヒト）をまとめて指します。   下水道事業の「アセットマネジメント」は、これ

らの資産をバランスよく投入し、良好な下水道サー

ビスを継続的に運営していくことです。   家庭で例えると、生活に必要な食費や自動車など

の維持管理費、住宅ローンなどの借金の状況を正しく見積もり、計画を立て、限られた給料の中で

やりくりし、将来的にも安定的に生活していくことです。  
Ｑ 下水道管の老朽化が進むとどうなりますか？ 
Ａ 下水道管が老朽化すると、道路下にある下水道管が壊れ、トイレが使えなくなってしまうことが

あります。また、道路が陥没し、車の通行や人の歩行に支障をきたすこともあります。    
Ｑ 下水道管の老朽化はどのように把握していますか？ 
Ａ 下水道管は、管の中を TV カメラで直接見て、管の劣化状態を把握しています。これにより、劣

化状態を判断し、速やかに取り替えにつなげることができます。 
人間で例えると、健康診断で内視鏡（胃カメラ等）を使って体の中の状態を直接見て、医師が健

康状態を判定することと似ています。  

施設（モノ）

下水道管・マンホールなど

職員（ヒト）

市職員

費用（カネ）

下水道料金など
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上下水道事業経営戦略（案）について、あなたのご意見をお聴かせください。 
１ 水道管の老朽化対策について 

静岡市の水道は、これまで実施してきた水道管や水道施設の整備拡充や各地域で課題や懸案とな

っていた渇水対策（北部ルート）などへの対応が一段落しました。今後は、古くなった水道管を新

しい水道管に取り替えていきますが、現在の取り替えペースでは、市内の全ての水道管（約 2,600

キロメートル）を取り替えるのに約 200 年かかってしまいます。 
そこで、様々な調査をしたところ、静岡市の水道管は平均で 83 年もつことが分かってきました。 
静岡市では、この結果に基づき、ずっと先の将来まで水道を使い続けられるよう、全ての水道管

を 83 年間で取り替えることとし、工事を加速する経営戦略を考えていますが、このことについて

ご意見がございましたら記載願います。 
【ご意見の内容】 
 

 

 

 

２ 水道料金について 
ずっと先の将来まで水道を使い続けられるよう、事業の最適化や経営の効率化を進めています。

しかし、今後、古くなった水道管を、200 年でなく 83 年に短縮して取り替えていくには、事業に

必要なお金が不足します。 
そこで、静岡市では、一般的な家庭（４人家族※１）で１か月約 300 円※２、１日にすると 10 円程

度の水道料金の値上げ（平成 32 年度からの４年間）を含む経営戦略を考えていますが、このこと

についてご意見がございましたら記載願います。 
※１ 水道メーターの口径 20 ミリメートル、月 20,000 リットル使用した場合。 ※２ 口径にかかわらす現行料金を一律に値上げした場合。 

【ご意見の内容】  
 

                                       

３ 下水道事業について 
静岡市の下水道事業は、下水道施設が老朽化することで道路陥没したり浄化センターが故障して

トイレが使えなくならないように、今の健全な状態を今後も維持していきます。そのために、かか

る費用をなるべく毎年一定にし、「必要な事業」と「必要なお金」を均衡させる経営戦略を考えてい

ますが、このことについてご意見がございましたら記載願います。 
（なお、現在の下水道料金は、平成 31 年度からの 4 年間は変更しない予定です。） 

【ご意見の内容】 
 

 

 

 

 

※裏面にも記載欄がありますので、ご意見をいただける場合は、必ず裏面も記載の上、提出してください。 
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４ その他ご意見  １～３の設問以外に、本案に対してのご意見がありましたら記載願います。 
（※案のどの部分に対するご意見かをご記入ください。） 
【ご意見の内容】    

※１ それぞれの項目に複数のご意見がある場合には、1 枚に 1 件ずつご記入ください。 
※２ いただいたご意見は、上下水道事業経営戦略の参考とさせていただきます。 

また、個人が特定できないよう編集した上で、意見の要旨を市のホームページ等で公開させて

いただく場合がありますので、ご了承ください。 
※３ 【ご意見の内容】欄に「別紙のとおり」と記入していただき、別紙にてご提出いただくことも

可能です。 
住 所 
（法人の場合は所在地）  

 
氏 名 
（法人の場合は名称及び代表者名）  

 
年 齢 □19 歳以下 □20 代 □30 代 □40 代 □50 代 □60 代 □70 歳以上  

※４ 住所及び氏名欄は必ずご記入ください。（意見の提出に際して、「静岡市市民参画の推進に関す

る条例施行規則」第５条第４項において、個人の場合は住所及び氏名、法人その他の団体の場

合は、所在地及び代表者の氏名を明らかにすることとされています。ご協力をお願いいたしま

す。） 
※５ 個人情報については、厳正に管理を行い、「静岡市市民参画の推進に関する条例」に基づくパブ

リックコメントの目的以外では使用いたしません。 
ご意見、ありがとうございました。  
●意見の提出方法 
【募集期間】平成 30 年 11 月９日（金）から平成 30 年 12 月 10 日（月）まで（必着） 
【提出方法】下記あて先に、郵便かファクシミリにより送信、または直接お持ちください。 

≪送付（問い合わせ）先≫   〒420－0035 静岡市葵区七間町 1５番地の１   静岡市上下水道局庁舎 ６階 上下水道局 
水道部  水道企画課     電話 054-270-9124 ／ ＦＡＸ 054-270-9122     下水道部 下水道計画課    電話 054-270-9213 ／ ＦＡＸ 054-270-9216 
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