第157回簡易アンケート自由意見（499件）
質問12
水道事業についてのご意見などがありましたら、ご記入をお願いします。
1 水道料金と下水道使用料が一緒の請求なので水道料金の高い安いが判断しにくい
いつも安心して使用できる水道に感謝しています。
様々な災害の際、断水などで困っている報道を目にするたびに水のありがたみを感じてい
2
ます。
これからも関係の各部署のみなさんにはお世話になります。
極端な味の追及は必要ないと思います。何故なら洗車や散水に使用される量が多いと思う
3
からです（もったいない）。安定的な供給を望みます。
4 日本の水道水は世界一と思います。これからも頑張ってください。
5 料金改定(値上げ）の為のアプローチと思えるが。
普段水道水の事を考える事は殆ど有りませんが、これを機に水道水の事を考えてみたいと
6
思います。特に老巧化した設備、災害時の供給の受け方等々
水道水は生活の基本の最重要事項の一つである。住む地域により状況が異なる事は理解で
7 きるが、生活上の最重要事項の一つである。我々消費者は当然の事であるが、県の姿勢と
しても基本の最重要事項の一つとしての認識を共有して取り組んで欲しい。
現役時代のころ、関西方面に出張で行ったとき、琵琶湖南岸の町で昼食をとったときの
水のまずさに辟易したことを今でも思い出します。埼玉の水はうまいと思います。
8 また、水道管の老朽化についてはコストをかけてでも直すべきだと思います。そのための
水道料値上げはやむをえないと考えます。値上げせず、経営悪化になり民間企業への事業
移管になる方がもっと怖いと思います。
9 生きるための命の水！値上げしてでも水質保全を！
10 よくわかりませんが、災害時でも、安心して飲めるようにしてほしい。
11 これからも安全な水の供給をお願いします。
12 耐震型水道管工事はいつ修理が終了するのか。そこが一番の問題である
風水害の事を頭に入れて、もっと真剣に断水について日頃から考えておくべきだと反省し
13
た。
地元市は水道料金が高いと聞きます。県で統一の金額にしてはどうでしょうか。老朽化し
14 た設備の更新も必須と思います。利用する全員が均等に負担できるような仕組みが構築で
きたら良いと思います。
日本の水道水は世界的にも安心して飲めるとの評価が高い。しかし、福島の原発事故後、
放射能汚染が気になり市販のボトルを買う生活をしながら、節約のため浄水器を付けた水
15 を沸かして使っている。
浄水器の水と水道の水、市販の水に差があるのか、試したいので是非、水質の検査機関を
教えてほしい。浄水場の見学はどうすればよいのかも知りたい。
16 何時でも安心して水道水が使用でき、有り難く思っています。
水道の値段は、下水道と合わせて徴収されるので、値上げは倍の金額になるので、値上げ
17
は、やめて欲しい。街から鉢植えなど、緑が無くなる。
水道をひねれば水が飲めることが、今まであまりにも当たり前だと思っていました。色々
と大変なのは、わかりますが、やはり安心安全な水をこれからも供給して頂きたいし、本
18
当は値上げなどもして欲しくは、ありません。唯一、水くらいは気楽に飲める状態であっ
てほしいと、切に思います。
老々世帯ですが、尿意が頻回で、その都度水洗トイレの水を流しています。非常に不経済
19 かつ無駄であると感じています。飲用の水と下水用の水を分けられないものかと常々考え
て居るところです。海外に住む友人に日本の水のすばらしさを羨ましがられております。
20 老朽化した配管の更新を検討願います。
21 民営化反対
人間にとって不可欠な水道であるにも関わらず、市民の理解度は小生を含め決して高くな
22
いと推察します。費用の掛からない広報活動をもう少し展開して欲しい。
23 水道水を飲みましょうキャンペーン
自宅近くの水道本管が取り替えられました。先を見据えた対策を取られていることに感謝
24
します。水質は安全で臭いなどなく信頼しています。
蛇口をひねると常にきれいな水が出てくることは、決して当たり前のことではなく、その
25 ためにどれだけの人が、日々努力しているかを認識することは大事なことである。学校教
育の場でそれを繰り返し啓蒙する方が良い。
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我が家の水道管は敷設後５０年以上経っており、昨年の夏は配管が詰まって水圧が大幅に
落ちたことがあった。家を建て替えた折（２０年ほど前）建築屋さんから「お宅への配管
は２．５ｃｍなので５ｃｍ程度にしないと２階への給水は水圧が低すぎると言われまし
た。そのこともあって昨年の「水道管の詰まり」の修理時、市役所の職員さんに配管を太
くしてもらえないか尋ねましたら、お宅への配管は私有地を通っているので、出来ないと
言われました。別ルートでの配管を検討しましたら、国道１７号の歩道下を通すと１ｍあ
たり５０万円もかかるとのこと。５０ｍ以上ありますので、年金生活の者にとってこんな
負担はできません。我慢して暮らす以外に方法は無いのでしょうか？
生活に密着した問題なので情報の開示等してほしい
・現状の問題点と課題を具体的に知らせる事。
・現在の状態を将来も確保するための施策
値上げやむなしなら、はっきりと主張すべき
県内の水道に関し、まだ味の悪さや臭い等が有る。
浄水器（カートリッジ）を取り付けようとしているが、高価なため、現時点では取り付け
はしていない。
住宅をできるだけ狭い範囲に集めて、あらゆる社会インフラの維持管理費を削減していく
事が必要では。（いわゆるスマートシティーですが）
みずは大切なので、水道管の耐震化対策は必要だ。
下水道の料金設定基準が分からない
県営で頑張ってください
民営化は駄目
水道料金は集金しないで県民税で運営したほうがいいと思う。地域によって価格が違うの
はではなく、県内統一で運営すべきだと思う。
新三郷浄水場で導入している高度処理をすべての浄水場で導入しておいしい水道水を供給
して欲しい。
水道は、生活するうえで大切なライフラインです。今後とも安定的な事業経営に取り組ん
でほしい。
人にとって欠かせない水なので、整備して届けてくださる皆様方に感謝いたします。た
だ、どうしても（我が家がマンションだからか）水の味がよくないのが残念です。（千葉
に住んでいた頃はもっとひどかったので、それよりは埼玉の方が良いのか、時代とともに
品質が良くなっているのか分かりませんが。）
最近は様々な災害もあり、もちろん我が家でも対策しますが、県としても国としても、災
害への備えをしっかりしていただけると心強いです。
いつも、安定した水の供給に感謝しています。今後も引き続きお願いします。
水道料金だけは独占化のせいか節水しても下がりません。値上げを考えているなら根拠を
示すべきです。質問8はちょっと信じがたい。
質問９については、値上げは認められないに回答しましたが、値上げ幅容認規模について
の資料も無く答え様がありません。
他の自治体で、外部私企業への水道事業管理委託の話を聞きますが、絶対反対します。
居住地の水道の県営水道への依存度がわかりませんので、回答しにくい処がありました。
とにかく安全な水を供給してほしい。
少しでも費用を抑えるためにスマートシティ化が必要では。
これからますます水が大切になると思うので上手に大切に使いたい
衛生管理はより厳重厳正に行うことが要求されています。配管の老朽化により取り換え等
工事が行われる事態が、これからも多発して行くでありましょう。その際もっと手法が検
証されるべきです。サビ、汚れがしばらく出ます等は手法を再検証して然るべしでないで
しょうか。サビで故障した家庭内の水栓工事には出張費をはじめとして多額の工事費が請
求されます。全ては工事主体が負担して然るべきであります。
県南水道は不味いという評判が定着している。飲み水としては期待していないので、雑用
水としてコストダウンしてほしい。
安全安心の水道水の提供はとてもありがたいことですね。老朽化した設備は早急に修理を
お願いします。また地震に強い耐久性のある設備を希望します。
塩素の匂いが強いときがときたまある。宅内配管は新築10年、古くはない、なのに、臭い
においがする時がある、給水所から途中の配管が悪いのではないか、その辺が知りたいで
す。
私は今の市に40年ほど住んで居ますが、それ以前は東京都内に住んでいました。市の水を
飲んだとき、東京とは比較できないおいしさを感じました。これからも水は大切です、ぜ
ひこの状態を維持してください。
税金で水道事業が運営されていて、各家庭から水道料の支払いもされていて、水道料金の
値上がりは税金の二重取りをされているようで納得出来ない。以前、他県に住んでいまし
たが地元市は水道料金が高いです。
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現在ほとんどの家庭で浄水器を使用しているように思うが、本当に必要なのか。
水道局の方でもう少し良質の水を提供すれば、浄水器は不要になるのでは。
それが実行できればもっと水道料金も値上げできるのでは。
浄水器メーカーの問題もあるので一概に実行できないことも分かるが。
民営化し、外国資本にならないようにしてほしい。
民間に委託することはしないで欲しいです。
施設の老朽化で突然断水などのトラブルが起こらないように、必要なコストはかけてほし
いと思います。
水道施設の老朽化は深刻な問題だと思う。水道料金が上がる事に諸手を挙げて賛成という
訳ではないが、安定的な水の供給を維持していく上で、ある程度の値上げはやむを得ない
だろう。
そうした事を丁寧に説明し、利用者の理解を得る努力をする事が重要だと思う。
安心安全な水の継続供給のためには受益者負担は仕方ないかと思います。
以前、施設の見学会に参加し意識が変わりました
多くの住民に施設見学会に参加してもらい、飲料水に対する意識向上につなげてほしい
タイムリーな経営状況の公表を引き続きお願いします。
東日本大震災の時に、水道水の安全に誰もが関心を持っていたが、喉元過ぎればで、水質
の事はあまり知られていない。昨今の台風の猛威による河川の氾濫や増水等で水質も悪く
なっていると思う。もっと水質のことを県は配信していくのが重要だと思う
安全・安心な水を安定的に供給するために応分の負担は仕方ないと思いますが、その負担
に疑問や不満を感じさせないよう、透明な運営をお願いします。
もっと上下水道見学を多くしてほしい。
水の大切さを低学年のうちにしっかり見学などして、教えてほしい。
水道水のまま飲める環境を維持してほしい
生命の源なので、安定的に安全な水の供給を期待しているが、経営的な問題もあるので、
そのへんの周知も進めていったらいいとは思います
埼玉の水質は優れているというブランド化を目指してもらいたい
水道は日常生活の命綱です、水が無ければ人間は生きていけません。
水道事業に携わる各位に感謝いたします。
飲料水は生きていくのに必需品です。水質はもちろん断水がないようにしてほしいです。
水道料金が上がるのは労働力など諸々の条件もあるでしょうけれど、なるべく値上げしな
い様にお願いします。
水は大事なのでしっかり管理して欲しい
この環境、条件をキープするよう努力してほしい
水道料金のＷＥＢ明細表示して欲しい。
蛇口を捻ると水が出るというのはありがたい。
あちこち水道管が老朽化しているので
改善していかないと。
予算をくだらんことに使わないで。
安全できれいな水の提供を今後とも継続してもらいたいと思います。
全国で水道管の老朽化が問題になっているので、その問題と、安全な水の提供をお願いし
たい。
日本の水道事業は海外比較で大変優秀だと理解している。外国の一部が過去に水源地周辺
の土地を買収工作した風聞等やこのところの温暖化による影響を鑑みるに事業は大変重
要。老朽化が目立つ昨今値上も視野に入るだろう。このため料金体系や経営状況を理解で
きるように発信して欲しい。
東京都から来ました。水道代の高いのにびっくりしました。健全な経営を望みます。
地元市は自己水源からの市水で100％賄えるのに、県水を使わざるを得ない（県の主張は理
解しているつもり）状況です。一番の問題は市水より県水が不味い、その一つに大久保浄
水場からの供給で遠距離給水の為、塩素含有量等が安全衛生上多いためです。近くの吉見
給水場等から給水する方法等、美味しい水供給の工夫をお願いしたい。
東北地震以降、レンタル水サーバを利用している。生水と区別して利用しているが、通常
の水と差別化をはかり、収入源として、プレミアム水を開発販売して、水事業に貢献し、
値上げしないシステムを構築してほしい。資源は無料で、維持費等に一定の金額がかかる
ので、是非検討してほしい。
漏水対策は万全と思いますが、さらにおいしい水を供給されるようにお願いします。
日本の水はどこでも気軽に飲めるようになっている事は世界にPRして欲しいとも考えま
す。
事前に老朽化対策を含めた料金体制を考えて欲しい。作るだけ作って、後のことを考えな
いのは無責任。
安定的な水の供給に感謝しています。

小学校の社会科見学で大久保浄水場に行ったと思うが、大人になってから改めて水道施設
80 見学に行ってよく理解できたので、大変でしょうが多くの人に見学してもらえるといいな
と思う。
私が現在住んでいる所は水道管が昔のままで、取替えた記憶はないです。日々気にしなが
81
ら使用しています。料金は上がっても心配のない生活をしたいです。
地元市内に於いては、適宜老朽化した配管を交換していることは承知している。今後も最
82
適化に努めて欲しい。水道事業の民営化、民間委託はやらないで欲しい。
夫婦ふたり所帯、今月も９４８８円です。上記の平均２４９１円は夢の様な数字です。こ
83
の根拠を知りたいです。
同じ町内で一部水道管の入れ替え工事をしていました。老朽化しているとのことでしたが
我が家に繋がっている配管も老朽化しているか定期的に検査していただきたいです。そし
84 て敷地内の配管の検査は町内の水道工事屋さんで行っているのでしょうか？もし老朽化し
ていたのならば市町村で援助していただけるシステムがあればと思います。美味しいお水
が供給されているのが勿体ないから。
水道の安定供給には感謝している。今後も安定供給のため、設備維持、改善に努力してい
85
ただきたい。
水質の安全性と安定供給が常に確保できるよう、日常管理に最大の叡智をつぎ込み、事故
86
や手抜きが起きないよう最大の努力をして欲しい。
月々の水道料金は、一枚のお知らせの紙の中で、水道料金と下水道使用料の2つに分かれて
表示されている。今回のアンケートでは、「上水道料金」と「水道料金」という言葉が使
われている。
87
一般に我々が思う水道料金には、下水道使用料も含めているが、今回のアンケートが上水
道料金に限ったものなのかどうかがはっきりせず、混乱してしまう。
アンケートをやり直した方が良いと思う。
水道水で満足しています。断水もなく匂いは以前より改善されているのが分かります。今
88 後共技術を向上させ、良い水の供給に励んでください。
水は命です。
今まで、あまり、水道のことは、考えたことがなかったが、とても大切なことなので、
89 もっと知りたいと思います。現在の水道のことに関しては、特に不満はありませんし、安
全な水だと認識していますが、災害時などにはやはりとても心配です。
90 水資源の安定的確保。水道事業の運営の努力をしてゆくことを願うのみ。
水は命を守るものなのに、意識が不足していたため、もっと情報を入手して意識して、大
91
切に摂取したい。
92 水は生命の源です。安全・安心な水道水の供給に努めて欲しいです。
93 美味しい水が飲めて、助かっている
今回の水道法の民営化には、今の政権の悪が全部詰まっているように思える。民営化とい
う名で、日本の水をだめにしてフランスの水を買わせようとしているのではないか？かつ
94 てアジアの各地でアメリカの飲料メーカーがやった手法をいまフランスが攻めている。利
権の下に日本が食い物にされている。悪い政治家が暗躍しているように思う。知事の勇気
ある判断を期待する。
東日本の震災以降、水質は常に心配している。
95
本当に安全なのか教えてほしい。
水道管の老朽化に伴う更新工事が自宅近くで行われています。
かなりの大工事で費用も掛かる事が推測されます。良質な水道水を安定的に供給し続ける
96 には当然ながらコストがかかります。これらを維持管理する為の料金の値上げは仕方ない
事だと思います。災害などによる断水を経験した事が無いですが、これからも安定供給を
宜しくお願いします。
努力していると思うが、下水道料金が高すぎる
97
下げて欲しい
水道の「供給元」を分散して断水の部分化、一元供給元方式を改めて全水道網の更新コス
98 トの縮減などを検討すべき。飲料水を供給することをやめて、生活水の供給に特化するこ
とも一考かも知れません（飲料水の確保は、個人責任にする）。
99 安全で安心な水道水の供給のために、これからもよろしくお願いします。
100 水道料金を上げる前に、公務員・議員市長・知事の給料を大幅に下げるべし！
101 値上げせずに安定供給してもらいたい
老朽化を問題としていてのアンケートと認識するが、老朽化への対応は、企業として先を
見た経営をしてこなかったつけと考える。
102
企業内努力で、なんでも料金値上げでの対応はいかがなものか。
企業としたら情けないものである。
103 水道事業は我々の生活に重要であるため、安定した供給を最優先していただきたいです。

104

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

115

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

日本のように水道水を飲用できる国は少ないです。とても、素晴らしいサービスです。
これから人口減により収入もすくなくなってくる一方で設備が老朽化の対応を求められて
くると思います。ある程度の値上げは致し方ないと私は思っています。このような安価で
水道サービスを受けることができることは日本以外にないと思います。が、このありがた
みを皆様にも理解して頂きたいと思います。その上での値上げ等の話をしなくては文句だ
けになってしまうと思います。この安定したサービスを続けるためにも理解を広くしらし
めることが大切だと思います。
増加するはずの設備等の老朽化対策に必要な、県民の意見の一致を見るために、老朽化地
域の具体的なあぶり出しとその説明を丁寧に行って欲しい。また、老朽チェックの為の新
しい試み（ＮＨＫサイト https://www.nhk.or.jp/ohayou/biz/20190620/index.html）な
どを（他県の情況は分からないが）他県に先駆けて導入を行い、コスト削減と先駆的な県
のイメージ作りをしてもらえたらと思う。
これからも安全な水をお願いします。
老朽化している施設、設備の改修工事で投資が必要になっても、民営化せずに県営水道を
維持してほしいです。
水道で困ったことは一度もなく感謝しています。更新するときは費用をケチらず耐久性、
省力化にも費用をかけてください。
水道は日々の生活に欠かせない重要インフラです。
安全で確実に、また低コストで水供給が継続できるように努めてください。
安心安全な水の供給が第一
20年たった高層マンションに住んでいますが、水道管を更新する技術を検討中とのことで
す。何年経過したら取り換えるという埼玉の条例のはないのですか？
災害時に断水がしない様な設備にして欲しい。
民営化は反対。
我が家は子どもがダムに関心を持っているので、水道設備の仕組みについてはよく話を聞
いている。
もっと、広報的な活動を深めたら理解が広まるのではないか？
水質が良くない現在の状況で、水道事業に携わる方々の努力は並々ならぬものであると思
います。
日本の様に水道水がそのまま飲める国は少ないそうなので、これからも国民の誇りであっ
てほしいです。
安定した水道水を受け取るために必要なことにはお金を払いたい。税金も使ってもらいた
い。自然災害によるダメージの復旧などに備えて欲しい。水はみんなに必要なので優先的
にお金を使ってもいいと思う。桜を見てる人たち等から寄付を募り金額公開してお礼の代
わりに賞賛や拍手やいいねを送ればいい。
道路工事がガスなのか水道なのか下水なのか・・・そのたびに行われているので、経費削
減からも、交通渋滞からも、問題にしていないのが大きな問題だと思っています。
とにかく安全な水を供給してください
川に、不法投棄や、犬のフンなどが多く、不衛生な気がして、水道にも影響しているので
は？と思うので、もっと定期的に、川の清掃もしてほしい。
水圧が弱い
学校の水道施設の老朽化が心配。子どもたちが安心して学校の水が飲めるようにして欲し
い。
外国資本を入れないでほしい、水源を守ってほしい。
県水については、大久保浄水場の見学、出前講座を数年前に受けるなど、また、地元で出
前講座などで、少しばかり勉強をしてきました。
地元市の場合、水道料金に付帯する「下水道料金」の負担感が大きく、設問の選択肢を増
やしてもらえれば良いかと思います
災害時、大型災害時の給水体制は本当に大丈夫でしょうか。
災害時の対策を可視化してほしい。
最近、水道事業の維持管理を外部に委託する市町村があるようであるが、水は、日々の生
活から切り離すことの出来ないものであるので、公的機関でしっかりと管理してほしい。
蛇口をひねればそのまま飲める程安全な水が供給されるのは世界でも日本くらいだとよく
言われます。それでも今、ワタシが住んでいる所の水は臭いがひどくて飲めません。だか
ら浄水器を使っています。ポットには常にお湯も沸かしてあります。それでも水道はあり
がたいです。感謝しています。
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老朽化したトンネルの天井が崩落し死亡事故が発生した笹子トンネルに端を発し、土木建
設業者の必要経費を認めない、いたずらに話し合いの適正価格調整を「談合」と称し国中
で叩き潰した失われた25年の価格破壊を結果誘因した県民が、役人の志低い業務に利己主
義保身にはしる多くの信頼・付託を受けたはずの議会議員があたりまえのように税金で身
内を養うことを鑑み、県政が当事者・自分事として省み、インフラ全ての老朽化の未改修
を見て見ぬふりで見過ごした責任をまつりごとが宣言し県民に痛みを分かち合ういくつか
の案を出すことが急務である。
水道がインフラにとって重要ということがよくわかりました。
ご苦労様です。東京都の水道水に近づけて欲しい。
いつ頃民営化するのかを教えてほしい
そろそろ「限界地域」を設定する時期が来たのではないか？過疎地域への供給、メンテナ
ンスの費用を考えるべき。それでものコストアップは止むをえないが、採算を度外視し
た、費用発生は公開の上充分な審議が必要。
全国的に水道管の老朽化が騒がれているため、異常が起こる前に対応していただきたい。
白岡市が利根地域というのは、違和感がありますが・・・。
水は大切。
水道設備の老朽化について具体的な更新策をＰＲして欲しい。
水道水おいしいので気にならないです。非常時は水がでるのが有難いと思いました。老朽
化が気になるので、値上げもやむを得ないと思います。
橋や水道管などの老朽化が問題なっていることをニュースで見ました。是非安定した供給
をお願いしたいです。
今後も安心・安全な水道事業を続けてほしい。
生活に欠かせない水道は最近、老朽化の問題がニュースになっています。マンホールから
水が溢れ出すといった現象があり、台風が影響しているのかもしれません。水道の安心、
安全、質の維持のためにも優先課題があることを知りました。法律では51項目だったか、
細かい規定があり、その品質は世界一だと思います。今後も水道に関する情報をキャッチ
し、確認していきたいと思います。
老朽化対策を考えてください。
以前は浄水器を使用していた。が現在は給水そのままで満足している。
電気やガスも大切なインフラですが、水道は生死に直結する最も大切なものです。安全で
安心、できれば美味しい水をいつも飲みたいものです。生活が苦しい方もいらっしゃるこ
とを考えれば税金のさらなる投入もやむをえないものと考えます。
料金の値上げに関して仕方ないかと考えるが、基本料金の値上げは避けてほしい。
東京都の水の方が美味しい。
水は命に関わる重要なインフラなので、値上げしても老朽化した設備は更新すべきであ
る。
それが我々の後世に対する責任であると考える。
難しい…けれど。
分担金や水道料金を学べるように、小学生の浄水場の施設見学は必須と思う。私は子供の
頃見たけれど、うちの子供たちは見ていないと思う。
今の水道水の安全性がわかる説明資料や、全国的においしさなどはどのレベルにあるかな
どが知りたい
かなり前になるが大久保浄水場を見学させて戴いたことがある。それからかなり時間も経
過したので再度見学したいと希望する（東京都が水質が良いと水道水を販売していた石原
都知事の頃である）。大久保浄水場も品質には自信があるとの説明を受けていた。その後
どのように変化してきているのか確認し、安心して水道水を使いたい。
生命を維持するためのインフラとして、公共団体が責任をもって管理監督しなければなら
ない。
昨今の地域での水問題は、起きた時に初めて問題点に気が付く。よって、日常の水道設備
の整備は、実態を県民・市町村民にPRして、積極的に対策してください。
水道は競争相手もなく、専売事業なので予算を有効に使って、老朽化した施設の更新や安
心安全な水の供給に努力してほしい。料金は下水道と一緒に集金されるので、とても高く
感じる。この辺をうまくできないのでしょうか。
これからも 生活に欠かせない水をよろしくお願いします。
施設の確保が重要です。使う方もその内容を理解し大切に使うよう徹底すべき。
安全な水の確保、供給は非常に大切なことだと思います。
老朽化対策も緊急の課題。継続的な資金確保を県ですべきかと思います。
災害時の安全供給体制を、安全マップ的表現で公示してほしい。最近の災害の被害実情が
高い事から念を押す形であれ、市民広報にて広く・具体的に周知のものにしてゆく事を期
待します。
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水道料金は、以前から高いと思っています。
料金の割に、老朽化した設備の改善や、災害に強い施設に変わってきたということも聞き
ません。
いろいろな情報を開示して、
水道料金の内訳や、安全安心な状況等を知らせてほしいです。
民営化しないでください。
水道は大事なライフラインなので、赤字になったとしても外資は入れないでほしい。
雨水を一般家庭で貯める方法を教えて頂きたい。
アンケートにも設問が有ったが、現在の日本の水、飲料水は安くて、安全性が高く、管理
上の事故も極めて少なく、毎日使う水の有難さが忘れられている。大災害時に強い安全な
水が望まれるが、それよりまず、水を大切に使い、いざ有事、災害時にどう対処するか、
のマニュアル作りなど、特に各家庭や個人のやるべきことなどを具体的にして、日常化す
る必要が有ると思う。
なかなか難しい問題ですが・・・値上げはしないでほしい
問11の「匂いが少なく安全安心な水道水を供給して欲しい。」に尽きる。このためには、
ある程度の値上げはやむなし。但し、safety net であるから民営化は回避願いたい。（過
去の悪例を見るに付け）
貯水設備のある住居とそうでない住居の安全、衛生でメリットデメリットが知りたいと
思っています。
地元市の水道料金は非常に高いと思います。県からの指導でもっと値下げできるようにし
てほしいです。
推進していただきたい
地元市では、常に水道料金の明解な説明が不足しているので、施設の老朽化対策などに対
して値上げが必要なら地区ごとに頻繁に説明会を開いて納得できるように説明に努めて欲
しいです。
水道料金は上げないでほしい
今後も丁寧な情報を公開いただきたい。広報内容がいいので期待している
埼玉県の交通量は年々増加しています。道路が相当傷んできています。
これに伴い水道管も劣化しています。美味しい水をしっかり供給するためにも
老朽設備の改修に力をいれてください。
新三郷浄水場の様に、県内残りの4ヶ所の殺菌処理方式をオゾン処理方式を採用して、公正
公平な美味しい県水の配給をできるだけ早くに実現して欲しい。
水道料金を値上げして安定供給をしてください。
広域連携の方針が出てから、検討の進捗が見られるのは旧県南の先導役さいたま市と別枠
の秩父のみです。１０ブロックの役所のモチベーション向上のために改正水道法に従っ
て、台帳整備や広域連携を県主導で推進し、持続可能な安心・安全な水道…を全県で実現
して戴きたいものです。
日本の水はそのまま飲めるので、世界から称賛されている。毎日のことで有難いと思って
います。県の広報にも載っていましたが、どのように作られているか、コストはどのくら
いか、より多くの人に知ってもらうため、時に広報紙に載せたり、ホームページに掲載し
たりしていただきたい。
世間一般には、県営水道は浸透していない。（市営水道の裏方）市営水道と連携しもっと
前面に出て、その存在を知らしめるべきと思います。
値上げでなく、電気再生エネルギー負担金と同様、施設更新対策費等々○○円と明確にし
た料金賦課法が市民に理解されやすいのではないだろうか。
ユーグレナの浄水をすべき
いつまでも美味しい水の供給を望みます。
先に示されている月平均 2,491円は一体どのように算出された数字なのか？請求は上下水
道合算されており、単純に水道代だけでも夫婦2名の世帯でもこのような料金で収まる訳が
なく、常々上下水道料金が高すぎると思っている。なのに、老朽化したから、水道事業が
独立したからと云って料金に転嫁するのは如何なものか･･･?!
水は何よりも大事なものです。
災害、事故、等予期せぬ状況でも一般市民に負担がかからない様お願いします。
老朽管の随時交換をよろしくお願いします。
老朽化してきた施設を刷新することはやむ無しであり、災害時の安定的な水の供給にも繋
がるので賛成。ただし値上げすることで対策をするのは構わないが、市民へのキャッシュ
フローの開示は必須であると考える。
1，災害に対応できる施設（浄水場、給水管）
2．災害時の緊急対応の周知（各地区でどのように対応すれば良いのか）
3，安心、安全な水道水の供給（高品質な水道水は必要ない。安定供給を第一に考えるべ
き。）
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水道料金の平均よりはるかに高いので値上りしてしまうと正直困ります。値上げも必要な
のは分かりますが、他の光熱費もあるので、値上りしないとうれしいです。
水は生活に必要なものです。安心な水、安定的な供給が必要です。
とにかく民営化に断固反対。特に外国資本の導入はリスクが高すぎる。安くなると言われ
ても安全面など信用できない点が多々ある。
いつも 当たり前に使っている水道。断水したら困るだろうと思います。
インフラの優先順位をつけると水が第一です
水道管の老朽化に伴う工事事業は優先的に予算をつけるべきだと思います。
原子力発電所などはテロ対策が厳重になっているようだが、水道も危険を孕んでいると考
えられる。テロ対応はなされているのだろうか。
東日本大震災の後、一時ペットボトルを利用していましたが、現在は市の水道水を利用し
ています。エコ問題もあり、安全性に問題がない限り利用したいと思います。水道料金の
値上げについては、県民にわかりやすく周知してほしいです。また、企業による汚染物質
の排出は厳しく監視していただきたい。
節水についての情報提供をしてほしい
ぜひ民間に受け渡さず、公共のものとして続けて欲しい。
水道水は料理に使うことはあっても、飲用水として常用する方は減少していると思いま
す。
安全性や災害時の備えは当然必要ですが、過度の投資は不要だと思います。
すべての公共施設の劣化に伴い、現在何が県民にとって最重要課題かその優先の一番に水
一滴が血の一滴に値する健康面を考えてもらいたい。豊かな県民生活の基本は水資源の確
保にあり、いかに持続させて県民に供給するかにかかっていると考えます。異常気象が今
後続くなか、今後100年のスパンで県民生活を守る、マニュアルを立ち上げることを希望し
ます。
値上げするならば、安定供給できる仕組みを構築していただきたい。
ガス、電気一緒になる様に水も三者で合同できないだろうか？
台風や地震などの災害で断水になっている地域の方たちが困っているのをニュースで見ま
した。水道料金が高くなっても仕方ないと思うので、災害時に断水にならないようにお願
いしたいです。
水はタダで出来ると思っている人が多いかと思いますが、安全で安定した供給を行うには
人の力と機材が必要です。水を自販機で買うと500mlで100円が相場です。水はタダではな
いことを理解しなくてはいけません。
人間が生きていく上で欠かせない飲み物です。今後共、おいしい水の提供と安定した給水
をお願いします。
地震などで長期にわたる断水がないような設備の更新を行ってほしい。
マンションの直接給水方式を広げて欲しい。（マンションの問題かもしれません
が・・・）
台風、地震等で影響されない設備が欲しい。
蛇口をひねれば水が出る、当たり前と思っていますが・・・
断水したらどうしよう？
もっと水に感謝し、大切な一滴を子供達も小さいうちから教える機会を増やして欲しい！
日本に住んでて良かったと思える理由の一つとして、絶対、水道水の安全が挙げられるは
ずです。なので、これからも安全優先に頑張って頂きたいです。
私たちの生活に欠かせないライフラインの一つであるので、安心安全にそして整備、設備
投資をしっかりして今まで通り安心して利用できる水道であってほしいです。
日本の良き水道事業を今後も継続できますよう願っています。
料金について詳細をわかりやすく公表し、修繕などで値上げが必要なときには納得できる
ようにしておいてほしい。
当地区の水道事業は多額の剰余金があると聞くが、料金が高いのにも関わらず、料金体系
の見直しには消極的な対応しかしないのは納得がいかない。
日頃、安全な水をありがとう
水道管の老朽化が問題になっているが、それは建設時からわかっていることで、建設時か
ら更新計画を立てていなければならないはず。何故今になって問題というのか。
過去も含めた担当者の責任。
人口減による利用量減対策も同じ。
利用者に聞く前に対応案を複数作って示すべき。
また、関東は大型地震が予測されている。被災時の対応計画は★具体的に★作られている
のか。阪神淡路、東北、熊本などの経験を調査しているのか。
台風19号の時の千葉の電気のようなことにならないように、また、他の事業と工事関係者
の取り合いになることも想定して事前に計画を作っておいてほしい。
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今の水道事業に関して不満や不安は無いので、災害時でも安定した水道施設をお願いした
いのが一番です。
安定的に質の良い水を供給いただき感謝します 供給を継続するために、必要があれば
値上げもやむを得ないと思います
県は水道水の品質が市販の水と同等かそれ以上と説明しています。とても実感出来ませ
ん。配水経路で悪化するのでしょうか？
水道配管、電気・ガスなどの地下埋没施設を一括管理（トンネル状）出来るようにして将
来安定したインフラ整備してほしい
人件費や機械・技術の向上の見積もりをして、値上げを慎重に検討してほしい
安定供給をよろしくお願いしたいです。
下水道料金が高いと思う。
安全な水を届けていただいて、感謝しています。
大変ご苦労が多い業務でありお礼を申し上げたい。ただ料金が収入の２％は一寸高いと思
う。
一番心配なのは、地震で、道路内に内蔵されている水道管、下水管にひび割れしたり、
割れたりした場合のことです。これらの管は、一定期間が過ぎたら、全てチェックし、
メンテナンスをして欲しいです。地震では、水、ガス、電気の３要素が駄目になる可能性
が大です。ガス、電気は他の器具類でなんとか対処可能ですが、水は不可能です。
見えないところでの苦労が多い事業かと思います。設備や施設が老朽化するとどうなる
か、ということをきちんと伝えて、安心・安全で安定的に供給できることを期待していま
す。そのための工事なら多少の不便や、値上げも仕方ないと思います。
災害対策をお願いします。
生活保護受給者に対する水道料金の一部免除をやめるか、低所得者に対する同等の免除を
しなければ不公平。
安心安全な品質提供をお願いします。値上げは反対です
水道工事中止水弁を止めると、工事後開弁した場合、各家庭に濁り水が出るので、工事中
は路上に垂れ流しておくという現場を見ました。多分1時間程は路上に放水状態でした。片
や節水、節水と市民に呼び掛け、節水のため漏水を調べる困難な作業等々を鑑みると何と
もやり切れない感覚を。今日、実際に見た約5cm直径のホースで水を路上に垂れ流す光景。
貴重な飲料水、料金値上げという前に、上水の無駄と濁り水の問題を解決して頂き、水資
源の保護を。
大切な水、無駄にしないように使いたいです
居住の集合住宅でも直結増圧給水工事に変更の計画しています
県内一律料金にできないか・・埼玉県はいい水安い・・等のアピールにしたい
水道のようなインフラは公益事業として行うべきだと思います。民営化は不安。
安心安全な水道の供給をして欲しい。
水の安定的な供給のためある程度の受益者負担はやむを得ないと思います。
誰もが安心して使用できる水の供給をしてほしい。
緊急時の給水体制の確立を願う。
大切に使いたいです。
安心安全な水が供給されることは信用しているが、値上げと安全は別の話だと思う。昔は
隣の家の蛇口でも簡単にひねることができたが、今は水道水もかなり高価なもののように
思われる。上水道料金だけが水道料金ではなくなり、下水道料金が加わり２倍となった。
なくてはならないものであるからこそ値上げは慎重にお願いしたい。
以前に、新三郷の浄水場を見学させていただく機会があり、県の安全な水の安定供給の取
り組みを学ぶことが出来ました。そのためにある程度の設備投資も必要なことが分かりま
した。より多くの人にも、施設見学などを通して、県の水道事業の取り組みを知ってもら
い、関心を高めてもらいたいです。
生活に無くてはならない水道事業です。安定した供給のため、広域化、料金値上げ等県民
にアイデアを求めながら常に説明した方が良いと思います。
水の大切さ 命の水を飲む いつの日でも使える美味しい水を大切に使いたいと思いま
す。
出張や旅行、会社（東京）などで他の地域の水道を飲んで確かめているが、自宅の水道水
はおいしいと感じている。このため自宅では水を買わない。
外出先では、普通に買って飲んでいます。
価格によらず、このままの品質を維持して欲しいとねがっている。
下水道料金がかかるので水を使わないよう努めているがどうしても水道料金が高くなるの
が困る。整備されているはずなのに近所にはどぶ川や側溝もあり、料金だけ取られて下水
道のメリットを感じられない
下水道を含めた 現状の報告が必要です
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通信料などと水道事業を一緒にすべき内容ではないと思います。生命維持に必要うなこと
は、長期的な観点で運営する必要があると思います。
水道水の安全は重要だと思います。
日常生活では、あまり気にしないが災害時には一転困窮するのでもしもの時に備えて
心の準備を心がけていきたいと思っています。
将来にわたって安定的に供給するためなら、多少の値上げは仕方ないと思います。
今〜将来の人口減少は最初からわかっている事で、それを理由に料金が変わるのはおかし
いと思う。ライフラインこそ超長期の見通しで計画してほしい
水道は無くてはならないものなので各地域に災害時用の井戸を確保するなど、もしもの時
のことを考えた事を行ってほしい。想定外なんて許されない
民間委託をしないでほしい
日本の水道技術や品質は高いので海外に技術を売り収入をえてほしい
最近、どこでも耐震対策として給水管の取替工事をやっていますが地元市は素晴らしい計
画性をもっていると思います
うちはずっと夏冬関係なく水出しの麦茶を飲んでいます。
もちろん紅茶やコーヒーなどは沸かして飲みますが、ほとんど水道水をそのまま使用して
飲んでいます。特に味やにおいなど気になったこともなく、おいしくいただいてます。
当たり前のように飲んでる水などでも老朽化は必ず起きるわけで、必要な時に必要な整備
なら料金の値上げなどでも文句を言う人はいないのでは？と思います。
水道は値上げは駄目だと考えます。
水道事業は、定期的に施設の更新が必要な事業です。特に送水管には寿命があり数十年に
更新しないといけない事が分かっているのに対応してこなかったつけを利用者に求めるの
は何もしてこなかった事とおなじです。
安全な水は人々の健康を支えています。これからも良質な水の提供をお願いいたします。
この地域の水はほかに比べて美味しいと思いますが、配管が古い部分もあると思うのでそ
の内部が分かる映像でもあると安心しますが、飲料水で調べるのは難しいかもしれないが
是非共行ってほしい
イベント等を開催し、もっと水道事業について紹介していただけると、水の大切さや事業
のことを知るよい機会になると思います。
一部自治体では、AIを活用して水道管や施設の老朽化を把握し、効率的に補修作業などを
行なっていると聞いています。水道料金を上げる事を前提に議論するのではなく、行政と
して効率的な業務を望みます。
地元市では地下水をくみ上げて県の水とブレンドしていると聞く。そのため料金が安く、
東京から越してきた時は安くてびっくりした。地下水の有効利用で値上げを最小限にでき
ないか。また、今後、水をテロの標的にされないよう対策もお願いしたい。
民営化になったら絶対値上がりするし、詐欺まがいで料金がわからない状況になるからこ
のままでいてほしい。電気、電話、ネットの詐欺まがい電話が多すぎるし、訳が分からな
い。
経費削減が不足している。
地域毎に水質検査結果を知らせてほしい。
水道料金は一時的に上げてもいいので安全な水を、と思います。
設備が整ったら、また下げてください。
水のにおいなどは、浄水場だけでなく、家庭の配管などには関係しないのですか？
現在、特に不満は感じていませんが、将来に向けて老朽化対策については随時実行してい
ただきたい。
先日ＴＶでタンクの水を浄化しながら使えるシャワーボックスについてみました。災害時
にとても役に立つと思いました。水道施設老朽化の問題もありますので、並行してこう
いった新しい技術を取り入れて災害対策を進めてほしいです。
地下水・河川水の涵養に政府自治体がもっと取り組むよう要請してほしい
家ではずっと水道水に麦茶のティーバッグを入れて飲んでいます。水道水は臭いもない、
そのまま飲めるので良いと思います。海外に比べると日本の水道水は素晴らしいと思いま
す。これからも安心、安全に飲める水道水をよろしくお願いします。
埼玉県は利根川、荒川、入間川、江戸川、いろいろな川に接している
水源は豊富にある。浄水場もたくさんあり、設備的にはかなり十分なきがする。膜ろ過、
紫外線処理、オゾン処理など追加しているところもあるようだが、施設の追加より、河川
の水質が大事だと思う。いくら下水処理が進んでいるとはいえ、下水の放流先の水を取水
して、飲む気にはなれないだろう。
各市町村で、力を、入れて、欲しいです。
コストが掛かり過ぎている！他県、他地域との比較、さらなるコストカットや施設の更新
より水道管の老朽化に対する中長期の交換計画の見通しを至急、広報する！！
井戸水を充実したい
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地元市と近隣市との価格の違いが大きいのは、水道管の延長距離とは思うが
あまりにもかけ離れている。きちんと原価なり、今後の修理予定等を定期的に出されてい
るリーフレットにもっと書き込んで欲しい。読み物としての思い出も大事だが、
もっと大事なことは小出しでもいいので、掲載して欲しい。
他の地域よりは、水が美味しいと聞いているが、どうしてもマンションなので、安全性を
心配してしまう。
２０１１年の原発事故に水道供給などについて自分なりに勉強しました。安全でおいしい
水を供給してくれていることに感謝していますが、
地元市は水道料金が近隣の市より高いのですが、事業団ごとに金額が違う仕組みは理解で
きていません。
私は以前、市水道局の職員でした。夏休みにダムを見学する『野外水道教室』は、大盛り
上がりでした。
県営水道さんも、このようなビッグイベントを計画されては如何でしょうか。
・これから河川の枯れ草火災で水道を使用する機会が多く発生する場合があります。一定
期間ですが、濁り水に悩まされます。良い解消方法はありませんか。
災害時などの一時断水にも給水事業（場所）などが報道され安心しています。設備は経年
劣化は避けられず、計画的に耐用年数を過ぎるまでに更新がベストですが、資金・工事
力・合意形成（社会環境の変化：少子高齢化など）などで思う通りにはいかないことが常
であります。将来に禍根を残さないよう余力のあるうちに取り組みを進めて欲しい。
水道設備関係の更新など、良質の「水道供給」に費用が嵩む面があることは理解できる。
しかし、その状況を、随時、適宜、適切に水道利用者に何一つ隠し立てすることなく
情報公開を徹底しておく姿勢が県や市区町村の水道事業企業体の責務と自覚しているかが
問われていると思う。
近隣に住宅が建てられるたびに道路が掘り返され、歩行が困難になる。計画的に進めてほ
しい。
何でもかんでも値上げって・・・？ 老朽化するのもわかっていることだし前々から今後
のことを計画するべきだったのでは？
水道は命を繋ぐもの。
安全な水を供給してくれていると皆、信じている。
値上げは辛いが、安全供給のためには多少仕方がないと思っている。
だが、地域によってあまりに値段が異なるのはどうにかならないものかと考える
水道水は、日常生活に欠かせないものなので、値上げしないで欲しいと思います。
近くで水道管の接続工事があったが何の連絡もなく濁って困った
古い水道管などちゃんと新しくしてくれてるのか不安なのに税金があがって値上げされた
のにまた値上げとかやめてほしい
老朽化による水漏れや水道管の破裂というニュースが流れることがあります。原因は様々
でしょうが、定期点検や地域住民の見回り協力により、早期発見で事故のない事業を行っ
ていただくとありがたいです。
停電で水が止まる。水圧が足りなくモーターで水を供給しているのは理解できます
が・・。
キレイなお水を飲みたい。
築２０年のマンションに在住しています 定期的に貯蓄タンクの検査をしているのか心配
です 家の前まで美味しいお水が来ていても管理がなされていなければ・・
水道施設の老朽化対応は急務と思います。
様々な取り組みもっと周知して理解を得たほうが良いと思います。
水道事業はあくまでも県営或は市町村が運営すべきで、民間業者への委託は止めるべきで
す。国民健康保険と同様に市町村運営で、経済的に運営が困難な状況に陥れば、市町村単
独運営から広域市町村による運営に移すべきである。
水道管を地面に埋めない方法が有れば良い。
そうしたらもう少し無駄が無くなるのでは？
指定業者 指定材料のはず？？？水道メーターまでは 合格 でも蛇口では？？？本当に
安全なのか？？？見直しが必要なのでは と考えます。
老朽化した施設の更新を計画的に実施してください。特に、長期にわたる大工事だと道路
の通行止めが問題になりそうです。
水道事業の資金は主に水道料金で賄っていると思いますが、節水を推奨することは収入を
減少させるという矛盾を含んでいます。健全な運営のためには自治体からの資金投入が必
要と思います。
地元市の水道料金は他の市町村と比べて高い
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水道はガス・電気に並ぶ最大のライフラインです。
赤字になったとしても、県の予算全体の中から賄われるべきものです。
県職員の給与は上がり続けているのに、水道料金を上げようとする姿勢が理解出来かねま
す。
働いている以上、県職員に給与が支払われるのは当然です。
ただし、給与・賞与・退職金の額の削減・県職員の仕事をAI化し職員を削減する事・県職
員用の公務員住宅の廃止・県議会議員の定数削減、報酬歳費の削減・県有財産の整理・経
費の削減等行うべきことが山程あるのにも関わらず、何もせずに水道料金だけをあげるの
はいかがなものでしょうか。
県の支出に関して人件費の支出が大半なので、埼玉県の優秀な公務員の方々の英知におい
て、民間企業のように経営努力をして下さい。
上下水道事業は県民生活の命脈と言っても過言ではなく、公共事業でこそ安全安心な運営
が可能と思う。整備のための料金変更は受益者負担としてやむなしと思うし、民間委託を
考えるような今の国の安易な丸投げ政策は断じて反対。もしそうなるのであれば、安全な
水が安心して飲める国という内外の評価も崩れてしまうと思う。
水道管の老朽化の話はここ何年か耳にします。
安価で手軽な水道システムは大変ありがたいです。
これを維持する事を第一に、多少の値上げは致し方ないと思っています。
全国的でしょうが老朽化した水道管の更新が必要なさしせまった事情があるのでしょう。
その切羽詰まった状況がよく理解されていないように思います。どの程度老朽化し、更新
はどの程度進んでいるのか？まあ全国的に見て埼玉県が遅れているのか？計画的に改修が
進められているのか？予算的にどの程度必要なのか分かりません。一般の住民が分かるよ
うにもうすこしどこかの場所で説明して下さい。
安心安全な水は大変大切な資源です。水が安定的に、常に供給され、大切に使われる事の
必要性を十分に市民、特に児童、生徒に教育する必要があります。
埼玉県は川の面積が日本で１番の県なので、上水道料金は無料にして欲しい。また日照も
全国１位なので太陽光発電、県北群馬県側では風力発電でエネルギーと水の県、住む所埼
玉として全国１位になって欲しい。
これからも、安全な水の供給を望みます。
宜しくお願い申し上げます。
試みては失敗している取組と承知していますが、人の生活区域をコンパクトにまとめて、
限界集落を原野に還す取り組みはやっていくべきと思います。住みたい街として一部地域
への人口流入はありますが、県全体としての人口減に歯止めがかかるとは思えません。
水源地を外国資本より守ってほしい。
必要な経費は、水道代に反映することも問題ない。
昔に比べ非常に質が良くなっていると思います。
災害時でも断水が無いような水道施設の整備が理想的ですが、老朽化した施設を適切に更
新しながら、臭いが少なく安全・安心な水道水の供給をお願い致します。 そのために
は、少々割高でも構わないつもりです。
民営化しないでほしい
埼玉県に引っ越してきて 水道水の不味さに驚きました。地域にもよるのでしょうが 常に
薄黄色の水が出ていたし入浴時にも肌に痛みを感じていました。肌はボロボロになるし問
題があると思います。怖くなって半年くらいでその地域から引っ越しをしました。埼玉県
は水や空気についての危機感がなさすぎると感じます。
水道事業は全国7600の事業者のうち、供給人口5000以下の簡易水道が6200を占める。簡易
水道の合併に補助金を出してきたが、財政基盤を強化しないと、水道管の更新が進まな
い。水道事業は施設型の産業だから、もはや巨額の初期投資を水道使用料で回収するのは
困難ではないか。
安全かどうかが 第一です。水質検査を徹底してください。有害成分が絶対にないよう
に。
国は外資を参入させたが、公共で行うべき。
水道水の水質、安定供給、などなど、普段何の苦も無く得られている”水”ですが、きっ
とその支えになっている部分での技術が隠れて見えてきていません。できれば、その技術
を県民に対して、見える形にし、更にそれを海外に売れる物にしてほしいと思います。
多分、日本の電気、水道などの安定供給のための技術は、非常に高いものがあると推測し
ます。是非、ビジネスにつなげられる形にしてほしいと希望します。
２か月に１回の使用水量等のお知らせに下水道使用料が含まれている。だから高く感じ
た。
水道事業に関する情報はＰＲして欲しい。
埼玉県が水道事業に取り組んでいることがわかりました。
水道の民営化はしてもらいたくない。

312 水道の民営化には反対です。
災害時に断水がないような施設が整えば、それだけで住民としては安心材料が増えます。
313 老朽化した施設を更新するのと同時に、災害にも強い設備にしていただければと思いま
す。
314 値上げすればいいではないと思う。
埼玉県へ東北から移住してきて、まず水のまずさに驚きました。ペットボトルで水を買う
ほど水道水を使うのが嫌で、その後浄水器を買って使っています。
安全とはいえ、ひどい味です。
315
子供を育てている中でとても心配な水問題です。しかも、我が市では水道料金が高い。
まずいのにこんなにも払わなければならないのかと、請求書が来るたびガッカリします。
なんとかしていただきたい問題です。
水道は、生活に必要不可欠であり、安全性の確保は勿論、低所得者や障害者への料金配慮
316 も必要だと考えます。
一律の値上げではなく、減免条項を検討するなどの対応をお願いしたいと思います。
水は有限。
317
大切に使うという気持ちへの広報、周知大事です。
地域による料金の格差がありすぎる。
318
格差の最大上限を設けるべきと思います。
インフラの整備は、こどもや孫たちへの資産として重要です。一気にやらずとも脆弱が疑
319
われる地区、地域をコツコツと整備して行くことがくらしの安全・安心を支えます。
320 SNS(Twitter, Facebook, LINEなど)でも広告すべきだ
水道債券みたいなものがあるんでしょうか？ある場合、購入金額に応じて水道料金割り引
321
くとか・・・
322 「民営化」をしないこと！
323 水道は生活を支える重要な事業と考えます。災害対策を進め、安定供給を望みます。
海外では、水道を公営に戻しております。日本では民営化推進中。赤字だから値上げ、嫌
324 なら飲むな！そんな事が無い様にお願いしたい。
各市町村の水道事業の監査を県が代行出来ないのか。
325 下水道料金が、とても高い。もう少し安くならないのか？
どこかの町で古い水道管が漏れその補修に数日かかったとのこと事前調査やこのようなこ
326
とがないように対応いただきたい。
水道事業については、民間委託する自治体もあるようですが、電気・水道・ガスは、生活
インフラとして最も重要です。自治体での運用維持願います。
また、水道料金については、全体的な費用がどのように発生し、どのように利用者料金が
運用されているかまったくわからない状態です。
327
HPなどでもっとＰＲして理解できるように願います。（既にあれば、私の勉強不足で
す。）
近年では災害時の生活水の供給・確保がクローズアップされています。災害時の安定供給
を含めて安心できる事業を維持願います。
水道管の老朽更新について分析検討を重ね現状を周知させ老朽更新をこのようにしなけれ
328 ばこういう問題が表面化する事を認知させるべきと思います
漏水事故が頻発しても身に降りかからなければあっそうかで終わってしまうと思います
日本の水道水は、世界１と理解している。列島の地形・気候・設備などから、定常的な降
329 雨や貯水・水質管理・安定供給など管理/供給体制が完璧に近いと思います。他国の実情を
見ると感謝しています。
水道料金が上がるなら、一般家庭で雨水利用が普及するような取組をお願いしたい。下水
330
道料金も含まれているのだから、下水道に必要な経費も削減してほしい。
331 水は大切です。
以前他県に単身赴任していましたがそこの水道水はおいしくなかったので地元市の水道水
332
はおいしいとおもいます、
地元市は水道料金を値上げしてからそれほどたっていないので、値上げしないでほしい。
333
水道事業の民営化を報道等で見かけるのですが、ライフラインに関する部分は、国主導で
品質を落とすことなく、安心安全な水道水を今後も提供していただきたいと思います。
全国的に水道管の老朽化が進んでいると思います。まずは品質面重視でコストの多少の
335
アップはやむを得ないと感じます。
水は生きていくうえで欠かせない物です
336
これまで通り、安全な水を安定して供給していただきたいです
水道に関しては、分からないことだらけ。戸建てへの水道配管の状況が不安。水道管の中
337 にサビは無いのか、安全なのか、見て知りたい。実際に見て、知らないと、安心して水道
の水が飲めない。
334
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安定して安心な水を使えるようにするためならば、多少の値上げは仕方がない。値上げの
理由を明らかにしてほしい。
水道なるべく、広域で運営し料金の平準化を目指してもらいたい。
水質だけはしっかり御願いします。
今後は整備費用が多くかかりUPするのは仕方ない。経過が知りたい。
現状というか、いま、どのようなことをしていただいているか？知らないので判断のしよ
うがありませんが(申し訳ないです)、蛇口をひねると安全な水を安心して飲める、という
のはありがたいことだと思います。
『水のプロ』の方々が、集中と選択で限りある資源(人口減少に伴う資金不足、マンパワー
など)を有効に活用していただけるのが一番いいと思います。
水道事業は命にかかわるインフラなので、民営化しないでほしいと思います。、
災害時の給水所について初めて確認したのですが地元市の駅の近くにない事に驚きまし
た。災害があった際によくニュースで給水所に並んでいる映像がありますが、どこの給水
所も遠い私たちは一体どうしたら良いのでしょうか？ここに住んでいていいのか心配に
なってきました。
水道管補修入替を管内部の汚れ錆の切削シールド工法で路面を傷める事なく行って欲し
い。
地元のショッピングモールを工事する時は石の路面は外せるので、外せば自治体がブロッ
クを買う必要や日数が必要無くなる。カッターで切るアスファルトと同様の工事をしてア
スファルトを貼ってゆく最低な素人施工行為が多く困る。
自分自身は水道水の臭いなどには気になる点はありませんが、家族の中に浄水器を通さな
いと飲用できないものがいます。衛生上の問題もあろうかと思いますが、できるだけ塩素
を使用した消毒が減らせるように、下水道の整備も必要なんだろうと思います。
県外から埼玉県へ転居しました。当初は以前の居住地のほうが水もおいしいし水道料金も
安かったので不満がありましたが、今は慣れました。住居事情も都市部と田舎ではだいぶ
違ってきます。幸い災害の少ない地域に住んでいます。常に安全な水が利用できることに
感謝しています。
清水の湧水地が近隣にあるのかといった水に関する情報も広報してほしい。荒川等の河川
から取水する以外の水源は安定して確保できるのかといったことは分かりません。
平常時或いは災害等発生時にも安心・安全に水道の供給を受けられるよう適切に管理して
頂けるようお願いいたします。
日常、水道水は断水した時に困ったり復旧してもこの先が心配になります。維持コストも
高騰して民間委託などが話題になり伝わってきます。水道経営の実態をもっと市民に知ら
せるように努めていただきたい。
電気代や通信料は家族の人数が増えても料金があまり変わりませんが、水道代は家族が増
えるほどどんどん料金もかかって家計を圧迫します。使用料が多くなるので現状仕方ない
とはいえ、多子世帯にとっては死活問題でつらいです。
設備や水質など、住民から求められるものが多ければ多いほど料金を上げざるを得ないこ
ともわかります。難しいですね。
料金を上下水道一緒徴収しますが、下水道の仕組み、PRもお願いしたい。
水が豊富で安全、というのに慣れていて当たり前のように使っているが、実は恵まれすぎ
ていることに日本人は疎い。そのことを啓蒙すべきでは。
設問にあった少子高齢化の波で多少値上げすることになっても、水道法改正（改悪）に左
右されずに安定供給を守ってほしい。
料金に地域差があるのは知っていたが、地方で人口が少ない地域が高いのは、負担が大き
いと思います。
人口が増えてますから雨不足でも生活に支障をきたさないようにしたいですね。
水道料金がどんどん値上がりしているかんじなので、勘弁してほしいです。
無駄の排除を徹底していただきたい。
自宅の毎月水道料金７千円位（戸建て３人家族）、平均が２千円代とは知りませんでし
た。早速何が原因か調べる方法がありますか？
安全な水の供給は大変なことと思います。よろしくお願いします
日々、安全で安心して飲める水を供給して下さることに感謝をします。今後もその姿勢を
貫いていただきたいです。
水道メーターは正確に働いているのか知りたいです。
水は生物が生きていくために必須なものです。老朽化対策等で値上げの必要性がある旨、
いくつかのニュースで見ましたが、県だけでなく国の施策としてしっかり予算化し、実行
してほしい。
おいしい水を供給してほしい。
水道管腐食対策を早めにして下さい
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近年、上下水道管の老朽化が深刻になっていることを踏まえれば多少の水道料金の値上げ
はやむを得ないように思います。
借金が大幅に増え、後の世代の負担になるぐらいなら適正な金額の値上げで対応する方が
良いと思います。
民営化はやめてほしい。水道は市民（県民）のライフラインなので、公共的役割がとても
大きいと感じている。
水はライフラインに欠かせないものです。
緊急時等の供給は気になります。
誰でも情報が認識できる取り組みを願います。
毎日利用するものなのに、知識不足を痛感した。日本では水は無料に近いとの認識だけし
かないのでそのあたりを将来に向けて意識を改革していかないといけないと思う。
今の住まいについてですが、雨水を下水道に流せないのを、流せる設備環境にしてほし
い。大雨の時に内水で坂の下の住宅地が洪水になったりしているが、これは整備の問題だ
と思う。
老朽化対策を着実に実施してほしい
安全だと安心させてほしい。
水は命の源です。資源保護のため水道水のみでボトルは買いません。それも含めて水道水
のアピールをしてはと思います。スーパーの袋より問題だと思います。紙の広報を配るの
も止めて欲しいです。
老朽化した施設（配管等）の更新にコストがかかることが予め分かっているのであれば、
急かつ高率な値上げを避けるためにも説明を尽くした上で、できるだけ低率で済むよう、
早急な値上げをしていただいと思う。
私もムダをしない様に水道水を使わない様にしています。
・日々の生活に欠かせない水道は、安心、安全な水として供給してください。
・事業としては、水道水に付加価値をつけて販売する方策を模索すべきである。
検査には民間事業者も関わるべきである
あまりに見えない事業ではあるので、信頼性が低い。
日本の水がもっと良くなるために、私ができることは何かな？
小さなこと、虫の目視点と、公てきなこと鳥の目視点、上手にバランスを取りながら
事業の取り組みも進めてほしい
水は生きていく上で一番大切だと思うので、そこはしっかり守ってほしい
老朽化対策が問題になっているのは知っています。今の制度を維持するために水道料金が
高くなるのはやむを得ないと思います。維持が困難になり水道事業が民営化されるのはや
めて欲しいです。
水は生きていくために必要不可欠なものなので、水道施設整備費用は水道代金に転化せず
に国や県市町村で負担すべきだと思う。
民営化も反対。ただし、水源地整備は水源税などでまかない、水源地は国や都道府県で所
有すべき。
水道事業は、蛇口から出る水だけでなく、水源地から排水までトータルで考えるべきだと
思う。
水道事業の民間委託のニュースを以前聞きましたが民営は原則営利目的事業なので基本的
には反対です。まずは公共事業として品質維持改善と適正なコスト維持に努めていただき
たいと考えます。
水道管の老朽化が話題になっています。水道料金に影響があっても必要な工事は計画的に
進めてほしいです。
水道管の更新には多額の経費が必要です。民間への委託は料金や安定供給などを鑑みると
非常に不安です。やはり、行政主導が望ましいですが、ある程度は受益者負担でコストを
回収すべきでしょう。
マンションでは屋上に貯水槽を設けておりますが25年で老朽化。増圧ポンプで全戸直送に
したいのですが、本管の径が足りません。高コストですが本管の口径拡大ができると良い
ですね。
何とか国策で供給体制を保護できる方法がないか、模索して欲しい。
東日本大震災で水質の情報をずっとあげてくださっていたので安心して飲めました。
断水はどのようなしくみで起こる可能性があるかをわかりやすく展開して欲しい。昨年、
近県で発生した夜中の地震の際に地元市で断水になったが、リアルタイムでの情報が一切
なかったため一時的なものかの判断できなかった。結果溜めた水は有効に使うことができ
ず無駄にしてしまったのが残念でした。
安心、安全な供給を期待している。
他県の水に比べたら、うまい。浄水器をつけてるが、生活水準向上でつけているもの。
老朽設備の更新は常時必要な設備投資と思う。少々の利用者負担はやむをえない。
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あまり複雑な体系にせずシンプルな体制を第一に整理、統廃合を進めて管理コストの圧縮
を図ってください。
安全を最優先でお願いしたい
とても大切な水道についてもっと情報発信した方がいいです。
水は安全安心だと思って毎日生活の中で使用していますが、災害時や断水時の対応などに
ついては事が起こってからではなく日頃から対処できるような案内があればいいと思う
水道事業のことをもっと詳しく広報したら。値上げしないと難しいということが分からな
いと思う。
今後も安定的で安全な水道水が供給できる体制を構築してほしいです。多少の料金アップ
は仕方ないと思いますが無闇に上げるのはやめてほしいです。
民営化で、マズくて、品質を落とされたくないです。
秩父地域は、県営水道がない地域のため水道料金が他の県内地域に比べて高い。同じ県民
として不公平に感じる。秩父地域の広域水道と合併させるか県の補助が必要であると思
う。
県営ダムによる積極的な発電や、放水による下流地域の浸水発生に対する影響など、水源
についての情報も知りたいです。
いつも安全、安心な水をありがとうございます。
水道事業に、外国企業を始め利益を追求する一般企業は参加させないでほしい。水道料金
は値上げがすでにされており、３倍近くの料金を支払っています。これ以上上げられる
と、生活に響きます。
水は生命であり、安全安心できる体制の維持が重要であり断水させない設備の確立を願い
たいと思う
県水の配管維持コストより 県水契約による 収入が多いため、本来県水がなくても自給で
きる地域にも県水契約をしていると聞いたことがあるが、それでは 県水のイメージダウン
につながるのでは？
県水の配管図が パッと見て とても遠回りして配管されている地域がいくつかあるが、配
水元との水質の差はどれほどあるのか？
地域の水質の方が県水より良いエリアも多いのでは？
上記の事について中学生レベルでわかる情報発信があると、県水への理解など深まるので
は？
朝霞浄水場のおいしいと呼ばれている水が自元に届かないことを残念に思っています。
（そもそも朝霞浄水場は東京都のものでしょうが、なぜ都で使う水を埼玉県の敷地内で
作っているのか理解不能）
マンションの問題ですが増圧直結給水方式に変更して欲しいと思います。
その為の、補助やメンテナンスを含むリース等も有ればいいと思います。
水道は将来にわたって安全・安心な水を安定的に供給してほしい。
水道事業が民営化されることへの懸念が有識者の中にあります。私自身も、水に関しては
民営化しない方が安心・安全・安定という観点からは良いと考えます。昨今いろいろなこ
とが経済的合理性で判断される傾向にありますが、より慎重に検討すべきことだと思いま
す。
基本的な生存権のお話なので、損得ベースではなくちゃんとした運営がされるべきだと思
います。
水道事業の民営化を促進する施策が検討されていると聞きますが、一番止まってはなら
ず、また安全でなくてはならない水道を営利目的が主の民間に委託するのが大反対です。
行政は電気、ガスとは違うということを肝に命じて、対応することを切に願います。生存
権の根本にも関わるという意識をもっと、政治も市民も持つべきだと思います。
水源の公有化をお願いします
水道の民営化が取り上げられることがあり心配しています。この先、お金がなくても安心
して水を飲むことが出来るようであって欲しいです。気候の変動も心配です。例えば雪不
足なので今後水不足にならないかなと思っています。
家族が仕事で上下水道局に関わることが多く社会インフラを守る仕事の大変さを知るよう
になりました。
災害などで止まってはじめて気が付く、あって当たり前と思われがちな仕事に感謝してい
ます。
水道事業の民営化は避けて欲しいです。
安心して飲める水。最近はないが夏の断水がないようにしてもらいたい。
毎日利用しているのに、水道水がどのように供給されているのかまったく知らなかった。
すぐ近くに水道局があるが、広報活動をしているのをみたことがない。非常時の断水は生
活に大きな影響がある。水道管の老朽化は全国的に問題となっており、維持管理の費用を
負担するのはやむを得ないが、現状を市民にもっと知ってもらうような努力をしてほし
い。
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安心して飲める水道水の供給や、災害時でも断水の無いように、それと値下げしてほしい
と思います。
水は、当たり前に蛇口をひねれば出るものと思っていた。
安全・安心な「水」を供給し続けてほしい。
断水は本当に困ります。断水がないよう、対策に万全を願いたい。
そのための水道料金の値上げがあっても・・・いたしかたない。
先日東京都が水道について安全でおいしいことをアピールするイベントをしていて直接の
水道水を飲む機会がありました。直接飲んだ感想はまずくなかった。
そして小さなポットをもらい直接水道水を入れ飲んでくださいの体験もできました。埼玉
県もどんな水を提供しているのかをみんなに知ってもらうべきです。水道管の老朽化やサ
ビが心配です。また水をきれいにする薬剤投与の水は直接飲んでいいか、ゴミや直接の生
活からの流れた汚染水の対策はどのようになっているのかも知らないで生活してます。や
はり県民に知ってもらうべきです。
水道事業については、ほとんど情報をもっていないので今後も様々な機会に情報を流して
欲しい。
東日本大震災の後、三郷の浄水場を見学した。
炊事、飲料用とそれ以外と分かれていてもいいと思う。
古い寺や旧家では井戸を使っているのを見て、災害時だけでも古い（使われていない）井
戸を活用できるように点検してほしい。
いつもお世話になっております。水がなくては生活できません。よろしくお願い致しま
す。
自身が小学生の頃は、公園や学校の水道水をがぶかぶと飲んでいた。
しかし、90年代末頃からは浄水器やペットボトルの水が普及し、「家庭では浄水器を通し
て使用」「飲料水はミネラルウォーター」が当たり前になってしまった。
個人的には「今でも水道水は浄水器を通さずに飲んでも問題ないのではないか」と思って
いる。
下水処理技術も10数年前より質が上がっているはずと思っていますが、実際のところどう
なんでしょう。
市水道課からの情報発信がほとんど行われていない。予算決算の大まかな数値程度であ
り、施設の耐震化や災害時の対応などまったく知らされていない。現状の市の施策などを
見ると災害時に期待する方が無理と思われる。
安全な水が頂けることに感謝しています。
地元市の水道料金は、埼玉県内外の他市と比較して、高いと聞いています。経営努力が必
要と感じます。
水源地の県有化をしっかり管理して、予算も使ってほしい
先日、某番組で、水道管の老朽化を拝見して驚きました。。水があれほど汚れた所を通過
しているとは。一日も早く取り替えて欲しいと思いました。しかし、多額な経費を考える
と、ドイツのように、国内の事を優先順位として、国税を使って頂きたいです。
外部委託はやめて欲しい。フランスでは行っているらしいが、委託した日本の自治体は混
乱していると報道で見たので。その為にいくらか値上げするのはやむを得ないが、ならば
経営の透明化や明確な理由を打ち出すべき。
災害時の給水に関しては、車を持っていない場合、給水拠点まで行って水を汲んでくるこ
とは現実的ではない。少なくとも避難所程度の密度で給水されないと水を得られない。お
そらく給水車が来てくれることとは思うが。
また、毎度どのアンケートでも言っていることではあるが、「どのような情報を発信する
か」とともに「どのような手段で情報を届けるか」ということについても、絶えず改善し
てほしい。基本的に県や市町村の公式サイトなんか滅多に見るものではないので。
設備の経年劣化に対応するために、一般市民の知らないところで、関係者はご苦労の多い
ことと思います。がんばってください。
水道事業の民営化を進めないよう、ある程度の値上げは仕方が無いと思います。
低額安定供給
水道事業は委託業務となっており自治体の主が管理すべきである。
よその自治体みたいに民営化すると業務自体が金儲けのために杜撰となる。
決して民営化させてはいけないが、委託会社の選定は競争入札でベストの企業に運営
させていくべき。談合させてはいけない。
自治体は経年劣化の埋設配管は計画的に交換していって下さい。
水道行政に関して、広く広報をお願いします。
水道料金は安くして、地域に関係なく均一にしてほしい
水道事業の民営化はやめてほしい。
公益事業として継続して欲しい。外資による民営化には反対です。
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質問９について、「値上げは認められない」としたが、値上げではなく、「修繕費徴収」
などの名目で、目標金額に至ったら無くなる旨を伝えたらどうかと思う。値上げをする
と、民間企業の水道に希望を持つ市民が増えると思う。県営だからこその情報公開を武器
に、水道民間企業の参入を防いでほしいと思います。大変だと思いますが、よろしくお願
いいたします。
地元市の水道料金は東京都に比べても高い気がする。修繕費用が掛かると聞いているが、
大規模な工事は終わっているはずだし、平坦な土地が多いのでそれほどメンテナンス費用
がかかると思わない。近隣行政区と値段の差が出ないように工夫してほしい。
水がただのように安い日本では、安全な水道水があたりまえですが、それは世界で、みれ
ば少数派であることを理解しつつその維持に対しては真摯に取り組む必要があると思いま
す。災害時には水がなんといっても一番大切になることは過去の災害からわかっているの
でそうした意味でも費用対効果をよく考えていただき水道事業を推進していただければと
思います。
昔と違い水道水を飲まなくなりました。究極の選択ですが飲めない水道水も有りなので
しょうか？施設の老朽化、維持費等を鑑みますと・・・
これからも新鮮、安全、安心な水道水を供給して下さい。
民営化はしないでいただきたい。
命にかかわる大切な仕事だと思います。日々のお勤めに感謝。
これからも 安全で 美味しい水の供給を 待ってます。
災害時にも なるべく 断水にならないよう 対策をお願いします。
地元市の水道は、ペットボトルにできるほど良い。近隣市の水は、まずい。地元市と同様
な設備改善をお願いします。水道料金は、改善後に討論してほしい。
一刻も速く、水道事業の、県と市の二重行政をやめるべきだ。仕事自体がナンセンスで、
非常に効率が悪く映る。県と市は、行政取引をやめよ。水道事業の主人公は、利用者のハ
ズなのに、行政のご都合主義は、時代遅れもいいところだ。
蛇口をひねれば安全な水が出てくるのが当たり前、ではないことを意識しなくてはいけな
いと思います。水道管が劣化したら交換しなければなりません。水道料金の値上げもやむ
を得ないです。値上げする理由を見える化すれば、住民も納得して納めると考えます。
台風でも断水がなかったのが本当にありがたいです。和歌山？でのいきなり「老朽化ヤバ
イんで３日断水して水道管替えます」みたいなことないように、早めに交換工事お願いし
ます。今の値段に月額500円できれいな水の供給が維持できるなら安いもんです。
水道は最も大切なライフラインです。安心安全な水道の供給をしっかりと市町村が実施し
てほしい。一部の市町村で水道事業の民営化の話が出ていますが、利潤追求になる民営化
は絶対に反対です。
飲料水と工場などで使用する水が同じ費用がかかっているのが無駄な費用の大きな要因に
なっている、大量使用する施設に対して、低予算で可能な供給策が取れればと思います。
甚大な被害が起きる災害が続いている昨今、県と市町村で協力して強い水道管へ切り替
え、災害時も断水している時間を短く出来るようにして欲しい。
水は人間にとってとても大切なものなので多少コストが掛かってもそういう対策をする分
には不満は出ないと思う。
対策をしておいて、有事の際に復旧が早ければ県の評価も上がり住民も増え、維持コスト
も人数あたりの価格は下がるようになるだろう。
起きるかわからないものにコストはかけづらいとは思うが、災害などの有事対策に力を入
れて欲しい。
安定供給とコストダウンをお願いします
きれいな水を安定的に供給を続けることを、切望するのみです。
しかし、事業内容は、詳細、継続的に市民に知らせてほしい。
欲を言えばきりがないので、安定供給でお願いいたします。
マスコミの報道では老朽化施設の事故が報告されています。少しずつでも良いので施設の
改善は必要かと思います。特に関東地区の地震が騒がれている現状を考えれば、水道施設
の少しでも良いのですが改善は必要だと思います。
災害等による被害が発生した場合の被害状況を早期に把握する能力、
早期に復旧する能力を備えてください。
使用料は国民から。維持整備は国が。ライフラインはそうあるべきだと思います。
広報で水道事業が分かり良い事だと思います。今後も情報提供をお願いいたします。
これからも安心安全の水が飲めるよう民営化せず頑張って下さい
水道は最重要な公共財です。先々、変な外資や私企業に渡ることが無いようにしっかりと
管理運営してもらいたい。
子供が三人いてたくさん水道水をつかい風呂の残りもつかうがもったいない
工夫したいが洗濯をためこむのもな。
水道事業を民間に委託するようなことはやめてほしい。
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浄水器を設置していますが、使用するのは主に夏場の水温が高い季節です。冬季は水温が
低いのでにおいを全く感じません。
まだまだおいしい水を供給しきれていないとゆうことではないでしょうか。私たちが水道
料金として支払っている金額には、下水道処理費も含まれているので費用は高額になりま
す。その上浄水器代がプラスになるのでより負担が増えてしまします。
においの無い飲み水の供給を是非お願いします。
関西の市から埼玉県へ引っ越して来ましたが今まで通り水道を使ってると倍近くの水道料
金になってしまいました。
調べてみると地元市の水道料金がかなり高いようでした。
でもこれが水道管が新しいものになっていての金額なら仕方ないと思います。
神戸市では水道管の老朽化がよくニュースになっていたのでもしかしたらこれから値上げ
するかも知れませんし。
水道管が古いままで今の高い水道料金だったとしたら辛いな、と思います。
水がなければ人間は生きてはいけませんので、今後とも安定供給をお願い致します。
見学会を多数実施して下さい。子供向けに春、夏の体験学習を企画して下さい。
いつもお世話になり感謝しています。災害対策には今後も力を入れていただきたいと思っ
ています。
民営化は絶対に避けるべき。外国資本が入る事を1番に危惧。
埼玉に転入して以降、水道水の臭いや味がキツく、飲むことができなくなってしまった。
高価な浄水器も利用したが、あまり改善はみられず、子どもに飲ませることもためらって
いる状態である。
毎日飲料水を購入しているため、水道費とは別に水代が発生している。
浄水技術が向上すれば、別途水代を払わなくてすむため、料金が上がってしまっても、水
質向上を希望する。
水道料金値上げとなるようですが、県水の方が安いとききます。その内容を知りたい。
水道は命綱なので、災害時に安定供給出来るように対策をお願いしたいです。
各市町村の水道配管状況(古い水道管)をネットで見ても分かる様にして欲しい
民営化問題がありますが水道は重要なライフラインと考えています。災害時なども安定的
に供給していただきたいので、絶対に民営化はしないでほしいです。
そのために水道料金が上がるのはやむを得ないと思いますし、県民の理解をもらうために
公営である意味、理由の周知を進めてほしいです。
異常気象による冠水など近年の変化に柔軟に対応していくためには多少の値上げはやむを
得ないと考えますが、値上げをした分が適切に運用されるのかをオープンにしていけば理
解が得られやすいのではないかと考えます。
我が家は二人で７千円弱の上下水道料金のはらいがありまして決して安くないなと思って
ました。でも上の例を見ると下水道使用料が高いのではと思いましたが。
埼玉県市町村で「美味しい」水を調査しランキングを公表する。
目的は、住民の意識を変える施策の１つ。
水道料金支払いの件
カード払いが直接できないのは納得がいかない
水道事業の民営化には反対です。世界的にみても民営化は問題があるとしか思えません。
全体として人口減少傾向であるにも関わらず、新しい宅地が開発されているので水道等の
インフラ網が増加する傾向がある。新規宅地開発を行う不動産事業会社に一定のインフラ
についての負担金をかけるべきではないか。
必要性を考えれば月単位の費用が近めのNHK と比較にならない価値がある
生きていくのに必要な水道水の安心・安全を守ってください。
地元市の水は美味しい水と思います。
水道事業を民間に委託することは絶対に反対です。水質は県がしっかりと管理して安心で
安全な水をこれからも届けて欲しいです。
将来の費用が増大することは確実なのに、年度の収益と費用がだいたい一致するように活
動する企業局や水道料金の在り方に疑問を感じます。これでは赤字が見込まれてようやく
水道料金を上げることになり、これまで水道を利用してきた世代ではなく、これから水道
を利用をする若い世代が過剰に負担を強いられるのではないでしょうか。水道事業や県政
に限った話ではありませんが、人口ボーナス期の行政は、減価償却や設備更新など、もっ
と長期的運営を意識していただきたかったです。
日頃あまり意識していないですが、安全を重視した対策は当然必要ですし、適切な運営を
した上でさらに不足する原資を調達するための値上げはやむを得ないと感じています。財
政状況を把握していませんが、誠実な調査を行った上で検討されているものと信じていま
す。
民営化だけは避けていただきたいと強く願うものです。
東京水のように埼玉県でもおいしい水が蛇口から飲めるように管理してほしいです。

水は命、何がなくても水は大事です！
485 「湯水のように使う」発想から脱却し、持続可能な社会全体の公共資源として、啓もう活
動が必要ではないでしょうか？
役所の無駄使いとか、水道料値上げの前に改革すべきことがあるのでは？先日、ある市役
所を訪れましたが、デスク周りの汚さに驚きました。税金で賄われている意識の低さに驚
486 きました。足元を見直してください。正直、警察署に行っても役所に行ってもホントに汚
いですよね。些細なことですが、見られてる意識をもっと持った方がいいですよ。整理整
頓すらできない役人が、公共料金の値上げに言及しないで頂きたい。
487 勉強不足でした。
普段当たり前に使っている水ですが、小さいことですが、出しっぱなしにしたり、無駄に
488
使わないよう、子供にもつたえていくことが大切だとおもいます。
とても高いです。高い理由がよくわからないので、もう少し料金のしくみをわかりやすく
489
説明するものがあれば良いと思います。
今後の災害に備えた水対策をとにかくしっかりしてほしい。
今回の国のコロナウィルウィルスを見ていると、世界に比べてとにかく対応が遅い。
次々に起こることに対して、すべて想定に入っていない。起きてから対処療法で後手後
手。これに関わらず、昨年の災害対策を見てもとにかく遅い。災害は起こるのがわかって
490
いるのだから、対策をやりすぎても文句を言わない空気を作っておくことも大切。
これに関しては過ぎたるは・・・と言わない。早めの想定をし、対応をしてほしい。
桜を見る会に使う税があるなら、絶対に公共が優先だと思う。国の一連の対応を見てい
て、この一年、本当に腹が立つ。
水の大切さは災害を通して実感してきたつもりですが、まだまだ知らないことがたくさん
491 あります。いざという時に困らないためにも、自分でも水の確保をある程度できるように
しておきたいと思いました。
大地震時により広域に及ぶ甚大な被害による給水能力不足への対応が心配です。対策とし
492 て近くの個人・事業者等が所有する井戸水等の利用が可能になるような多様な非常時供給
体制の整備をお願います。
質問８で高いか安いか聞かれたが、わからない。何でも安い方がいいのだが、最近公的機
関で収入が限られていることを理由にやるべきことに予算をつけない傾向がある。全員が
493 将来にわたって健康で文化的な生活を送ることができるように事業を進めることが大事
で、必要な予算は必要とはっきり主張すべきです。目先の利益に拘った経営をしないでほ
しい。そのためには低所得者等への配慮も必要。
昔は水道水を飲んでいたのに今は何で飲まなくなったのか いつ頃か 水道水は飲めると
494
思います 理由が知りたいです
495 地震が起きても断水しづらい水道管をこれからも目指してほしい。
料金を上げる前に人件費削減すべき、民間企業はリストラやってますよ。申し訳ないです
が民間企業の方が仕事はキツいしサービス残業あり休み取れない労働環境は悪いです。嫌
496
な職員は辞めてもらっていいと思います。水道局ならいくらでも働きたい人集まります
よ。
497 おいしい水をお願いします
498 これからも、安心して飲める水を提供願います。
上下水道施設維持管理をしている所員です。
水処理に関して誇りをもち日々の業務に取り組んでおります。
499 事業に関わる人間として、これからも安全第一で、提供する側もされる側も安全安心でき
る水であってほしいです。
また、事業所内の労災事故等をこれからも最小限にとどめ、ゼロ災害で行きたいです。

