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　平成２２年３月２３日に旧久喜市、旧菖蒲町、旧栗橋町及び旧鷲宮町が合併し、

新「久喜市」となりました。本市は、首都圏中央連絡自動車道（以下「圏央道」と

いう。）の白岡菖蒲インターチェンジ及び、東北縦貫自動車道（以下「東北道」と

いう。）の久喜白岡ジャンクションが開通されるなど、県東北部の拠点都市として

ますますの発展が期待されています。

　水道をめぐる状況では、昭和３０年代から４０年代にかけて旧市町で創設された

水道事業が数期の拡張を経て、市内全域にわたり水道水を供給しています。しかし、

創設期から約４０年が経過した現在、施設の老朽化が進み、今後は更新需要の拡大

期を迎えようとしています。

　また、厚生労働省では水道ビジョンにおいて、今後の水道のあるべき姿について

重点的な政策課題と具体的な施策及び方策、工程を示すとともに、各水道事業者等

が自らのビジョンを作成することを推奨しています。

　本市の水道は、市町合併直後の久喜市久喜水道事業（旧久喜市水道事業）、久喜

市菖蒲水道事業（旧菖蒲町水道事業）、久喜市栗橋水道事業（旧栗橋町水道事業）

及び久喜市鷲宮水道事業（旧鷲宮町水道事業）の４つの水道事業が、平成２４年４

月に久喜市水道事業として統合する予定です。

　このため、上下水道部では事業の現状と課題を分析・評価し、事業統合後、将来

にわたり安心・安全で良質な水を安定的に供給できるシステムづくりを推進するた

め、水道の将来像を定め、これを実現していくための取り組みを示すものとして、

｢久喜市水道ビジョン」を策定することとしました。

第１章 策定の背景と位置づけ

1 久喜市水道ビジョン策定の背景
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　本市では、合併に先立ち策定された、新市におけるまちづくり全般のマスタープ

ランとなる「新市基本計画」に基づき、将来像である「豊かな未来を創造する個性

輝く文化田園都市～人と愛、水と緑、市民主役のまち～」を実現するため、主要な

施策の展開を図っています。水道に関する施策としては、安定給水の確保、水道施

設の整備・充実のため、経年水道施設の計画的な更新、水道施設の耐震化、水質管

理体制の充実等に努めるとともに、給水体制の一体化や一元管理など合理的な給水

体制を整え、水道事業の効率化と健全経営に努めることとしています。

　久喜市水道ビジョンは、「新市基本計画」における水道に関する主要な施策を着

実に実施していくため、水道事業としての将来像を示し、これを実現するための取

り組みを示すものです。

　計画期間は、事業統合後の平成２４年度から平成３３年度までの１０年間としま

す。また、久喜市水道ビジョンの取り組みを着実に実施するため、社会情勢の変化

などを踏まえ、目標の達成状況や取り組みの進捗状況について適宜再検討を行うこ

とで、必要に応じて見直しを図っていくこととします。

２ 久喜市水道ビジョンの位置づけ

【 新市基本計画 ～将来像～ 】

豊かな未来を創造する個性輝く文化田園都市

～人と愛、水と緑、市民主役のまち～

久喜市水道ビジョン

将 来

平成33年度

計画期間10年間

再検討

平成24年度

２‐１ 位置づけ

２‐２ 計画期間
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１．位置と地勢

　　本市は埼玉県東北部にあり、都心まで５０㎞圏に位置しています。東は幸手市

　及び茨城県五霞町、南は杉戸町、宮代町、白岡町及び蓮田市、西は、鴻巣市及び

　桶川市、北は茨城県古河市及び加須市と境を接しています。面積は８２.４K㎡で

　利根川の沖積平野にあり、市域全体がほぼ平坦な地形となっています。

　　気候は夏は高温多湿、冬は低温乾燥で内陸性の太平洋側気候に属し、平均気温

　は１５.３℃、年間降水量は１,３２８㎜となっています。

（平成２２年、熊谷地方気象台、久喜アメダスデータ）

２．交通体系

　　交通体系は、東北道の久喜インターチェンジをはじめ国道４号、１２２号及び

　１２５号が縦横断し、圏央道の白岡菖蒲インターチェンジや東北道との久喜白岡

　ジャンクションが設置されるなど、広域交通の機能や利便性に恵まれています。

　また、ＪＲ宇都宮線、東武伊勢崎線及び東武日光線と、鉄道網も充実し、久喜駅、

　東鷲宮駅、栗橋駅、鷲宮駅及び南栗橋駅を有し、良好な鉄道の利便性を備えてい

　ます。

第２章 久喜市水道事業の概要

1 久喜市の概要

１‐１ 久喜市の位置と地勢等
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　本市の人口は過去１０年間、概ね１５７,０００人台で推移しています。地域別で

みると久喜、菖蒲地区は減少傾向がみられ、栗橋、鷲宮地区については、区画整理

等の影響と思われる増加傾向が見られます。

　※決算資料等により把握した、年度末における各地区の総人口の実績値です。

　現在、本市には旧市町の水道事業をもとにした４つの水道事業があり、平成２４

年４月に久喜市水道事業として統合を予定しています。ここでは、各水道事業のあ

ゆみを示します。

１‐２ 久喜市の人口動態

２ 水道事業の概要

２‐１ 水道事業のあゆみ
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本市の人口推移

久喜地区 菖蒲地区 栗橋地区 鷲宮地区

　　　　年度

地区名
H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

久喜地区 73,470 73,786 73,999 74,036 73,907 73,603 73,132 72,629 72,057 71,503

菖蒲地区 22,716 22,624 22,388 22,202 21,937 21,742 21,522 21,243 21,093 20,907

栗橋地区 25,936 26,114 26,442 26,748 26,859 27,161 27,623 27,751 27,685 27,541

鷲宮地区 34,391 34,176 34,158 34,031 34,316 34,719 35,028 35,701 36,588 37,056

計 156,513 156,700 156,987 157,017 157,019 157,225 157,305 157,324 157,423 157,007
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除鉄・除マンガン装置設置

第１期拡張事業(S40. 1. 6)

計画給水人口：15,000人

第２期拡張事業(S40.12.23)

計画給水人口：44,000人

創 設 変 更(S40. 3.31)

計画給水人口：5,000人

旧久喜市 旧菖蒲町 旧栗橋町 旧鷲宮町

平成22年３月23日 合併

昭33

昭34

昭35

昭37

昭40

昭42

昭43

昭45

昭46

昭49

昭50

昭52

昭53

昭55

昭56

平元

平４

平５

平７

平10

平22

平24

年度

平成24年度 水道事業の統合

・
・

創 設 事 業(S34. 3.31)

計画給水人口：15,000人

除鉄・除マンガン装置設置

第３期拡張事業(S45. 3.13)

計画給水人口：58,000人

昭和４７年度 吉羽浄水場竣工

第４期拡張事業(S50. 3.31)

計画給水人口：70,000人

吉羽浄水場増設

第５期拡張事業(S55. 3.31)

計画給水人口：70,000人

昭和５７年度 本町浄水場竣工

県水受水

第６期拡張事業(H元.12.27)

計画給水人口：73,000人

平成４年度 吉羽浄水場拡張

第７期拡張事業(H7. 3.31)

計画給水人口：83,700人

簡易水道創設(S34. 2. 9)

計画給水人口：5,000人

第１期拡張事業(S4２. 3.24)

計画給水人口：10,000人

簡易水道統合

第２期拡張事業(S46. 3.31)

計画給水人口：20,000人

簡易水道統合

第３期拡張事業(S56. 3.20)

計画給水人口：23,100人

県水受水

第４期拡張事業(H10. 6.30)

計画給水人口：28,000人

簡易水道事業(S33. 3.31)

計画給水人口：5,000人

第１期拡張事業(S35. 9.19)

計画給水人口：8,000人

上水道事業創設

第２期拡張事業(S37.12.18)

計画給水人口：13,000人

第３期拡張事業(S42. 3.31)

計画給水人口：14,000人

第４期拡張事業(S43. 3.31)

計画給水人口：14,000人

第５期拡張事業(S45. 3.31)

計画給水人口：20,000人

給水区域拡張

第６期拡張事業(S52. 3.31)

計画給水人口：20,000人

浄水方法変更

（凝集沈澱）

第７期拡張事業(S56. 3.16)

計画給水人口：21,800人

県水受水

第８期拡張事業(H4. 3.31)

計画給水人口：37,000人

平成５年度 佐間浄水場拡張

創 設 事 業(S45. 3.31)

計画給水人口：20,000人

創 設 変 更(S49. 8.26)

計画給水人口：20,000人

井戸１本追加

第１期拡張事業(S53. 9.16)

計画給水人口：28,000人

第２期拡張事業(S56. 3.25)

計画給水人口：33,000人

昭和５５年度 八甫浄水場竣工

第３期拡張事業(H5. 3.31)

計画給水人口：46,000人

第２浄水場拡張

◇◆◇ 水道事業のあゆみ ◇◆◇

昭和５７年度 森下浄水場PCﾀﾝｸ建設

昭和４９年度 森下浄水場竣工

昭和３６年度 菖蒲浄水場竣工

平成５７年度 佐間浄水場拡張

昭和４８年度 佐間浄水場竣工 昭和４８年度 鷲宮浄水場竣工

第３期拡張事業(S56. 3.20)

計画給水人口：23,100人

第２浄水場

県水受水

平成５年度 八甫浄水場拡張

吉羽浄水場増設、県水受水

昭和５４年度 RC配水池築造

平成22年３月23日 合併

平成２１年度 ステンレス配水池築造
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　本市の水道事業では、深井戸から汲み上げた地下水と埼玉県水道用水供給事業か

ら送られてくる浄水（以下「県水」という。）を水源とし、市内に７箇所ある浄水

場で浄水処理を行い、お客様のもとへと水を送り出しています。

　平成２１年度現在、主要な施設の概要は次のとおりとなっています。

施設名称 竣工年度 水源種別 浄水処理方法

吉羽浄水場 昭和４７年度 県水・地下水 　除鉄・除マンガン処理、消毒

本町浄水場 昭和５７年度 県水 　消毒

森下浄水場 昭和４９年度 県水・地下水 　除鉄・除マンガン処理、消毒

菖蒲浄水場 昭和３６年度 森下系浄水・地下水 　除鉄・除マンガン処理、消毒

佐間浄水場 昭和４８年度 県水・地下水
　凝集沈澱処理、
　除鉄・除マンガン処理、消毒

鷲宮浄水場 昭和４８年度 地下水 　除鉄・除マンガン処理、消毒

八甫浄水場 昭和５５年度 県水 　消毒

２‐２ 水道施設の概要

◇◆◇ 水道施設位置図 ◇◆◇

◇◆◇ 水道施設の概要 ◇◆◇

森下浄水場

八甫浄水場

吉羽浄水場

本町浄水場

鷲宮浄水場

菖蒲浄水場
佐間浄水場
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◇◆◇ 浄水処理のながれ ◇◆◇

給 水 区 域

【 深井戸 】

地下水を汲み上げていま

す

【 除鉄・除マンガン設備 】

汲み上げた地下水を処理

しています

【 県水送水管 】

各浄水場へ県水が送られ

てきます

【 配水池 】

水を一時的に貯めておき

ます

【 配水ポンプ 】

お客様のもとへ水を送り

出しています

【 中央監視設備 】

水のながれや処理の状態

を監視しています
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　吉羽浄水場では、汲み上げた地下水

に次亜塩素酸ナトリウム
※1

を注入し、

除鉄・除マンガン処理
※2

を行っていま

す。

　汲み上げた地下水は除鉄・除マンガ

ン処理を行った後、配水池に送り、受

水した県水とともに配水ポンプで久喜

地区に給水しています。

　吉羽浄水場では、浄水処理に用いる

次亜塩素酸ナトリウムを自家生成し、

使用しています。

　※1 次亜塩素酸ナトリウム：水道水の消毒剤として広く用いられており、配水系統における衛生上の安全を

　　　　　　　　　　　　　　保つものです。

　※2 除鉄・除マンガン処理：鉄・マンガンが含まれることで、水道水に色がついたり臭気などの原因になる

　　　　　　　　　　　　　　ことから処理を行っています。

◇◆◇ 吉羽浄水場 ◇◆◇

◇◆◇ 吉羽浄水場平面図 ◇◆◇

着水井・塩素混和池 除鉄・除マンガン設備

次亜塩素酸ナトリウム

生成原料（洗浄塩）

次亜塩素酸ナトリウム

生成装置

ＰＣ配水池 配水ポンプ

配水池除鉄・除マンガン設備

着水井

塩素混和池

配水ポンプ

竣工年度 水源種別昭和４７年度 県水・地下水
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　本町浄水場では県水を水源とし、必

要に応じて次亜塩素酸ナトリウムを補

注しています。

　受水した県水は、吉羽浄水場と同様

に、配水ポンプで久喜地区に給水して

います。

◇◆◇ 本町浄水場 ◇◆◇

◇◆◇ 本町浄水場平面図 ◇◆◇

次亜塩素酸ナトリウム

注入設備
県水送水管

配水ポンプ

自家発電設備 緊急時用給水装置

配水池
塩素注入設備

配水ポンプ

竣工年度 水源種別昭和５７年度 県水

ＰＣ配水池
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　森下浄水場では、汲み上げた地下水

に次亜塩素酸ナトリウムを注入し、除

鉄・除マンガン処理を行っています。

　汲み上げた地下水は除鉄・除マンガ

ン処理を行った後、配水池に送り、受

水した県水とともに配水ポンプで菖蒲

地区に給水しています。

菖蒲浄水場では、汲み上げた地下水に次亜塩素酸ナトリ

ウムを注入し、除鉄・除マンガン処理を行った後、配水池

に送り、受水した森下浄水場系の浄水とともに配水ポンプ

で菖蒲地区に給水しています。なお、菖蒲浄水場は昭和

３０年代の施設であり、老朽化が著しくなっています。

◇◆◇ 森下浄水場平面図 ◇◆◇

配水池

除鉄・除マンガン設備

配水ポンプ

塩素接触池

配水池

竣工年度 水源種別昭和３６年度 森下系浄水・地下水

◇◆◇ 菖蒲浄水場 ◇◆◇

◇◆◇ 森下浄水場 ◇◆◇

次亜塩素酸ナトリウム

注入設備

配水ポンプＰＣ配水池

竣工年度 水源種別昭和４９年度 県水・地下水

除鉄・除マンガン設備

菖蒲浄水場

ＲＣ配水池

10



　佐間浄水場では、汲み上げた地下水

に次亜塩素酸ナトリウムを注入し、凝

集剤を添加して凝集沈澱処理を行って

います。

　凝集沈澱処理を行った後、除鉄・除

マンガン処理を行っています。

　浄水施設を経た地下水を配水池に送

り、受水した県水とともに配水ポンプ

で栗橋地区に給水しています。

◇◆◇ 佐間浄水場 ◇◆◇

◇◆◇ 佐間浄水場平面図 ◇◆◇

凝集沈澱設備

除鉄・除マンガン設備
次亜塩素酸ナトリウム

注入設備

配水ポンプＰＣ配水池

配水池

除鉄・除マンガン設備

着水井

塩素混和池

凝集沈澱設備

竣工年度 水源種別昭和４８年度 県水・地下水
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　鷲宮浄水場では、汲み上げた地下水

に次亜塩素酸ナトリウムを注入し、除

鉄・除マンガン処理を行っています。

　汲み上げた地下水は除鉄・除マンガ

ン処理を行った後、配水池に送り、配

水ポンプで鷲宮地区に給水しています。

　鷲宮浄水場では、八甫浄水場も含め

て中央監視を行っています。また、鷲

宮地区の拠点施設として、管理棟など

は耐震補強されています。

◇◆◇ 鷲宮浄水場 ◇◆◇

◇◆◇ 鷲宮浄水場平面図 ◇◆◇

除鉄・除マンガン設備
次亜塩素酸ナトリウム

注入設備

中央監視設備

配水池

除鉄・除マンガン設備

着水井

塩素接触池

配水池

竣工年度 水源種別昭和４８年度 地下水

ステンレス配水池 配水ポンプ

管理棟
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　八甫浄水場では、汲み上げた地下水

に次亜塩素酸ナトリウムを注入し、除

鉄・除マンガン処理を行っていました

が、平成２１年度末で取水を停止して

います。そのため、現在は県水を水源

とし、必要に応じて次亜塩素酸ナトリ

ウムを補注しています。

　受水した県水は、鷲宮浄水場と同様

に、配水ポンプで鷲宮地区に給水して

います。

◇◆◇ 八甫浄水場 ◇◆◇

◇◆◇ 八甫浄水場平面図 ◇◆◇

次亜塩素酸ナトリウム

注入設備

ＰＣ配水池 配水ポンプ

配水池

配水ポンプ

塩素注入設備

除鉄・除マンガン設備

竣工年度 水源種別昭和５５年度 県水

13



14



　本水道ビジョンでは、平成１２年度から平成２１年度までの実績値をもとに、将

来の水需要を推計しました。また、推計は各地区の特性を反映させるため、久喜地

区、菖蒲地区、栗橋地区及び鷲宮地区の各々について行い、合算しています。

　　　　　※一日 大給水量：一日に給水される水量のうち、一年間を通じ 大のものをいいます。

　　　　　　　　　　　　　　水道施設の整備を行う場合、この水量が計画の基準水量となります。

　　　　　※次頁に、各地区の予測結果を掲載しています。

　水需要のうち、一般家庭において家事などで使用される水量については、各地区

とも将来予測される人口の傾向に合わせて推移しています。そのため、久喜地区、

菖蒲地区では減少傾向となり、栗橋地区、鷲宮地区では増加傾向となりますが、全

体的には計画 終年度にかけてわずかに減少するものと予測されます。一方では、

久喜地区の工業団地や鷲宮地区の大型商業施設など、現在進行している開発計画に

より新規の大口水需要が見込まれます。

　このような状況のなか、水需要全般においては、計画 終年度にかけてわずかに

増加するものと推測できます。こうした水需要の動向は、水道事業運営の根幹をな

す重要事項であるため、今後とも注意深く見守り、動向に合わせ効率的な経営や施

設整備を行う必要があります。

第３章 現状と課題

1 水需要の動向
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20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000
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100,000
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給水量（ｍ3/日）

年度（平成）

水需要（一日 大給水量※）の動向

久喜地区 菖蒲地区 栗橋地区 鷲宮地区

実 績 値 予 測 値
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人 71,890 71,649 71,409 71,168 70,928 70,688 70,447 70,207 69,966 69,726 69,485 69,245

ｍ
3
/日 29,510 29,610 29,500 29,330 29,220 29,910 29,900 29,990 30,130 30,280 30,340 30,550

人 20,589 20,399 20,475 20,325 20,203 20,073 19,950 19,856 19,747 19,644 19,560 19,457

ｍ
3
/日 10,100 10,080 10,050 10,110 10,030 9,960 9,860 9,780 9,680 9,630 9,550 9,460

人 27,858 27,928 27,986 28,033 28,073 28,105 28,132 28,154 28,172 28,187 28,199 28,209

ｍ
3
/日 10,440 10,440 10,400 10,400 10,380 10,370 10,360 10,300 10,280 10,270 10,250 10,230

人 37,365 37,676 37,990 38,306 38,625 38,947 39,271 39,599 39,928 40,261 40,596 40,935

ｍ
3
/日 13,860 13,890 14,640 14,660 14,650 14,650 14,670 14,670 14,640 14,620 14,620 14,650

人 157,702 157,652 157,860 157,832 157,829 157,813 157,800 157,816 157,813 157,818 157,840 157,846

ｍ
3
/日 63,910 64,020 64,590 64,500 64,280 64,890 64,790 64,740 64,730 64,800 64,760 64,890

　※本水道ビジョンでは、給水人口及び一日 大給水量のうち計画期間を通じ 大のものを計画給水人口157,900人（平成24年度）

　　計画一日 大給水量64,900ｍ
3
/日（平成33年度）として採用しています。

H33H32

鷲宮地区
給 水 人 口

一日 大給水量

H26 H31H29 H30H25

久喜地区

H22 H28H27

計

一日 大給水量

一日 大給水量
※

給 水 人 口

給 水 人 口
※

栗橋地区

給 水 人 口

一日 大給水量

H23
　　　　　　　　　　年　度
 地区名

H24

菖蒲地区
給 水 人 口

一日 大給水量

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33

給水量(ｍ3/日）

年度久喜地区 菖蒲地区 栗橋地区 鷲宮地区
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10,000

20,000
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40,000
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60,000

70,000

80,000

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33

人口（人)

年度久喜地区 菖蒲地区 栗橋地区 鷲宮地区

各地区の給水人口予測

各地区の給水人口予測と一日 大給水量予測

各地区の一日 大給水量予測

≒64,900

≒157,900
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　本市の水道事業では、地下水及び県水を水源としています。平成２１年度末現在、

その水量の割合は、地下水が約２５％、県水が約７５％となっています。

　水源のうち深井戸から汲み上げている地下水の水質については、アンモニア性窒

素
※1

や鉄・マンガンの成分が多く含まれていることが特徴となっています。一方、

県水については、利根川の河川水を水源とする行田浄水場
※2

から、安全で良質な浄

水が送られてきています。

　　※1 アンモニア性窒素：この成分が含まれていることで、浄水処理で使用している次亜塩素酸ナトリウムの消費量

　　　　　　　　　　　　　を増加させる原因になります。

　　※2 行田浄水場：埼玉県企業局の施設です。行田市周辺の埼玉県東北部を給水区域として水道用水の供給を行って

　　　　　　　　　　います。

２ 水源

２‐１ 水源の現状

◇◆◇ 各地区における深井戸と県水の割合 ◇◆◇

地下水

38%

県水

62%

菖蒲地区の状況

地下水

32%

県水

68%

栗橋地区の状況

地下水

30%

県水

70%

鷲宮地区の状況

地下水

16%

県水

84%

久喜地区の状況
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１．地下水の取り扱い

２．埼玉県企業局との連携

１．地下水の取り扱い

　　本市は埼玉県生活環境保全条例による第一種指定地域となっており、環境保全

　面から地下水の採取量が規制されています。また、地下水を汲み上げる深井戸に

　おいては、取水能力の低下から一部の井戸について更生工事により対応を行って

　います。

　　さらに、地下水を処理するための浄水処理施設において老朽化や耐震化の問題

　を抱えており、今後も地下水を継続していくためには、多大な更新費用を必要と

　し、それに伴い、給水原価に大きな影響を与えることが想定されます。

　　このようなことから、地下水については施設規模の見直しを適切に行っていく

　など、その取り扱いの検討が必要となります。

２．埼玉県企業局との連携

　　本市の水道事業では、水源水量の多くを県水としていることから、地下水の取

　り扱いを検討する上で、今後さらに県水の重要性が増していくこととなります。

　このようなことから、安定供給に向けた取り組みとして埼玉県企業局との連携を

　深めていく必要があります。

２‐２ 水源の課題

埼玉県行田浄水場の様子です。

出典：埼玉県ホームページ
井戸の設置状況。隣接の建物が接近しています。
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　本市の水道事業は、久喜地区、菖蒲地区、栗橋地区及び鷲宮地区の４つの地区で

運用しています。４つの地区ではこれまで、各々の水道事業が地域の特性に合わせ

た整備を進めてきており、現在のところ配水については旧市町の水道事業を踏襲し、

久喜市久喜水道事業、久喜市菖蒲水道事業、久喜市栗橋水道事業及び久喜市鷲宮水

道事業が各々の給水区域
※1

を配水ブロック
※2

として運用しています。

　市域全体をひとつの給水区域として見た場合、配水拠点となる浄水場は東北道を

境に東側に偏った配置となっています。

　　　※1 給水区域：当該水道事業者が認可を受け、給水を行うこととした区域をいいます。

　　　※2 配水ブロック：配水拠点を中心に水量及び水圧管理をするために、給水区域を分割した区域をいいます。

３ 配水ブロック

３‐１ 配水ブロックの現状

◇◆◇ 各地区の配水ブロック ◇◆◇

①森下浄水場
②菖蒲浄水場
③吉羽浄水場
④本町浄水場
⑤鷲宮浄水場
⑥八甫浄水場
⑦佐間浄水場

1
2

菖蒲配水ブロック

5

4

3

東北道

鷲宮配水ブロック

久喜配水ブロック

7

6

栗橋配水ブロック
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１．配水ブロックの見直し

２．相互連絡管の整備

１．配水ブロックの見直し

　　市内全域において水圧・水量の適正化、平準化など効率的な水運用を行うため

　に、水需要の動向など各地区の特性を見極めるとともに、現在のところ４つに分

　かれている配水ブロックについては、将来予想される大規模な施設更新や耐震化

　対策と併せ、施設の統廃合を視野に入れた見直しを適切に行うことで、再編成を

　図っていく必要があります。

２．相互連絡管の整備

　　配水ブロックをむすぶ配水管が整備されておらず、隣接した配水ブロックが相

　互に水を融通しあうことができない状況となっています。配水ブロックを見直し、

　水圧や水量のバランスのとれた効率的な水運用を行っていくためにも、連絡管を

　整備し相互融通の柔軟性を確保しておくことが必要となります。

　　また、配水ブロックをむすぶ補強連絡管の整備を図り、緊急時におけるバック

　アップ体制を強化していく必要があります。

３‐２ 配水ブロックの課題

補強連絡管の整備
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　本市水道事業の浄水場は、久喜地区で２箇所（吉羽浄水場、本町浄水場）、菖蒲

地区で２箇所（森下浄水場、菖蒲浄水場）、栗橋地区で１箇所（佐間浄水場）、鷲

宮地区で２箇所（鷲宮浄水場、八甫浄水場）の計７箇所となっています。各浄水場

の水道施設は、これまでも旧市町の水道事業において、総合振興計画等の基本方針

に沿った設備更新を行ってきましたが、各浄水場とも創設当時から約４０年が経過

しており、施設の老朽化や耐震化に問題を抱えている状況です。

　吉羽浄水場、本町浄水場、鷲宮浄水場及び八甫浄水場については、耐震診断を行

っており、各施設の耐震の状況は以下のとおりです。なお、森下浄水場、菖蒲浄水

場及び佐間浄水場については、耐震診断が未実施となっています。

４ 浄水場

４‐１ 浄水場の現状

吉羽浄水場 管理棟 昭和47年度 地震動レベル1※1 適合

１系着水井・混和池 昭和47年度 不適合

２系着水井・混和池 昭和53年度 地震動レベル1 適合

No.1 RC配水池 昭和47年度 1,450m
3 不適合

No.2 RC配水池 昭和47年度 1,450m
3 不適合

No.3 RC配水池 昭和54年度 2,200m3 地震動レベル1 適合

No.4 RC配水池 昭和54年度 2,200m3 地震動レベル1 適合

No.5 PC配水池 平成  4年度 9,000m3 地震動レベル2※2 適合

本町浄水場 管理棟 昭和57年度 地震動レベル2 適合

No.1 PC配水池 昭和57年度 13,000m
3 地震動レベル2 適合

鷲宮浄水場 管理棟 昭和46年度 地震動レベル2 適合

自家発電機室 昭和46年度 地震動レベル2 適合

着水井・塩素接触池 昭和46年度 不適合

No.1 ｽﾃﾝﾚｽ配水池 平成21年度 1,250m3 地震動レベル2 適合

No.2 ｽﾃﾝﾚｽ配水池 平成21年度 1,250m
3 地震動レベル2 適合

No.3 RC配水池 昭和52年度 1,250m
3 地震動レベル1 適合

No.4 RC配水池 昭和52年度 1,250m
3 地震動レベル1 適合

八甫浄水場 管理棟 昭和57年度 地震動レベル2 適合

着水井・塩素接触池 昭和57年度 地震動レベル1 適合

No.1 PC配水池 昭和57年度 3,000m3 地震動レベル2 適合

No.2 PC配水池 昭和59年度 5,000m
3 地震動レベル2 適合

No.3 PC配水池 平成  ５年度 5,000m
3 地震動レベル2 適合

　※1 地震動レベル１：震度５強程度の地震を想定しています。

　※2 地震動レベル２：震度６強程度の地震を想定しています。

耐 震 状 況浄水場名 施 設 名 竣 工 年 度 規　模
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　既存施設の運用を継続した施設更新では、バックアップ機能の確保が重要となり

ます。しかしながら、吉羽浄水場や本町浄水場については既存の用地が狭く、また

市街地ということもあり用地の拡張が難しいことから、施設更新に必要なバックア

ップ機能の確保が難しい状況となっています。

吉羽浄水場は市街地にあり、隣接の建物が接近してい

ます。

鷲宮浄水場のＲＣ配水池の設置状況です。隣接の建物

が接近しています。

更新後の鷲宮浄水場１号、２号配水池。

更新により耐震性能を確保しています。
更新前の鷲宮浄水場１号、２号配水池。
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１．経年施設の計画的な更新

２．施設の耐震化推進

１．経年施設の計画的な更新

　　今後発生する経年施設については、水需要の動向などから各施設に求められる

　施設能力や施設整備の必要性を見極めながら、適切な維持管理のもと延命措置に

　より更新時期に幅を持たせるなど、計画的に更新を行っていくことが必要です。

　さらに、更新に必要な用地の確保が難しい施設については、配水ブロックの見直

　しや施設の耐震化と併せて、移転を視野に入れた施設更新についての検討が必要

　となります。

２．施設の耐震化推進

　　菖蒲地区及び栗橋地区の浄水場については、耐震診断が未実施となっているこ

　とから、早急に耐震診断を実施する必要があります。

　　また、すでに耐震診断結果の出ている施設についても、老朽施設の更新計画と

　併せて耐震化の方策を検討し、実施する必要があります。

４‐２ 浄水場の課題
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　配水管布設状況は、総延長が約８５０㎞

となっています。管種別の割合としては、

全体の約４０％が鋳鉄管、約５０％が塩化

ビニル管、残り約１０％がポリエチレン管、

石綿管、その他となっています。

　また、各地区における配水管の布設状況

は以下のとおりとなっています。

５ 配水管施設

５‐１ 配水管施設の現状

鋳鉄管

42%

石綿管

0%

塩化ビニ

ル管

57%

ポリエチ

レン管

0%

その他

1%
久喜地区

鋳鉄管

21%
石綿管

7%塩化ビ

ニル管

50%

ポリエチ

レン管

22%

その他

0%
菖蒲地区

鋳鉄管

38%

石綿管

2%

塩化ビニ

ル管

59%

ポリエチ

レン管

0%

その他

1%
栗橋地区

鋳鉄管

52%

石綿管

2%

塩化ビニ

ル管

46%

ポリエチ

レン管

0%

その他

0%
鷲宮地区

鋳鉄管

39%

石綿管

2%

塩化ビニル管

54%

ポリエチレン

管

5%

その他

0%

配水管の管種別布設状況

単位：km

管 種

地区名

久喜地区 140.3 0.3 187.9 1.2 3.3 333.0

菖蒲地区 36.3 12.9 88.7 39.1 0.6 177.6

栗橋地区 63.3 2.6 98.2 0.0 0.9 165.0

鷲宮地区 87.1 2.9 78.4 0.8 0.0 169.2

計 326.9 18.7 453.2 41.0 4.8 844.7

※平成２１年度末現在

※端数処理を行っているため、必ずしも合計値が一致するものではありません。

その他 計鋳鉄管 石綿管 塩化ビニル管 ポリエチレン管
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　本市の水道事業は、久喜地区、菖蒲地区、栗橋地区及び鷲宮地区の４つの地区で

運用しています。４つの地区ではこれまで、各々の水道事業が地域の特性に合わせ

た整備を進めてきており、整備方針の違いからとくに基幹管路（配水本管）と供給

管（配水支管）の取り扱いに差異が生じています。平成２１年度現在、整備状況は

以下のとおりとなっています。

　本市には、利根川、中川、青毛堀川、備前堀川、野通川及び元荒川等の河川や、

葛西用水、見沼代用水をはじめとする用水路等があることから、これら水系の横断

に必要な水管橋の総数は約３００箇所以上となっています。また、水管橋はそのほ

とんどが露出配管であり、風雨にさらされるなど使用条件が厳しいことや地盤沈下

の影響を受けるなど、他の埋設管に比べて痛みが早く漏水の原因になっています。

　　　　　項 目
 地区名

基幹管路全延長

18.5 ㎞

現在の給水管
分岐箇所数

菖蒲地区

栗橋地区

9.4 ㎞

10.2 ㎞

鷲宮地区

計

供　給　管
未整備延長

供給管整備率

久喜地区 23 箇所 84.3 ％2.9 ㎞

7.7 ㎞

6.7 ㎞

9.2 ㎞

47.3 ㎞

86 箇所

46 箇所

157 箇所

312 箇所

18.0 ％

34.3 ％

36.9 ％5.8 ㎞

23.1 ㎞

◇◆◇ 基幹管路（口径３００㎜以上）と供給管未整備延長 ◇◆◇

水管橋の設置状況です。老朽化が進んでいます。 水管橋の設置状況です。

25



１．石綿管を含めた経年（老朽）管の更新と耐震化の推進

２．基幹管路と供給管の分離

３．基幹管路の耐震化と整備

４．水管橋の調査及び更新

５．管路管理システムの統一

１．石綿管を含めた経年（老朽）管の更新と耐震化の推進

　　経年（老朽）管の更新と併せ、管路の耐震化は着実に進んでいますが、未だに

　石綿セメント管や塩化ビニル管（ＴＳ継手）、また鋳鉄管であっても接合形式が

　Ｔ形等であるなど、耐震性能の低い管種が残されています。

　　そのような状況のなか、今後は昭和４０年代から５０年代にかけての拡張期に

　整備された多くの配水管が順次耐用年数を迎えることとなり、大規模な更新需要

　への適切な対応が求められてきます。とくに耐震性能が低い石綿セメント管（平

　成２１年度末現在、残存延長は約１９㎞となっています。）については、引き続

　き計画的に更新を行い、できるだけ早い時期での解消が求められています。

　　経年（老朽）管の更新や管路の耐震化は多大な費用を要するため、工事の実施

　にあたっては、布設状況、緊急性、優先度を考慮し、適切な更新時期を見極めて

　いくことが大切になります。

２．基幹管路と供給管の分離

　　基幹管路（口径３００㎜以上）からの給水管分岐は、管路の耐震性を著しく低

　下させるばかりでなく、給水管の漏水事故に起因して断水する場合の断水区域が

　広範にわたるなど、安定給水を損なう原因を増加させることとなります。このよ

　うなことから、基幹管路の路線に平行した供給管の整備を早期に進めて、基幹管

　路本来の役割に戻すことが必要です。

５‐２ 配水管施設の課題
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３．基幹管路の耐震化と整備

　　基幹管路が震災等で破損した場合、その影響は広範に及び、復旧までには多く

　の時間と費用がかかることとなります。

　　本市では、口径３００㎜以上の配水管を基幹管路として位置づけ、順次耐震性

　能を有するダクタイル鋳鉄管へと布設替えを行っています。平成２１年度末まで

　に約９㎞の耐震化が完了していますが、総延長約４７㎞全てを耐震化するまでに

　は残り約3８㎞について更新が必要な状況です。

　　このようなことから、引き続き経年（老朽）管の更新などと調整を行うととも

　に、優先度を考慮にいれ、また供給管の整備と併せて計画的かつ着実に更新を進

　める必要があります。

　　さらに、市内全域において効率的な水運用を行うための配水ブロックの見直し

　や、非常時のバックアップ機能の充実を図るため、相互融通に必要な補強連絡管

　として基幹管路の整備が求められています。

４．水管橋の調査及び更新

　　河川や用水路に架かる水管橋は、経年変化により漏水事故発生などの原因とな

　り易いことから、定期的な点検により維持補修を行うとともに、計画的に更新を

　行うための調査が必要となっています。

５．管路管理システムの統一

　　現在、管路管理に必要な情報については、地区により台帳の整理状態が異なっ

　ています。今後は、管路管理システムを整備し、また統一を図っていくことで、

　日常の維持管理業務の効率化に努めることが必要です。また、災害時などにおい

　ては、多くの関係者が管路管理に必要な正確な情報を迅速に入手することで、応

　急復旧作業の効率化を図り、できる限り速やかな復旧を目指すことで、お客様に

　より安心して水道水を利用していただけるようなシステムの充実が求められてい

　ます。
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１．経営指標による分析（１）

　　営業収益に占める営業利益の割合の指標として「営業収益営業利益率
※1

」があ

　ります。これを見ると、各地区の値でばらつきがあるものの、本市の値
※2

では、

　15～30万人の同規模事業体よりも良好であるといえます。また、配水の効率性

　を見る指標である「有収率
※3

」を見ると、同規模事業体と比較して概ね同水準に

　にあるといえます。

６ 経営

６‐１ 経営の現状

◇◆◇ 営業収益営業利益率及び有収率の推移 ◇◆◇

営業収益営業利益率の推移 有収率の推移

※1 営業収益営業利益率：営業収益営業利益率(%)＝ 営業利益 ÷ 営業収益 × 100

この値が高いほど、良好であるといえます。営業収益に占める営業利益の割合です。

※2 本市の値：４地区の数値を合算したものです。

※3 有収率：有収率(％)＝ 年間有収水量 ÷ 年間配水量 × 100

この値が高いほど、良好であるといえます。有収水量は、年間配水量のうち直接収入として得られる水量で

す。
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久喜市 15～30万人(%)

平成16 平成17 平成18 平成19 平成20

久喜市 14.4 17.4 15.4 14.9 16.0

15～30万人 15.2 14.6 14.0 12.7 11.2
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久喜地区 20.0 18.7 15.1 14.5 14.9

菖蒲地区 -1.2 -0.6 -4.1 -4.1 5.6

栗橋地区 11.9 20.1 13.3 8.3 9.7

鷲宮地区 12.1 22.0 27.4 30.2 28.4
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平成16 平成17 平成18 平成19 平成20
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15～30万人 90.5 90.1 90.1 90.4 90.7
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久喜地区 87.1 88.6 87.8 89.4 92.0

菖蒲地区 86.9 86.1 85.5 84.8 84.8

栗橋地区 97.3 96.4 96.4 97.2 96.1

鷲宮地区 89.9 89.4 90.6 88.7 90.5
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２．経営指標による分析（２）

　　職員一人あたりにつき、どれだけの収益を生み出したかどうかを測る指標とし

　て「労働生産性
※1

」があります。これを見ると、本市の値
※2

では１５～３０万人

　の同規模事業体より高い水準で推移しています。

　　短期的な支払い能力を判断する指標として「流動比率
※3

」があり、本市の値で

　は同規模事業体よりも上昇傾向にあり、良好であるといえます。

◇◆◇ 労働生産性と流動比率の推移 ◇◆◇

労働生産性の推移 流動比率の推移

※1 労働生産性：労働生産性(百万円) ＝ 営業収益 ÷ 損益勘定職員数 × 100

この値が高いほど、少人数で大きな営業収益をあげているといえます。

損益勘定職員一人あたりの営業収益をみます。

※2 本市の値：４地区の数値を合算したものです。

※3 流動比率：流動比率(%) ＝ 流動資産 ÷ 流動負債 × 100

この値が高いほどよく、少なくとも100%以上であれば良好といえます。

流動負債（短期借入金等）に対する流動資産（現預金等）の割合をみます。
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鷲宮地区 99 102 100 109 114
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久喜地区 457.1 674.9 564.6 798.2 1,113.2

菖蒲地区 222.8 404.3 609.8 399.8 560.5

栗橋地区 420.0 548.0 654.0 1,162.1 817.3

鷲宮地区 1,069.6 860.0 684.0 539.4 651.6
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３．水道料金と水道加入金の現状

　　現在、水道料金の統一に向けて作業を行っており、統一までの間については、

　合併前と変更はなく、旧市町における料金体系を継続しています。

　　基本料金のうち口径１３㎜について見ると、久喜地区では７８０円／月、菖蒲

　地区では ２,５６２円／２月、栗橋地区では一般・病院として １,１００円／月、

　鷲宮地区では６００円／月となっています。

　　水道加入金のうち口径１３㎜について見ると、久喜地区で１３６.５千円、菖蒲

　地区で１９８.４５千円、栗橋地区で４００千円、鷲宮地区で２６２.５千円となっ

　ています。

　　本市の水道料金の納付は、久喜市役所、各総合支所、浄水場（吉羽・森下・佐

　間・鷲宮）、出納取扱金融機関・収納取扱金融機関、コンビニエンスストアで行

　っています。また、サービス向上の一環として口座振替納付をホームページ等で

　呼びかけており、約７９％（平成２２年１２月末現在）が口座振替納付となって

　います。

◇◆◇ 水道料金・加入金の現状(平成22年度現在) ◇◆◇

・一般・病院

1,100円／月

口径20㎜ 1,100円／月 2,940円／2月 ・工場 600円／月

口径25㎜ 4,200円／月 3,940円／2月 1,500円／月 2,300円／月

7,434円 7,240円 8,022円 7,412円

口径13㎜ 136.5千円 198.45千円 400千円 262.5千円

口径20㎜ 367.5千円 425.25千円 400千円 420千円

口径25㎜ 630千円 790.65千円 945千円 798千円

※基本料金（税抜）は一部の例示です。水道料金は、2か月分の基本料金と従量分の合計額となります。

※水道料金モデルは、概ね3人世帯の一般家庭（口径20㎜）で、2か月間で48m
2
使用した場合（税込）です。

※水道加入金の金額（税込）は一部の例示です。

地区名
久喜地区 菖蒲地区 栗橋地区 鷲宮地区

項目

基本料金

口径13㎜ 780円／月 2,562円／2月 600円／月

水道料金モデル

水道
加入金

地区名
久喜地区 菖蒲地区 栗橋地区 鷲宮地区

項目
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４．職員の現状

　　本市の水道職員は、合併時に職員配置の見直しを行ったことにより、合併前の

　４０名から３６名になりました。水道職員としての必要な知識や技術の維持・向

　上を目指して、日本水道協会などが主催する研修会や講習会に積極的に参加して

　います。

31



１．経営の健全化

２．お客様サービスの向上

３．人材育成

１．経営の健全化

　　現在、水道事業運営は４つの地区に分けて行っていますが、今後は事業統合に

　より市内全域においてバランスのとれた効率的な事業運営を行っていく必要があ

　ります。そのため、配水ブロックの見直しに伴う補強連絡管の整備や基幹管路の

　耐震化をはじめとする管網整備、さらには、浄水場や配水管などの経年（老朽）

　施設の更新など、その実現に向けた取り組みには多大な費用が見込まれます。

　　このような状況のなか、なおいっそうの経営努力が求められています。

２．お客様サービスの向上

　　ライフスタイルの多様化に合わせて、お客様の利便性の向上を図るため、今後

　とも、水道料金納付方法の検討などサービスの充実を図っていく必要があります。

３．人材育成

　　安全で、安心できる水道水の供給を将来にわたり継続していくためにも、職員

　の知識や技術の維持・向上を図ることが大切です。しかしながら、職員には退職

　や定期人事異動があることから、それまでに培った知識や技術を継承していく必

　要があります。

６‐２ 経営の課題
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１．応急給水の状況

　　本市では応急給水に必要な水の確保について次のような状況となっています。

　　※各配水池の貯留水量は、配水池容量の４０％を想定しています。

　　応急給水用として確保される水の量は、災害時の目標水量を３㍑／人・日と想

　定した場合、計画給水人口１５７,９００人に対し約４０日分が確保されることと

　なります。

　　また、新「久喜市」合併を記念して、安全でおいしい水道水をＰＲするととも

　に、災害時の備蓄用としてペットボトル水「久喜の水」を製造しました。

貯留施設 数量 貯留水量

吉羽浄水場（ＰＣ配水池） １池 ３,６００ｍ3

本町浄水場（ＰＣ配水池） １池 ５,２００ｍ3

森下浄水場（ＰＣ配水池） １池 １,６００ｍ3

佐間浄水場（ＰＣ配水池） ２池 ３,２００ｍ3

鷲宮浄水場（ＳＵＳ配水池） ２池 １,０００ｍ3

合計　２０,３６０ｍ3

鷲宮地区耐震性貯水槽 ５基 ２５０ｍ3

八甫浄水場（ＰＣ配水池） ３池 ５,２００ｍ3

栗橋地区耐震性貯水槽 ５基 ３１０ｍ3

７ 危機管理体制

７‐１ 危機管理体制の現状

「久喜の水」は、地下約２７０ｍの水脈から汲み上げた深井戸水をボトリ

ングしたものです。

33



　　平成２２年度現在、応急給水のための給水車１台、給水タンク１０基（搬送用

　トラック４台）を保有するとともに、応急給水の拠点となる浄水場については、

　緊急時用給水装置を設置するなど災害に備えています。

　　また、災害時に管路の破損などで多量の水が配水池から流れ出てしまうことを

　防ぐため、配水池に緊急遮断弁を設置するとともに、電気の供給が停止しても水

　を送り続けられるよう、全ての浄水場に自家発電設備が設置されています。

耐震性貯水槽の設置状況です。

緊急遮断弁の設置状況です。

耐震性貯水槽からの応急給水の様子です。

自家発電設備の設置状況です。
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２．危機管理（災害対策）マニュアルの状況

　　震災などにより水道施設に多大な被害が生じた場合においても、お客様の生活

　に欠かすことのできない水道水の供給をいち早く行うため、応急復旧作業の効率

　化を図り、また、できる限り速やかな復旧を目指すことが求められています。

　　そのような状況のなか、本市水道事業では、計画的に応急復旧が実施できるよ

　う「ライフライン（水道）災害復旧マニュアル」を策定するとともに、災害時を

　想定した訓練を定期的に実施しています。

応急給水訓練の様子です。応急給水訓練の様子です。
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１．応急給水の充実

２．危機管理（災害対策）マニュアルの充実

１．応急給水の充実

　　応急給水の充実は、災害時など生命維持に要する飲料水の確保、医療用水の確

　保及びトイレ用水など生活用水の確保につながります。

　　そのため、応急給水に必要な設備の整備・点検に努めるとともに、災害用備品

　（応急給水栓など）について充実を図っていく必要があります。

２．危機管理（災害対策）マニュアルの充実

　　災害対策、テロ対策体制の強化を図ることで、お客様により安心して水道水を

　利用していただけるよう、地域防災計画などとも相互に連携を図りながら、応急

　給水、応急復旧に伴う緊急措置などを計画的かつ効率的に実施するため、さらな

　るマニュアルの充実が求められています。

７‐２ 危機管理体制の課題

緊急時用給水装置の設置状況です。 給水タンクを搬送用トラックに設置した様子です。

36



　本市水道事業では、供給開始以来、安全・安心な水道水を安定的に供給する体制

を築いてきました。

　今後は、少子高齢化や節水意識の定着などにより、大幅な給水収益の増加が見込

めないことから、将来予想される大規模な施設更新や耐震化対策の実現に向けて、

なおいっそうの経営努力が求められています。

　このような状況のもと、将来にわたりお客様に、安全・安心な水道水の安定供給

を図るために、施設運用の効率化や経営の効率化など、課題解決に向けた取り組み

を行っていきます。

　本市水道事業では将来像を次のとおり定めます。

　将来像である『将来へ引き継ぐ安全・安心な水道』を実現するため、本市水道事

業では３つの基本理念を掲げて、体系的に施策を実施していきます。

『　将来へ引き継ぐ安全・安心な水道　』

第４章 将来像の設定

1 水道事業の将来像

２ 基本理念

安 定

安全・安心

持 続

安全で信頼される水道

将来へ引き継ぐ水道

安定している水道

◇◆◇ 基本理念 ◇◆◇
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　　本水道ビジョンの施策体系は次のとおりとします。

取り組み基本理念 基本施策

３ 施策の体系

１ 水道施設の再構築
・配水ブロックの再編成

・補強連絡管の整備

・地下水の縮小（県水への転換）

２ 水道施設の耐震化
・施設の耐震化

・供給管の整備

・基幹管路の耐震化

３ 危機管理体制の強化
・管路管理システムの活用

・災害対策・テロ対策体制の強化

・埼玉県企業局との協力体制の確立

安定している水道

４ 水質管理体制の充実

・水質検査計画の策定

と水質検査の実施

・貯水槽水道の指導

・管路内水質管理の充実

安全で信頼される水道

５ 安定給水の確保
・経年施設の計画的な更新

・経年（老朽）管路の計画的な更新

６ 健全財政の確立
・経営の健全化

・人材育成

７ お客様サービスの向上
・情報提供の充実

・給配水管の漏水修繕の迅速化

将来へ引き継ぐ水道

８ 環境に配慮した取り組み
・環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの推進

・省エネルギー対策の推進

『 将来へ引き継ぐ安全・安心な水道 』
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　　本市の水道事業は、これまで各々の水道事業として、地域の特性に合わせた整

　備を進めてきております。

　　このような状況のなか、現在の浄・配水施設の配置や地域の水需要の状況を踏

　まえ、できる限り現況の配水管網を活用した合理的な整備展開を図りつつ、将来

　構想として、統合のスケールメリットを生かしたより効率的な水運用が可能な配

　水ブロックへの再編を目指し、浄・配水施設の統合、集約化を図っていきます。

　　　　　　◇◆◇　配水ブロック再編のイメージ図　◇◆◇

１ 課題解決に向けた取り組み

第５章 施策の展開

補強連絡管の整備によりバックアップ機能の充実を図るとともに、水源について

は段階的に地下水を県水へと切り替えることで、配水ブロックの見直しを行い安定

した水道水の供給に努めます。また、配水拠点となる浄水場や基幹管路の耐震化を

図るとともに災害時の体制を整えることで、危機管理体制の強化に努めます。

安定している水道

水道施設の再構築

配水ブロックの再編成
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　　これにより、将来予想される大規模な施設更新や耐震化に対応していくととも

　に、統合のスケールメリットを生かした維持管理費用の低減など、施設運用の効

　率化を図ります。しかし、構想の実現には、配水場施設の建設や配水管網整備な

　ど多大な費用がかかることから、段階的に各種整備を行っていくことが必要です。

　　そのための第一歩として、本水道ビジョンの計画期間内では、久喜地区と菖蒲

　地区をむすぶ補強連絡管の整備及び地下水の段階的な縮小を行っていきます。

　　浄・配水場再編に伴う相互連絡管整備の一環として、久喜地区と菖蒲地区をむ

　すぶ約７㎞の区間について、補強連絡管の整備を行います。

　　久喜地区と菖蒲地区の間は浄水場が離れていることから、この補強連絡管の整

　備により、今後水需要の増加が見込まれる久喜・菖蒲境周辺地区への安定給水を

　確保するとともに、バックアップ機能の充実を図ります。また、これにより当該

　地区の水運用を統合することで、老朽化した菖蒲浄水場を廃止いたします。

凡 例

既設

廃止

①森下浄水場

②菖蒲浄水場

③吉羽浄水場

④本町浄水場

⑤鷲宮浄水場

⑥八甫浄水場

⑦佐間浄水場

◇◆◇ 施設整備のイメージ図 ◇◆◇

補強連絡管の整備

1

4

3

7

6

2

補強連絡管の整備

地下水から県水への

段階的な切り替え
地下水から県水への

段階的な切り替え

地下水から県水への

段階的な切り替え

5
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　　本市水道の水源は地下水及び県水となっています。地下水については水道水の

　消毒効果を減少させるアンモニア性窒素を多く含むことや、鉄やマンガンなどに

　よる着色や臭気があるなど水質的に不安定であることの他、環境保全面から多量

　の取水ができないことに加え、井戸自体の劣化、浄水処理施設の老朽化や耐震化

　による多大な更新事業費が必要となることなど、さまざまな問題を抱えています。

　一方、県水は受水費用はかかりますが、清浄で安定した水質の水が得られます。

　　本市水道事業の課題解決と将来像の実現のため、地下水と県水の水源運用につ

　いて検討した結果、地下水を縮小することで、水質的に安全でかつ安定した水の

　確保が行え、浄水処理施設についても、老朽化対策や耐震化に必要となる多大な

　費用の削減が可能となります。また、将来の配水ブロック再編に向けて、井戸の

　近傍という浄水場の立地条件を取り除くことにより、拠点施設選定の柔軟性が確

　保できます。

　　さらに、全ての浄・配水場が県水受水を行うことにより、県水送水管を通した

　間接的なループ化が図られます。

　　これらのことから、水源については計画的に地下水から県水へと、段階的に切

　り替えを行っていきます。

　

地下水の縮小（県水への転換）

6,453 6,790 6,790

H22～31 H32～41 H42～51

地下水縮小

7,633 7,529

9,573

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

H22～31 H32～41 H42～51

運営費

(百万円)

年度

地下水継続

原水浄水費

取水・浄水設備更新に必要な費用

原水浄水費は水道水として使える使用可能な状態の水を得るための

費用です。地下水を縮小した場合、原水浄水費が上昇しますが、施

設更新費用が無いため、全体的な費用は少なくなります。

◇◆◇ 地下水継続と縮小の費用比較イメージ図 ◇◆◇
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　　なお、地下水縮小に伴う渇水時等の給水リスクについては、地下水を有する吉

　羽浄水場の施設能力を有効活用するとともに、県水の供給元である埼玉県企業局

　との連携・協議を密にしたうえ、県水を地下水源の無い浄水場に振り分けるなど、

　給水への影響が 小限となるよう水源運用を行っていきます。
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　　配水拠点となる浄水場のうち耐震診断を実施していない施設について、早急に

　耐震診断を実施します。また、診断結果から耐震化に向け施設ごとに必要な補強

　方法を検討するとともに、各施設に求められる施設能力や施設整備の必要性を見

　極めることで、合理的な設備投資をし、災害に強い施設の構築を図ります。

　【吉羽浄水場】

　　　耐震診断の結果、既存のＲＣ配水池などで耐震性の劣る結果がでている吉羽

　　浄水場については、液状化が心配される地盤であること、また用地が狭く既存

　　施設を運用しながらの耐震補強工事が難しいことなどから、配水ブロックの見

　　直しや老朽化による施設更新などと合わせ、移転を視野に入れた耐震化につい

　　て検討していきます。

　　基幹管路からの給水管分岐は、管路の耐震性を著しく低下させるばかりではな

　く、給水管の漏水事故時など、広範に影響を与えることから断水による対応が困

　難な状況となっています。また、基幹管路から給水分岐を行うことで、給水区域

　のブロック化に支障をきたすこととなってしまいます。

　　このような状況のなか、基幹管路の埋設されている区間（総延長約４７㎞）に

　ついては、順次供給管の整備を行い、平成２１年度末までに約２４㎞の整備が完

　了しています。

　　引き続き、基幹管路の耐震化と併せて年間約０．５㎞から１㎞のペースで、計

　画 終年度である平成３３年度までに未整備区間約２３㎞のうち約７㎞について

　整備を行います。

水道施設の耐震化

施設の耐震化

供給管の整備
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　　本市では、口径３００㎜以上の配水管を基幹管路として位置づけ、順次耐震性

　能を有するダクタイル鋳鉄管へと布設替えを行っています。平成２１年度末まで

　に約９㎞の耐震化が完了していますが、総延長約４７㎞全てを耐震化するまでに

　は残り約3８㎞について更新が必要となっています。

　　引き続き、経年（老朽）管路の更新などと調整を行うとともに、優先度（病院・

　学校・避難所等）を考慮にいれ、供給管の整備と併せて年間約０．５㎞から１㎞

　のペースで更新し、計画 終年度である平成３３年度までに約７㎞の耐震化を行

　います。

基幹管路の耐震化

0 10 20 30 40 50

平成21年度

平成33年度

2.4

9.7

21.8

21.8

23.1

15.8

延長（㎞）

供給管の整備状況

耐震管

非耐震管

未整備

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

平成21年度

平成33年度

8.7

16.0

38.6

31.3

延長（㎞）

基幹管路耐震化の状況

耐震管

非耐震管
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　　コンピューターによる管路管理システムの整備、充実を図ります。これにより、

　必要な管路情報を迅速に把握することで、日々の維持管理作業、また災害時など

　における応急復旧作業の効率化に努めます。さらに、管路計画の立案に活用する

　とともに、お客様からの問い合わせ時など、窓口業務の対応をスムーズに行うこ

　とで、お客様サービスの充実にもつなげていきます。

　【応急給水】

　　　災害（地震）時については、基幹管路の耐震化により、指定避難場所などへ

　　の供給ルートを確保するとともに、できる限り速やかな復旧を目指します。

　　　また、応急給水のための給水車、給水タンク及び搬送用トラックの整備・点

　　検に努めるとともに、災害用備品（応急給水栓など）の充実を図ります。

　【応援・協力体制】

　　　大規模災害時においては、日本水道協会埼玉県支部災害時相互応援要綱に基

　　づき日本水道協会会員へ応援を要請します。また、小規模災害時における近隣

　　市町との応急給水体制の確立を検討します。

　　　なお、今後は埼玉県水道広域化の動きを視野に、災害用備品の共同購入、相

　　互連絡管の整備などについて検討が必要と考えます。

危機管理体制の強化

管路管理システムの活用

災害対策・テロ対策体制の強化

バルーン式仮設水槽を利用した応急給水の様子です。 給水車からの応急給水の様子です。
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　【危機管理（災害対策）マニュアル】

　　　災害対策、テロ対策体制の強化を図るため、地域防災計画などとも相互に連

　　携を図りながら、応急給水、応急復旧に伴う緊急措置などを計画的かつ効率的

　　に実施するため、「ライフライン（水道）災害復旧マニュアル」の充実を図る

　　とともに、マニュアルに従い訓練を実施していきます。

　　本市の水道事業では、県水を主な水源としています。このため、県水の水質、

　事故情報、建設計画、経営状況など、情報交換に努めるとともに、不測の事態に

　備え、埼玉県企業局との協力体制の確立を図ります。

埼玉県企業局との協力体制の確立
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　　水道法に基づき、毎年水質検査計画を策定し、計画的に水質検査を実施してい

　ます。これにより、今後ともお客様に安心して水道水を利用していただけるよう、

　水道水が水質基準に適合し、安全で良質であるよう努めていきます。

　　なお、水道水の水質検査結果については、「水道だより」及び「久喜市ホーム

　ページ」において公表しています。また、水質検査計画については、お客様のご

　意見をお寄せいただくことで、今後の計画作成にあたり参考とさせていただきた

　いと考えます。

今後も計画的に水質検査を実施するとともに、「水道だより」や「久喜市ホー

ムページ」を通じ水質検査結果を公表するなど情報提供の体制を整えることで、

お客様に安心して水道水を利用していただけるよう努めます。また、貯水槽水道

の指導や管路内水質管理の充実により、安心して飲める安全な水道水をお客様の

もとへ確実にお届けするよう努めます。

安全で信頼される水道

水質管理体制の充実

水質検査計画の策定と水質検査の実施

水質検査（外部委託）の様子です。水質検査（外部委託）の様子です。
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　　衛生行政とも連携を図り、貯水槽水道の設置者・使用者等に対して情報の提供、

　指導、助言を行うとともに、その情報の共有化を図ります。

　　管路内の水質を保つため、水道管の洗浄作業を必要に応じて実施します。これ

　により、濁り水の発生など水道水質への影響を予防していきます。

　　また、平成２２年度現在、市内６箇所に設置されている末端監視設備について

　は、配水ブロックの見直しと合わせ、監視範囲や設置場所について検討していく

　ことで、細やかな水質管理に努めます。

貯水槽水道の指導

管路内水質管理の充実

水道管の洗浄作業では、広報作業によりお客様に事前

のお知らせをしています。

洗浄作業の様子です。お客様への負担を軽減するため

主に夜間での作業となります。
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　　更新に必要な用地の確保が難しい施設については、配水ブロックの見直しや施

　設の耐震化などと合わせ、移転を視野に入れた更新について検討していきます。

　　機械・電気設備については、標準的な耐用年数が比較的短いものとなっている

　ことから、この点を考慮するとともに、定期的な保守・点検により実際の運転状

　況に沿った形での更新時期を見極めることで、更新計画の効率化を図ります。ま

　た、今後も更新に合わせエネルギー効率の高い機器を導入していくことで、環境

　負荷低減についても配慮していきます。

　【菖蒲浄水場】

　　　老朽化の著しい菖蒲浄水場については、配水ブロックの見直しにより廃止い

　　たします。これにより施設更新の負担軽減を図ります。

経年施設の更新や耐震化と調整し、水需要の動向に合わせた施設規模の見直し

を適切に行うとともに、貴重な資源である「水」の有効利用に努めることで施設

の維持・管理にかかる業務負担の軽減を図ります。また、外部委託の活用や人材

育成の充実により技術レベルを確保するとともに、情報提供などお客様サービス

の充実を図ることで、将来にわたり安定した給水サービスの提供に努めます。

将来へ引き継ぐ水道

安定給水の確保

経年施設の計画的な更新

菖蒲浄水場では老朽化がすすんでいます。
菖蒲浄水場では住宅が隣接しており、更新も難しい状

況です。
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　【佐間浄水場】

　　　凝集沈澱処理を行っている佐間浄水場については、他の浄水場に比べて浄水

　　処理に関わる機械・電気設備が多くあります。このため、水源を計画的に地下

　　水から県水へと切り替えることで、更新時期を迎えている浄水処理に関わる設

　　備更新の負担軽減を図ります。

　【鷲宮浄水場】

　　　取水設備、浄水設備の更新時期を迎えている鷲宮浄水場については、水源を

　　計画的に地下水から県水へ切り替えます。これにより、既存配水設備を有効利

　　用しつつ、取水・浄水設備更新の負担軽減を図ります。

　　本市には総延長約８５０㎞の配水管が整備されており、今後は昭和４０年代か

　ら５０年代の拡張期に布設された配水管が順次耐用年数を経過し、更新時期を迎

　えます。

　　このようなことから、経年（老朽）管路については、埋設状況（土壌・土質な

　ど）、緊急性（漏水の発生頻度など）、優先度（病院・学校・避難所など）を考

　慮し、計画的に更新を行っていきます。

　　とくに、耐震性能の低い管種（石綿セメント管、塩化ビニル管（ＴＳ継手）、

　鋳鉄管（Ｔ形等））については、優先順位の高いものとして着実な実施に努めま

　す。なかでも石綿セメント管については、年間約２㎞のペースで更新を行い、計

　画 終年度である平成３３年度までに総延長約１９㎞の解消を目指します。

経年（老朽）管路の計画的な更新
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　【水管橋】

　　　水管橋はそのほとんどが露出配管であり、風雨にさらされるなど使用条件が

　　厳しいことや地盤沈下の影響を受けることから、他の埋設管に比べて劣化の進

　　行が比較的早いものとなっています。このため、保守点検をしっかりと行い、

　　補修による正常な状態の維持に努めます。

　　　また、更新計画立案に必要な調査を実施します。これにより、適切な更新時

　　期を見極め、計画的に更新を行っていくことで、漏水による水の無駄な消費を

　　抑えて有収率の向上につなげていきます。

防食のためポリエチレンスリーブを被覆しています。耐震性を有する管路へと更新を行っています。
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　　本市の水道事業は、平成２４年度から新しい料金体系で運営されます。今後、

　水道施設整備や更新需要の拡大などに向け、なおいっそうの経営努力が求められ

　ます。このため、施設運用の効率化、水資源の有効利用、外部委託の活用などに

　よる適正な定員管理など、新しい料金体系での健全財政確立に向けて取り組んで

　いきます。

　【施設運用の効率化】

　　　市域全体のバランスを視野に入れ、配水ブロックの再構築による施設統合や

　　施設規模の適正化を推進します。これにより、施設運用の効率化を図ります。

　【水資源の有効利用】

　　　経年（老朽）管路や使用条件の厳しい管路（水管橋など）について、計画的

　　な更新を行い漏水防止に努めていきます。

　　　また、これまで一部地区では、配水管網の未整備等を原因とした残留塩素低

　　下がみられ、その防止策として管路の洗浄排水を多く行ってきました。こうし

　　た多量の洗浄排水は、有収率向上を抑制する要因のひとつとなっていることか

　　ら、今後は水質の安定した県水の割合を多くするとともに、配水ブロックの見

　　直しを行うことにより、管路内水質の安定化を図り、洗浄排水量の削減に努め

　　ます。

　　　さらに、なかなか発見しにくい地中で発生する漏水を早期に発見し、修繕を

　　行うため、漏水調査を実施します。漏水は配水支管からのお客様への給水管分

　　岐部で多くなっていることから、配水管の漏水調査に加え、今後は、給水管の

　　漏水をいち早く発見するため、お客様の水道メーター付近までの漏水調査にも

　　取り組んでいきます。

　　　こうした取り組みにより、貴重な資源である「水」の有効利用と有収率向上

　　を図っていきます。

健全財政の確立

経営の健全化
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　【外部委託の活用】

　　　平成２２年度より、各浄水場とも運転管理業務を全面委託へと切り替え、一

　　本化を図ることで業務の効率化に努めています。引き続き、外部委託なども活

　　用し適正な定員管理を実施していくことで、効率性に配慮した組織づくりに取

　　り組んでいきます。

　　安全・安心な水道を将来に引き継いでいくために、引き続き日本水道協会など

　が主催する外部研修に積極的に参加することで、技術レベルの確保に努めます。

　　また、通常の運転管理や施設維持管理業務に加えて、事故時や災害時など不測

　の事態における給水を確保するためにも、浄水場施設の操作や運用、配水管施設

　の把握等について「マニュアル化」を図り、定期的に訓練を実施するなど、迅速

　な対応を目指した体制づくりに努めていきます。

人材育成

給水管の漏水発見のため、メーター付近の調査にも取

り組んでいます。

漏水調査の様子です。貴重な資源である「水」の浪費

を抑えるため取り組んでいます。
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　【広報紙】

　　　・広報くき（毎月１日発行）

　　　・広報くきお知らせ版（毎月１５日発行）

　　　・水道だより（年２回発行）

　　お客様にとって分かりやすい紙面と情報の提供に努めます。

　【インターネット】

　　　・久喜市ホームページ

　　掲載する情報の充実を図るとともに 新情報の提供に努めます。

　【漏水修繕の迅速化】

　　　市内管工事事業者でつくる組合へ委託し、２４時間体制で漏水修繕等を行い

　　ます。

お客様サービスの向上

情報提供の充実

給配水管の漏水修繕の迅速化

「水道だより」。年２回の発行により、お客様への情

報提供に努めています。
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　　本市は、環境への影響を優先的に配慮し、環境への負荷の少ない持続的な発展

　が可能な循環型社会の実現を目指すため、環境方針を定めています。水道事業に

　おいても、ＩＳＯの規格に基づいた環境マネジメントシステムに取り組み、環境

　負荷の低減を図り、環境に配慮した経営を行います。

　　また、公共工事に係る環境配慮として、水道事業では設計段階、工事段階にお

　いて低騒音・低振動型の建設機械の使用、再生資源の活用、工事現場からの汚染

　防止、建設廃棄物の適正処理等の項目チェックを実施しています。今後ともこう

　した活動を通じて、環境負荷低減に努めていきます。

　　水道事業は、大量の電気を使用することから、今後も機器等の更新時において

　は、省エネルギーで環境に配慮した機器等の導入を図ります。また、公用車では、

　環境に配慮した低燃費自動車（ハイブリット車、電気自動車など）の導入を検討

　します。

 

環境マネジメントシステムの推進

省エネルギー対策の推進

吉羽浄水場では緑のカーテンを実施しています。

環境に配慮した取り組み
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　本水道ビジョンでは、久喜地区と菖蒲地区をむすぶ補強連絡管の整備及び地下水

の縮小（県水への転換）を、事業統合に伴う優先的な取り組みとして位置づけます。

これにより、バックアップ機能の充実や施設運用の効率化など事業統合のメリット

を生かします。また、石綿セメント管の更新、供給管の整備及び基幹管路の耐震化

により施設整備水準の統合を図っていきます。

　さらに、個々の取り組みについて計画を策定することで、着実な実施を目指しま

す。なお、取り組みについては計画期間となる事業統合後の１０年間を目標に行っ

ていきますが、進捗に合わせ再検討するとともに、取り組みの多くについては将来

にわたり継続していくことが大切になります。

　・補強連絡管の整備

25 26 27 28 29 30 31 32 33

１水道施設の再構築

　・配水ブロックの再編成

取　り　組　み
年度（平成）

24

２水道施設の耐震化

　・施設の耐震化

　・供給管の整備

　・基幹管路の耐震化

３危機管理体制の強化

　・地下水の縮小（県水への転換）

　・管路管理システムの活用

　・災害対策・テロ対策体制の強化

　・埼玉県企業局との協力体制の確立

継続して実施

継続して実施

安定している水道

久喜地区～菖蒲地区

継続して実施

診断結果を踏まえて検討・実施

計画 終年度に耐震化率約３４％

２ 年 次 計 画

計画 終年度に整備率約６７％

継続して実施

計画策定

耐震診断

将来

佐間浄水場 鷲宮浄水場 森下浄水場
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取　り　組　み
年度（平成）

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

４水質管理体制の充実

　・水質検査計画の策定と水質検査の実施

　・貯水槽水道の指導

　・管路内水質管理の充実

取　り　組　み
年度（平成）

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

５安定給水の確保

　・経年施設の計画的な更新

６健全財政の確立

　・経営の健全化

　・経年（老朽）管路の計画的な更新

　・省エネルギー対策の推進

　・人材育成

７お客様サービスの向上

　・情報提供の充実

　・給配水管の漏水修繕の迅速化

８環境に配慮した取り組み

　・環境マネジメントシステムの推進

継続して実施

継続して実施

継続して実施

継続して実施

継続して実施

安全で信頼される水道

将来へ引き継ぐ水道

継続して実施

継続して実施

継続して実施

継続して実施

継続して実施

水管橋調査

将来

将来

継続して実施

計画策定

計画 終年度に石綿セメント管解消
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　前章までの水需要の動向や課題解決に向けた取り組みをもとに、本水道ビジョン

の計画期間である、平成２４年度から平成３３年度までの１０年間について、財政

収支を試算しました。なお、総収益に含まれる水道料金については、平成２４年度

からの新しい料金体系ではなく、旧１市３町の料金を継続した場合で試算していま

す。

　※金額については、端数処理により合計値が一致しない場合があります。

　※1 総支出：現金収支を出すために、総費用と資本的支出から非現金費用である減価償却費と資産減耗費

　　　　　　　を差し引いています。

１ 経営状況の見通し

第６章 経営状況の見通し

◇◆◇ 財政収支一覧表 ◇◆◇

単位：千円（税抜）

平成

２４年度

平成

２５年度

平成

２６年度

平成

２７年度

平成

２８年度

平成

２９年度

平成

３０年度

平成

３１年度

平成

３２年度

平成

３３年度

総収益 3,420,725 3,414,262 3,411,909 3,455,675 3,447,651 3,452,431 3,457,415 3,467,419 3,473,282 3,483,691

総費用 3,071,359 3,057,864 3,046,632 3,101,848 3,137,220 3,161,950 3,178,173 3,194,916 3,210,406 3,221,713

当年度純利益 349,365 356,398 365,277 353,827 310,431 290,481 279,242 272,503 262,876 261,978

資本的収入 60,000 61,000 61,000 154,000 141,000 61,000 96,000 96,000 96,000 96,000

資本的支出 1,447,313 1,155,157 1,704,023 2,239,374 1,809,579 1,771,774 2,090,466 1,571,109 1,737,612 1,311,699

資本的収支差引 -1,387,313 -1,094,157 -1,643,023 -2,085,374 -1,668,579 -1,710,774 -1,994,466 -1,475,109 -1,641,612 -1,215,699

総収入 3,480,725 3,475,262 3,472,909 3,609,675 3,588,651 3,513,431 3,553,415 3,563,419 3,569,282 3,579,691

総支出 
※1 3,497,676 3,175,299 3,717,845 4,279,780 3,832,636 3,793,930 4,132,172 3,604,638 3,763,831 3,331,989

収支差引 -16,951 299,964 -244,936 -670,105 -243,986 -280,498 -578,757 -41,219 -194,549 247,702

2,668,302 2,968,266 2,723,330 2,053,224 1,809,239 1,528,740 949,983 908,765 714,215 961,918現金残高累計額

収

益

的

収

支

資

本

的

収

支

現

金

収

支

　　　　　　年度

　項目
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～久喜市水道事業基本計画～

平成２３年７月

　〒346-0014　埼玉県久喜市吉羽三丁目４番地７

　 TEL：0480-21-0469

　 URL：http://www.city.kuki.lg.jp/

久 喜 市 水 道 ビ ジ ョ ン

久喜市上下水道部

久喜市水道事業マスコットキャラクター

「みず坊」


