
市独自の取り組み

水質管理はありがたい

放射能のことが心配
この検査を続けてほしい

学校の貯水槽清掃

年2回 これは安心だ

「安全でおいしい水道水の供給」

私の経験では、国内どこの転勤先で
も、安全な水道水の供給を受けまし
た。
新潟市水道局の水質にも満足してい
ます。
なぜ述べるのかというと、
例えば、仕事でドイツに住んでいた時、
水道水をコップに入れると白く濁って
とても飲めるものではなく、一度沸か
してから飲んでいました。

臭気強度９６⇒１００

ありがたい
水質管理の体制強化が気に
なる

1班
水質管理を更に強化して欲しい
特に排水管理を強化

事業・農業関連・家庭排水

定期的に「水先案内」が届くの
で、普段は意識しない「水」に
ついて考えることができるの
で、とても良いし、気持ち的に
安心します

公共のトイレなどの水も自宅
の水と同じ水質ですか？
飲もうと思ったら飲める？

災害時の市との連携はでき
ているのか、知りたい。
防災センターetc．．．との連
携を知りたい

災害時の水のストックをしていな
い。
やらないといけないと思う！

１人１日当たり３Ｌ

直結給水化を進める

・公共施設
・マンション

イオンなどで水道局の人がイ
ベントをしていて、いろいろな
事を教えてくれるので嬉しい
です

安全
水質管理の大切さ

水質事故が多発（季節による）
しているのであれば、各家庭へ
の啓発が大切
← 強化し続けていただきたい

水質保持 広報 水がおいしい
水道局に感謝

災害時の水のストッ



災害時の計画ができている

どのくらいのスピードで、いつ
までに、どれくらいでお届けす
るのか

普段の備え どこに応援？

東京オリンピックイヤー、（昭和３９
年）新潟地震体験者の一人です。
一番困ったことは水でした。
近くの井戸所持宅で、水をもらってし
のぎました。
耐震化計画を大いに進めていただき
たいと思います。

1班

今の水道施設が地震で壊れる可
能性は？

・老朽化

・耐震化

これは大切。
今後実行していくしかない。

強靭
災害時大切

被災した時に

・早急に

・計画的に検査

２本立て！

計画的更新



財政試算での損失が不
安。効率の良い稼働率が
求められると聞いたが、
難しい問題そうですね

1班

・使用料減少
・人口減少
・設備の劣化

社会状況を見極めて判断して欲しい

「安全」「強靭」「持続」

3本の柱に今後も期待したい

持続
モニター広報の大切さ

経営が厳しい
↓

水道水をもっと活用して
市民が飲めばいい

↓
水道の安全性をもっと伝えないとい
けない
広報をがんばる！

見やすい水先案内
見出し・マンガ利用

TVの利用は・・・
まるどり・TeNY新潟一番

古町どんどんetc．
クイズラリー ⇒ 子連れでも参加しやすい
○×クイズ ⇒ キャラクターの活用
作文コンクール ⇒ 賞品あり

浄水場に
キッズスペース
公園

もっと身近に感じられるように

モニターに水道事業内容を知
らせることも大切とは思うが、
それほど広まるとは思えない。
「水先案内」を更に充実してほ
しい

赤字になる前に努力を

赤字になる前に防止
策を！

有収率・・・浄水場で作っ
た水のロスを減らす

・職員⇒減らせない
・人口減⇒防げない

↓
料金値上げか？

財源がマイナスになる

＝ 料金値上げ

経営・運営

研修に努める
（アメリカ・ヨーロッパ）

諸外国との交流

先進国・見本となる国は？県は？

そういうところとの交流は？

⇒研修を進める

家では使用量を減らすために工夫をしている
事業収益を考えると工夫しない方がいい？

資金不足になっても設備の整備はできますか？

整備のお金を確保するのに、ものすごく水道料金が高く
なることはありますか？

環境のためには節水がいいと思いますが、水道料金の確
保のために、実は、そんなに節水しなくてもよかったりする
んですか？

節水よりも排水の方を気を付けてほしい

家庭排水

工場排水

農業排水

冬場の油流出の意識づけ

水は命に直結する。

その水道事業が今後大変に
なるということがよくわかった。
↓
周囲に話していきたいと思う

需要者の知識を広める
水道事業の苦しい現状を知っ
てもらうための広報の大切さ

↓
モニターを増やす
広報を出す



２班
安全 強靭

水道GLPの更新の継続

川を汚さない

水道水の中に入っている塩素
の安全性は？

水道局の見学を多くの人にして
欲しい

人の命を守る水は皆に平等に
安心して飲める環境を国が守
るくらいになって欲しい

水質施設を見学して、しっかり
とした水質管理がされている事
がわかった。水道水の安全性
が、より知ることができた。

更なるおいしい水道水の研

究・開発

漏水の原因はいろいろある
のでしょうが一般的に10年計
画でもほとんど減らないのは
何故なのでしょう

ス
ピ
ー
ド
感

国の国土強靭化計画を支持
する

耐震化の水道管に変えて行く
のはどのような順番になって
いるのか？ 近は地震も多い
ので災害が起きてからではな
く、入れ替えを計画して欲しい

旧式の給水管を使っている家
庭が分かれば、耐震のことも
考えて、「新しい給水管に替え
ませんか」のお知らせ等して
みたらどうでしょうか

新潟の水道水は川の水である
が、水道水としてはおいしい水
になっている。安心して豊富に
飲める。

おいしい水道水のＰＲ強化

川の水が飲める水に変わって
いく、多くの検査の状況をもっ
と多くの人が知ると良いと思う。
水先案内のような冊子に少し
ずつ載せて行くのも良いので
は。

水先案内の内容が少し専門
的過ぎて難しい。
もっと楽しいチラシをお願いし
ます。

浄水場の統廃合

水道料金の料金プランの見直
しは可能か？

Ｈ１７の市町村合併のように、
県内他都市との合併でどうに
かならないか？

近、電気の検針が我が家
はスマートメーターになったが、
水道の検針も将来的にスマー
トメーター的なものになるので
しょうか？

ス
ピ
ー
ド
感

持続



３班
安全 強靭

塩素の臭いが嫌いです。塩素
の代わりになる薬ができない
のでしょうか？

先日、原発事故の後、汚染土
砂が大量に出ていると聞きまし
たが、川が汚染されないように
注意してほしい。

老朽化した設備を更新すると
ともに、災害に強い水道設備
を作って欲しい。地震の時、水
の大切さを も感じる。給水
車なども用意して欲しい。

施設を減らして、残ったところ
の規模を大きくして、お金をか
ける。

設備の技術的進歩

新潟市独自の管理目標はあ
りがたいが、全国一律の目標
設定で充分では？
差があることで不公平な部分
が出てくるかも。。。
余計な手間が省けて、経費の
削減になる。



資金不足になったら、料
金が上がる予定はあるの
ですか？

３班

新潟市の水道は他地域に
比べ、満足できる状態であ
るので、それを今後も維持
するための経費面の検討を

重点課題とすべき

委託化を拡大しコストダウンを
図る（どういう項目を委託する
か検討する）

持続

画期的な商売を始めたらどう
でしょう。（ソーラーパネルのよ
うに）

発展途上国に水を売る。技術を提供する。
⇒水を大量に使う産業が興る。

駐車場として利用する

新たな収入源

工場の誘致
（新たな収入源とし
て）

後半に経営が苦しくなる
ので、料金を必要 小限、
値上げする必要がある

今後、料金収入の増が見
込めないことを考えると、設
備更新費用に国庫補助を
導入する必要あり

経費削減

設備稼働の自動化を模索し、
人員減の検討を進める必要
あり

収益が減るのに維持費はかさ
む一方。借金は増える一方な
ので将来が心配。もっと経費
節減できるところはないのか。

財源保持の方策

エネルギーの省力化
太陽光発電など

投資規模
Ｈ２９は100億円の予定

お金はあるのですか？
だれが負担しているの
か？

リサイクル事業の達成

財源の確保

遊休資産の活用

遊休施設を活用する

お客さまの意見として、イベント
の時に、遊休資産の活用につい
てアンケートをしたらどうです
か？

どうぶつの森か子供のアスレ
チックとして活用する。入場料も
取る。
（水道局の仕事として）

イベント会場
・フリーマーケット
・芸術作品展示
・骨董市
・ドッグラン

植物園を作り観光施設に利用す
る

日本海タワーの再利用はどう
か？
眺めが良いので、喫茶などに改
装して水道局の収入源の一つ
にする。

日本海タワーの再利用を考えた
方が良い。景色がいいので残念。

信濃川浄水場はすばらしいので、
開放日を増やしていただきたい

遊休資産の活用は積極的に
やった方が良いと思います。
宝の持ちぐされかな！



にごり水等の突発的な水質変
化の原因、地域などをリアル
タイムで知りたい。（消防局の
“本日の災害発生”のＨＰ更新
のように）

安全は完ぺきな気がし

ます。

突発的な事件の時には

対処してもらえばいいと

思います。

４班

国の水質基準にプラスしてい
る10項目について、新潟市民
としてとても安心できていると
分かったが、これをもっと広報
紙などでＰＲできたら、もっと
多くの市民に周知できると思う。

水質管理のレベルの現状維
持は必要だと思います。
（新潟市独自の管理目標によ
る水質管理も含め）

「いつでもどこでもすべてのお
客さまに安全な水を提供す
る」
水道料金が払えない人に対
応は何かありますか？

水質については充分な安心
が得られていると思うが、浄
水場でできる汚泥に今も原発
事故による放射性物質が検
出されるのは、今後も水道局
で適切に管理し、かかった費
用はキチンと東電に請求して、
市民にも公表して欲しい。

安全

ありがとう！

水質の充実・強化に目
標（着地点）があっても
良い。
永久に上を目指すこと
は大変

水質管理

水道モニターで研修を受
けてから、新潟市の水道
がいかに安全か良く理解
できました。



定期的な管の更新など頼りにし
ています。

４班

新潟市の給水車が６台と聞いて、
少ないのではと・・・
災害時は近くの市町村の応援が
あり、その契約もあり安心しました。

施設の耐震化、事故、災害時

における復旧体制の強化は

節約せず、計画的に行ってい

ただきたいです。

強靭

お願い！

鉛給水管は安全の要素を加
味して、早目に更新して欲し
い。



持続していくためには、それ
相応の水道料金を払っても良
いと思います。命をつなぐ大
切な水ですから。

４班

水道を学ぼう
多くの人がもっと水道の実態を知ることが必要
だと思います。そこらへんで流れている川の水
を飲めるまでにするのですから。知らないとつ
いつい当たり前にあると思いがちです。

経営基盤は一義的には浄水
場単位で考えるべき（浄水場
単位での競争）

持続

下水道は２カ月ごとのごとの
請求なので高く感じる。下水
道も１カ月ごとの検針にして
上水道に合わせれば料金が
高い感が薄れ、水道使用量
がアップして収益も上がるの
では？

料金収納の民間委託は早急
に実現していただきたいです。

料金収納ですが、未納者対策
としてｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ払いの導入
を検討してください。（手数料
はかかりますが、未納者は減
るのでは？）

人口減少で水道料金が減る、事業運営
のため新商品の開発。
例えば、
・家庭用給水タンク
・水道水の給水車売り
（水道の契約をしていない家に）
・グッズ販売

東北電力のeネットのように会
員登録をすると料金を確認し
たり使用料をシミュレーション
できたらいいと思う。

水先案内を市報にいがたに掲
載すれば、読む人が増え、今
より興味を持ち、理解する人も
増えると思います。（今はあま
り読まれていないような・・・）

ビル等の貯水槽に関係する
費用（人件費を含む）は水道
局以外で負担すべき

大きな事業になることかもし
れないのですが、オンドル、
昔病院等で温水を流して保
温していました。水は再利用
して老人等にやさしい温度管
理ができます。

水道局で使用する発送用封
筒に企業広告を募集して掲
載費をもらっても良いと思う

イベントに参加して、水道水の安全性、おい
しさ（特に冷やして飲むとおいしい）などＰＲ
すれば、わざわざペットボトル飲料を買わず
家庭の水道水をもっと飲むようになると思う
ので、積極的に参加して欲しいです。（万代
で見て参加しました。よかったです）

水道料金 広報活動

その他提言（イベント等）

酒の陣のチケットを買
うと、酔い覚ましの「柳
都物語」をセットでもら
えれば、全国の人にＰ
Ｒ＆販売額もＵＰできる
のでは


