
水道使用者の意識について

□調査期間 平成２９年１２月１１日～平成２９年１２月２１日

□調査の趣旨

□対象者数 609 人（平成２９年１２月１１日現在）

□回答者数 485 人

□回答率 79.6 ％

（図および表中の比率は、少数点第２位を四捨五入して表示しています。したがって、内訳を合計しても１００％に合致しない場合があります。）

【職業】
内訳 人数 ％

会社員 156 32.2
自営業 36 7.4

農林水産業 5 1.0
パート・アルバイト 89 18.4

専業主婦（夫） 117 24.1
学生 3 0.6
無職 74 15.3

その他 5 1.0
合計 485 100.0

【年齢】
内訳 人数 ％

10歳代 0 0
20歳代 29 6.0
30歳代 123 25.4
40歳代 127 26.2
50歳代 95 19.6
60歳代 62 12.8
70歳代 40 8.2

80歳以上 9 1.9
合計 485 100.1

水道使用者の意識について、皆様のご意見をお聞きします。
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【性別】
内訳 人数 ％

男性 209 43.1
女性 276 56.9
合計 485 100.0

【導入】
大正１４年に給水を開始して以来、約９０年にわたって市民生活の向上及び都市機能を支える基盤施設としての役割を果たすため、日々業務に取り組んでいます。

【問１】　普段ご家庭でお使いになる水の使用状況はどれですか？
内訳 人数 ％
水道水のみを使用 439 90.5

水道水と井戸水（地下水）を併用 21 4.3
井戸水（地下水）のみを使用 8 1.6

その他 17 3.5
合計 485 99.9

【問１－１】　「その他」と回答された方は、詳しくご記入ください。

水道水と、ペットボトル飲料水

水道水とウォーターサーバー　他2名

アルカリイオン水
スーパーのイオン水
水道水と、店舗に設置の無料のアルカリイオン水

ミネラルウォーター　他1名
市販の水を買って料理やお茶を沸かすのに使用しています。

水道水とミネラルウォーター 他3名

水道水とえびなの水
浄水器を通して使用
水素水
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【問１－２】　問１で「水道水のみを使用」「水道水と井戸水（地下水）を併用」と回答した方にお聞きします。水道水をどのような用途で使用していますか？　該当者460人
内訳 人数 ％

風呂用 454 93.6
洗面用 452 93.2
洗濯用 451 93.0
炊事用 449 92.6

トイレ用 442 91.1
飲料用 380 78.4

家庭菜園、洗車用 300 61.9

【問２】　水道事業について重要と思われることは何ですか？

内訳 人数 ％
安全性（水質に不安がない） 398 82.1

安定性（渇水や地震などの災害
に強い） 50 10.3

おいしさ（快適性の確保） 11 2.3
料金設定 24 4.9

その他 2 0.4
合計 485 100.0

【問２－１】　「その他」と回答された方は、詳しくご記入ください。

【問３】　本市の家庭用20㎥当たりの月間水道料金は、全国平均3,188円に対し、2,484円と約22％安くなっていることをご存知ですか？

内訳 人数 ％
はい 42 8.7

いいえ 443 91.3
合計 485 100.0

国策としての水道事業の中で、市民へ給水するための配水管からの分岐である給水管の水道局給水課の工事の許可が遅く、水がすぐに使えなくて困っている。スムーズかつ効率
よく許可を。図面通り土中に局配水管が埋設されていない為、安全かつ安定した各戸への給水活動ができていない。

ひとつだけ選べという設問がおかしい。どれも重要だろうが。
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【問４】　水道料金について、どのように感じますか？

内訳 人数 ％
安く感じる 21 4.3

やや安く感じる 58 12.0
妥当である 265 54.6

やや高く感じる 98 20.2
高く感じる 43 8.9

合計 485 100.0

【問４－１】　問４で「やや高く感じる」「高く感じる」と回答された方にお聞きします。水道料金が高いと感じる理由は何ですか？　該当者141人

内訳 人数 ％

電気やガスなど、他の公共料金
に比べると高く感じるから 71 50.4

井戸水（地下水）を使用していた
から 8 5.7

以前、もっと安いところに住んで
いたから 35 24.8

その他 27 19.1
合計 141 100.0

【問４－２】　「その他」と回答された方は、詳しくご記入ください。

下水道にしてから料金が倍になったから。 設置前では３割増しと聞いていたので驚いた。

水道料金に連動する下水道料金が高い。植木や家庭菜園に使用しても下水道料金がかかるのは納得がいかない。
上水道料金が安くても、下水道料金が高いため。

水道料金単体よりも、下水道使用料がとても高く感じています。
花に水をやるだけでも連動して下水道料金がかかるので。
下水道代が高い。下水道地域にだけ、別の料金をも数年前に何万も支払わなくてはならず、納得いかなかった。
何となく各月の請求が20,000超えるのと、下水道も別に払わないといけないので。

和歌山県内の他の市町村と比較して安いと言えないから。
いるものだから安い方がよい。

水道代だけを考えればこんなものかなと思いましが、下水代がすごく高いです。

浄化槽をやめて下水道を通してほしい。
浄化槽から下水に替えたら金額がはね上がった。下水のメリットがあまり感じない。家の前も冠水するし。
集落使用料が必要な分高いと感じる。

下水道料金と併せてみると高額

下水料が高いと思う。
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内訳 人数 ％
よく知っている 51 10.5

少し知っている 156 32.2
全く知らない 278 57.3

合計 485 100.0

内訳 人数 ％

必要な施設更新であれば、30%程度
の負担増加は受け入れられる 23 4.7

必要な施設更新であれば、20%程度
の負担増加は受け入れられる 40 8.2

必要な施設更新であれば、10%程度
の負担増加は受け入れられる 199 41.0

現行の水道料金の範囲内で施設更
新に取り組むべき 223 46.0

合計 485 99.9

年を経る中で、電気やガスの値上がり率に比べ、水道料金の値上がり率が高い（非常に速い）。
原材料費が低額のため。

水道事業と組織を因とした漠然とした不信感

生活費に占める割合が高いから

【問５】　水道施設は、高度経済成長期に建設されているものが多く、老朽化が進んでいます。（主たる浄水場である加納浄水場は、稼働してから４４年経過しており、配水は、市内
総延長1,488.6ｋｍのうち15％（223.8ｋｍ）が敷設後４０年以上経過しています。）今後、施設更新などに計画的に取り組むことが必要な状況をご存知ですか？

水源の豊富な和歌山市の環境特典が生かされていない。

マンションの設定価格が安くないから。

水道とは命の源であるため、国家が最低限国民にしなければならないナショナルミニマムであるので、基本は無料であるべき。
1㎥当たりのコストが、他府県市町村と比較した場合、安価ではないですか？ 

もっと安くならないかと思う。

【問６】　水道施設の更新には多くの費用が必要であり、その費用は水道料金で賄わなければなりません。今後の施設の更新にかかる費用負担についてどのように思いますか？
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【問７】　節水に関することで取り組んでいることはありますか？
内訳 人数 ％

水利用家電購入時に節水性能
を重視（洗濯機、水洗トイレ等） 233 48.0

風呂の残り湯の有効利用 227 46.8
特に取り組んでいない 111 22.9

雨水の有効利用（貯水して散
水、洗車等） 41 8.5

自家用井戸水を使用 24 4.9
その他 21 4.3

【問７－１】　「その他」と回答された方は、詳しくご記入ください。

シャワーヘッドを節水に取り替えた。

お風呂などで水を出しっぱなしにしないよう心掛けています。
例えば手洗いの際、出しっぱなしにしないなど。

水の出る量を制限する様に元で調整している。

出しっぱなしにしない。

洗車回数の削減等
川の水や井戸水を家庭菜園に利用
スーパー等で貰ってきています。

水を少しずつしか出さないように。
垂れ流しにせずに、こまめに止水する。
水を使用する量を控える。

蛇口を頻繁に閉める。

シャワーや蛇口の細かな開け閉め

入浴は10日毎に。普段はシャワーのみ。

食器など洗う時は、節水しながら洗います。
出来る限りの節水に勤めている。
キッチンでは節水浄水器を使用し、お風呂は追い焚きを利用して節水シャワーを使用してます。

井戸水は硬水だけにカランなど機器の腐食に影響しやすい。機器の腐食してもいい使途には殆ど井戸水を使っている。当然のことながら、水質検査は3年に一度程度は行うべきだ
が。

無洗米を使用する。

シャワーの使用を極力控える。
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【問８】　水道行政に関して、ご意見がありましたらお聞かせください。

施設の更新の費用につきましては、致し方のない事 とは思います。 が、個人的に使用料がどうしても多くなり (電気 ガスより料金が高いように思う時も有ります)

縦割りではなく組織全体で経費を見直すべき。水道事業の改善だから水道料金に直結と言うのは一見すると正当性があるように見えるが一般企業から見たらおかしい。組織全体で
経費を見直して取り組むべきです。

当たり前のように利用している水道水、もっと我々市民は水道行政に関心を持ち、協力しなければならない。

集落使用料の仕組みを案内して欲しい。
水道料金は安いが上下水道料金は高く感じる。
民間委託して経費を下げるべき。

住居地域は地下水脈がある為か、この地域に住みだしてからは井戸水を利用しているが、若干の不安がある為、飲料水には専用の物を買っている。なぜなら、水道管が近くに有る
のだけれど、家まで引き込むのに工事が必要のため。

問6「水道施設の更新には多くの費用が必要であり、その費用は水道料金で賄わなければなりません。今後の施設の更新にかかる費用負担についてどのように思いますか？」につ
いては安易にどれと答えられないと思います。

水道行政のご努力に感謝します。安全で安定した上水の供給をお願い致します。家庭で出来る災害用の備蓄水の確保の方法等についての講座の開催を検討されたい。

高く感じますが、それなりに使っているので致し方ないと思っています。それよりも安全性をこれからも維持してもらえれば助かります。
定期的に各家庭の水質調査をしてほしい。有料でかまわない。
公営を維持するべき。

申し訳ないですが、水道行政について余り考えた事がなかったです。急な値上げは、必要な事でも 好感は持たれないと思いますので、事前にアピールが必要なのではないでしょう
か。水道料金請求の時に何か書くとか。

問6「水道施設の更新には多くの費用が必要であり、その費用は水道料金で賄わなければなりません。今後の施設の更新にかかる費用負担についてどのように思いますか？」に関
して施設の更新は税金で賄うべきである。足らなかったら、人件費削減すれば良い。賞与なんかいらない。

貯水する仕組みがもっとほしいと思う。節約に力をいれていきたい。
水道局職員が多すぎませんか？
紀の川の水は味もいいので助かっています。淀川の水に比べて大違いです。
水道代は安いと思う。施設負担は少しくらいなら仕方ない。
下水道の利用料が高く感じます。
設備改善についてできるだけ協力申し上げたいところですが、当方も大変貧しくままならぬことで相済みません。

問３「本市の家庭用20㎥当たりの月間水道料金は、全国平均3,188円に対し、2,484円と約22％安くなっていることをご存知ですか？」ですが、どうして安いの？ 昔、和歌山市と岩出
市では岩出市が水道代高いよと聞いたことがありました。岩出市が高いのではなく全国平均よりも和歌山市が安いんですね。でもどうして安いのでしょう。

紀ノ川で天然水が豊富に入手できるから、もっと安くすべきだ。特に排水処理料をもっと安くつくように研究すべし、高すぎる。

老朽化したパイプから有害物質などが出ないよう、 配水管の工事をすすめてほしいです。

水道水が維持できなっていると新聞で見たが確かに人口が自然死で増えてきている。市はもっと人口を増加するような施策をするべきである。第一私たち高齢者には値上げを押し
付けないでいただきたい。

料金値上げなしで、施設更新をお願いします。まわりに比べて価格が安いのは、水源が豊かであるからではないですか？水道局としての企業努力があり、値段が安いなら、しっかり
アピールしてから値上げの話を提案してほしい。

和歌山市の水道料金は全国平均より安い、との前提の話ではあるが、 和歌山市は全国有数の大河である紀の川の流域であることを考えれば、水道料金は高すぎるぐらいである。
無駄や効率を見直し、少なくとも現行の範囲内で運営継続するべきである。

引き続きコスト削減に努めてください。

水資源は、和歌山は紀の川があり恵まれていると思います。環境問題もあり節水に心掛けると共に、老朽化による必要な設備更新は次世代の為にも推進して行くことが重要だと思
います。
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和歌山市でずっと生活をしていますので、状況は理解出来ていますが、大切な事は値上げを考える前に水道事業を行っているのだから、現状の漏水で損失が多い事を頭に入れて
計画して頂きたい。既存の業者の工事の悪さ、横柄な事業者を然るべく排除して正当な事業者を選定して頂ける事が大前提で負担増加を受け入れる気持ちです。

問3「本市の家庭用20㎥当たりの月間水道料金は、全国平均3,188円に対し、2,484円と約22％安くなっていることをご存知ですか？」より 本市の家庭用20㎥当たりの月間水道料金
は、全国平均3,188円に対し、2,484円と約22％安くなっていることを市民が知らないのではないか？ 水道料金の検針票？をインターネットで見れるようにしてほしい。

和歌山は降水量もあり、かつ森林も豊かなので日頃、水が豊富なため、ありがたみを忘れがちですが、供給設備の交換や水道管の交換負担にはもっと広く理解を求めていきたいと
思っています。

経費削減努力が見えない以上将来に対するコストアップを訴えられても不信感がつのるだけ。水道事業の一部または全部を民間に委託する手段を模索して欲しい。
和歌山の水道は、断水も無く非常に安定して供給されていて有難いと思う。更に安定供給の為に早めに老朽化対策等、必要工事をお願いしたい。

水道施設の改善によって料金が上昇するのは仕方が無いと思います。上水道に比べて下水道料金が高いと思うので、利用者の拡大などで料金を下げる努力をして欲しいです。上
水道の料金上げ幅が極端過ぎるのは困ります。

一般市民の漏水箇所の通報に頼らず行政自体の尽力が大切ではと思います。
下水道の敷設も努力してほしい。
定期的に配水管を取り換え、漏水をなくすように取り組んで下さい。取り換え費用はかかりますが、漏水による損失はもっと高くつくとおもいますので。
安心安全で飲料できる水がいい。

水道水のうち飲料に占める割合はかなり減っているように思われる。ただし生活用水はそんなに減っていないようにも思う。水道水の需要と供給について将来的な見通しと対策を行
政に計画してもらいたい。

あまり詳しいことを知らない。節水には積極的に取り組みたい。水道施設の更新についてはなるべく抑える方向で考えてほしい。

上流の自治体から排出される生活排水と、同じく上流の農業者がまく科学肥料や農薬が流れ込んだ水が、下流にある和歌山市の取水源であることを大いに心配している。夏場は
沼のような匂いが残っていて、煮沸して飲んでいる。高度な水処理によって東京都内や大阪市内の水のほうが、おいしいというのは皮肉なことだ。県では観光資源として「水の国わ
かやま」を売り出しているが、県都和歌山市の水事情がけっこう劣悪なので、和歌山市に住む住民が持っている、実際の感覚と、観光イメージとのギャップが大きいと思う。水道行政
は、設備やインフラだけの問題ではなく、安心やクリーンなイメージという、人の感覚も含めて、ハードソフトの両輪で行ってほしい。

啓蒙が重要と思われます。以前、水道水によって御飯の味が大きく変わったのは吃驚しました。淀川水系（大阪）⇒阿武隈川（福島）に転勤で移動したとき。同じお米、電気釜で水の
み変更。

今のところ不便は感じていません。

和歌山市の水は、夏はとても温かいのでプールなどには良いかもしれませんが、冷たい水でサラダや素麺を調理する時は、困っています。もっと、地中深い所に水道管を通して欲し
いです。

料金は上げないで。
人員のスリム化等、コスト削減を図り、利用者の負担軽減に繋がる施策を実行すべき。
水道料金の引き落としをネットバンクやクレジットカードに対応して欲しい。水道料金だけ紀陽銀行の口座にしないといけないので、面倒くさいです。

老朽化が進んで工事が必要となるのは建設当初からわかっていたはずです。なぜバブル期などは安い水道料金にしていたのに、今になってことさらあげようとするのでしょうか。お
かしいと思います。

水道料金が安くなったのは家計を預かる立場からは大変助かりますが、下水料金が高いままなので正直、お陰感無しです。

和歌山は紀の川があるので美味しい水を飲むことができる。安定して安心出来る水なので大変頑張ってくれていると思う。これからもずっと頑張って欲しいです。

施設の更新にかかる費用負担はしていかなくてはいけない事だと思います。ただし、費用をどのように利用するかや、具体的な計画等納得のいく説明ありきですが。水道局も暴行や
贈収賄事件などで信頼を落としているので、信頼回復に向け真摯に業務を行って頂きたいと思います。

安心安全な水道水を提供してください。
必要な施設後進について具体的に、定量的に、市民に判り易く説明する必要があると思う。説得力のある内容であれば、市民は市の要請を受け入れるであろう。

それがまた環境にもわずかながら繋がればと思い家計の為にも節水は心掛けています。いつも夏場には地熱で温まったようで、蛇口からはお湯みたく熱い水が出るのに困ります。
何か対策があれば教えていただきたいです。
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新築の家には井戸水堀を推奨すべき。
自然豊かな和歌山では水は空気のようなもの、そう思えるような行政の対応が必用だと思います。

今後とも安全・安定性に留意して取り組んでほしい。また、本市の水道料金が全国平均より安いことは初めて知った。一層の経営努力によりこの状況を維持していってほしいと考え
る。

和歌山市の水道水は安全で高品質だと思います。
大変だと思いますが、今後ともよろしくお願いします。

緑の水が出た時に、来てくれたのは1週間後でした。その間のお風呂や飲み水代は支払ってくれることになっていましたが、対応の遅さに飽きれました。お金とかじゃなく、水は人の
命を支えるものなので、もっと真剣に取り組んでほしいなと思いました。

水道事業の採算性、水道料金の地域差異の発生理由、水道施設の更新費用が水道料金で賄う必要性を説明してほしい。
安定供給だと思います。今迄それができているので満足です。

数年前に県外から引っ越してきましたが、引っ越してすぐ水質が悪いと感じました。シャワー浴びると髪がゴワゴワ、洗顔も顔の肌がガサガサに。あらゆるところに浄水器を設置し改
善しましたが、フィルタの交換も頻繁でした。戸建てを建てる検討をした時もあらゆる設備に浄水機能付きを選択しました。下水料金も非常に高く感じています。金取るならちゃんとし
てほしい！

和歌山市は上下水道の料金が高い。

日本の水、そして和歌山の水は最高です。少しくらい値上げをしてでも、新しく施設の循環を図るべきと思います。

問６「水道施設の更新には多くの費用が必要であり、その費用は水道料金で賄わなければなりません。今後の施設の更新にかかる費用負担についてどのように思いますか？」の
設備には、水道管の入れ換えは現行の料金で施工。理由。44年間それまでの現行料金を徴収している のに、退化年数まで放っていたからだよね。改修用の年間予算はどこへ？少
しおかしいよね。 説明が。一方的に値上げの要望のアンケート？ 設備や施設は和歌山市の税金から予算編成をしないと年金暮らしの年寄や低所得者は生活が困窮するよ。

和歌山の水道事業は良心的で安定していて助かっています。他県に嫁いだ娘は和歌山の水道はおいしく安全に取り組んでいると言っています。これからもよろしく安全第一にお願
いします。

お風呂の水洗が壊れた時に、水道水の何かの成分が他の地域より多いことが原因と言われた。他の公共料金と比べ安いし、それ以外は満足している。
水道事業に際しては、和歌山市内でも、未だに局本管配水管整備されていない地域が多く、地区地域差別が感じられる。

水道水の味がまずい。

使用料金と下水料金が合計にて請求されるので高い。下水代を支払いはいかがなののですか。
下水道工事の不正対策はどのようにされていますか？下水道工事が遅いのは特定の業者に受注がかたよっているからではありませんか？
下水を進めて欲しいです。
一般家庭の雨水の利用を進めるべき。
水道の施設は、配水管だけかな。こういう一面的なアンケートは、どうなのかと思うのだが。

子育て世代ですが、これ以上支払いが増えると、生活が困難です。

水道代よりも、水道を使った分だけ下水道代がかかることで、水道代が高いイメージがあります。老朽化した施設を整備するのは必要なことだと思いますので、出来る限りの経費節
減をして頂ければ、ある程度の費用負担は仕方ないと思います。

計画的に経費節約を実施して欲しい。 

いつもありがとうございます。我々、使用者が水道行政に協力できることは料金を上げること以外に何があるのか？小さなことしかできないがどんどん出していってほしい。

施設更新が必要なものであるなら、昔からそれを見越した料金設定にするべきだったのにと思います。
遊休地の活用・処分等の財政活用が必要かと。
水道水は安全性が1番であるが、プラス旨い水でないとダメです（夏は生温い、冬は手がちぎれそうな水道水考えてほしい）。
知らなかったことを知れて良かった。改めてきちんと節水に取り組みたい。
出来るだけ安く。
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水は命そのものであり、とても大事なものです。他国の様に、『飲料水はミネラルウォーターを買って飲む』という事の無い日常を、とても有り難く思っています。今後も安心安全な水
の提供を、宜しくお願いします。

人の口に入るものなので、常に安心安全を心がけていただければ幸いです。
下水道設備が増えていますが、市民一人一人がここらがけ一つで特に台所での水道の節水方法や、油物の始末方法などを考えれば、節水が出来ると思います。
街路工事・道路工事の時に、水道設備の更新や埋設工事を同時にするべきではないか。

下水道工事が終わった後、料金が高くなるので、高いと感じている人が大半だと思います。地方紙等で取り上げてもらい、市民に情報を発信し、少しずつ理解をしてもらう必要がある
と思います。

21㎥以上の水道料金の単価が高いと思う。
検針時、検針員さんに漏水を指摘していただき、漏水箇所を発見できたことがありました。ありがとうございました。

水は生活にとって重要。安定性と安全性は、甲乙つけがたい。施設、配水管の更新は十分な説明の上、負担を増加すればいいと思う。 無理なことはしない方がいいと思う。

水道施設の更新等、生存に係る公共分野のメンテナンスは将来世代への資産として必要。他方その財源を料金値上げに求めるのではなく、市全体の公共事業予算をレビューして
何が将来世代の負担にならぬか優先順位を定めることではないでしょうか。

安定して美味しく安全で。

問６「水道施設の更新には多くの費用が必要であり、その費用は水道料金で賄わなければなりません。今後の施設の更新にかかる費用負担についてどのように思いますか？」につ
いて、水は生活に必要不可欠なものなので、負担増加が受け入れられるかどうかの問題ではないと思う。その一方で市としても来るべき施設更新に備えて例えば他の予算を減らし
てでも積み立てるとか、なんらかの備えをすべき（あるいはもうやっているのであればその旨を公告）。

クレジット支払いができる？
全国平均2割以上安いと知りませんでした。今後の設備の更新等、市民に積極的に㏚が必要と思う。
安心して今の行政運営に感謝します。

水道料金は少し安いのかもしれないが、他の行政にメリットがないと感じるこの和歌山市なので、このままの料金でいくべき。勝手に下水道を多額の税金でほんの一部だけつくっ
て、おかしなことになった責任をもっともってほしい。

できるだけ、安全性の高い水の供給をお願いしたい。 

お忙しい中、アンケート調査にご協力いただきありがとうございます。

皆さまからいただきました貴重なご意見・ご回答を参考に、水道事業の効率化など経営基盤強化のための取り組みを一層推進するとともに、水道施設や管路の計画的
な更新を進め、中長期的な視野で事業経営に取り組んでまいりたいと考えております。

今後ともご理解とご協力いただきますようお願いいたします。

和歌山市の水道事情について知る機会がほとんどないので、市民に親しみやすいウェブサイトや冊子などで学ぶ機会を作っていただけるとうれしいです。（新聞を取っていないので
新聞折り込みの情報は得られません）

全国平均と比べて、22パーセント安いのであれば20%程度の負担増加はやむ得ないと思うが。
引き続き、安心安全第一の水の供給をお願いします。

水道施設整備には費用がかさむことはわかりますが、無駄な事業の見直しも必要かと思います。なんでもかんでも、市民が負担、痛みはみんなで分かち合おうなんて、容易に考え
過ぎます。

水道行政に関して市民に広報してほしいです。

水道施設の更新について、初めて知りました。 広報などで取り上げ、市民にも知らせて欲しいと思います。事前に更新の必要性を知っていれば、水道料金の値上げも賛同できると
思います。 地震などの震災に見舞われる確率が高い和歌山県ですので、防災意識を高め、今から備えるべきだと思います。安全性を市民に分かりやすく提示していただきたいで
す。子供たちに向けて水道局の施設見学などしていただき、意識を高めて欲しいです。
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