
1

○淀川流域における主要な水道事業者等の

概要と危機管理対策について

資料４－３

（参考資料）
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淀川流域における主要な水道事業者等の概要と危機管理対策について（１）



3

大阪府営水道の概要

○大阪府営水道は、S.23年に事業着手し、現在では、年間６億m3もの水を府
内の市町村（大阪市、豊能町、能勢町を除く４１市町村）に供給している水道用
水供給事業体である。

創立認可 昭和26年2月

供用開始 昭和26年2月

大阪市、豊能町、能勢町を除く大阪府
内の41市町村

233万立方メートル／日

210万立方メートル／日

5億7,800万立方メートル

186万立方メートル

158万立方メートル

418人職員数

事業開始年月日

給水区域

年間給水量

日平均給水量

日最大給水量

施設能力

水源量

（大阪府営水道HP及びH15年度水道統計より）

淀川流域における主要な水道事業者等の概要と危機管理対策について（２）
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（大阪府広域的水道整備計画より）

大阪府営水道の給水区域

淀川流域における主要な水道事業者等の概要と危機管理対策について（３）
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大阪府営水道の水源

淀川流域における主要な水道事業者等の概要と危機管理対策について（４）

（大阪府営水道ＨＰより）
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 給水人口 263万人

 日最大給水量 156万立方メートル

 日平均給水量 133万立方メートル

 日標準給水能力 243万立方メートル

 導送配水管延長 5,140km

4億8,416万立方メートル 年間給水量

（平成16年度末現在）

柴島浄水場 庭窪浄水場 豊野浄水場

(大阪市水道局ＨＰより）

大阪市水道事業の概要

淀川流域における主要な水道事業者等の概要と危機管理対策について（５）
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(大阪市水道局ＨＰより）

大阪市水道事業の主要な施設

淀川流域における主要な水道事業者等の概要と危機管理対策について（６）
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○ 阪神水道企業団は、琵琶湖・淀川を水源として、神戸市、芦屋市、西宮市、尼崎市の
４市に水道用水を供給している。

※ 現在、阪神間４市、約250万人の水需要の約75％、1日最大112万8,000m3の水道水を阪神間４市
の水道局へ供給可能な給水能力を有している。

阪神水道企業団の概要

（阪神水道企業団ＨＰより）

淀川流域における主要な水道事業者等の概要と危機管理対策について（７）
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施設概要

施設系統図

阪神水道企業団の施設概要・施設系統図

（阪神水道企業団ＨＰより）

淀川流域における主要な水道事業者等の概要と危機管理対策について（８）
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大阪府営水道

「大阪あんしん水道計画」－震災後４週間での水道復旧－

施設の耐震化、バックアップシステムづくり、応急対策施設の整備など

「災害時協力井戸の募集」 Ｈ１７年３月

（大阪府営水道ＨＰより）

淀川流域における主要な水道事業者等の概要と危機管理対策について（９）
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（大阪府営水道ＨＰより）

大阪府営水道

水道施設整備の基本計画

「大阪府水道事業将来構想
Ｗａｔｅｒ Ｗａｙ ２１」

（Ｈ１５年３月）

「長期施設整備基本計画」
目標年次Ｈ４２

「中期整備事業計画」 Ｈ
１７～Ｈ２１（５ヶ年）

中期整備事業の概要

淀川流域における主要な水道事業者等の概要と危機管理対策について（10）
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大阪府営水道

「水質検査計画」（原水に関する事項）

汚染されやすい淀川を原水としていることから、水質検査の頻度を高めている

（大阪府営水道ＨＰより）
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・ 濁度計

・ pH計

・ アルカリ度計

・ 塩素要求量計

・ 電気伝導率計

・ 水温計

・ ゆうきセンサー　（ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ計による

一般有機化学物質の監視）

・ コイセンサー（コイによる有害物質の監視）

・ 油膜センサー

浄水場入口（原水）の連続自動測定

淀川流域における主要な水道事業者等の概要と危機管理対策について（11）
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臨時の水質検査が必要な状況 検査項目

1. 水源の水質が著しく悪化したとき
色度、濁度、マンガン、アンモニア性窒素、

残留塩素など

かび臭の発生
2-メチルイソボルネオール、ジェオスミン、

藻類など

化学物質の汚染事故 対象物質の検査、臭気など2. 水源に異常があったとき

魚の浮上 シアン、フェノール、毒物や有害物質など

クリプトスポリジウム症の発生 クリプトスポリジウム、濁度など3. 水源付近、給水区域及びその

周辺等において消化器系感染

症が流行しているとき その他の消化器系感染症発生 大腸菌など

凝集・ろ過不良
色度、濁度、大腸菌、一般細菌、

マンガン、クリプトスポリジウムなど
4. 浄水過程に異常が起ったとき

塩素注入異常
大腸菌、一般細菌、残留塩素、色度

においなど

送水管工事等
濁度、色度、残留塩素の 3 項目から 50 項目

など
5. 送水管等の工事その他水道施

設が著しく汚染されたおそれが

あるとき 水道施設の汚染
色度、濁度、大腸菌、一般細菌など汚染状況

に応じて

6.　　浄水施設等の新設後の通水開始前 水質基準項目 50 項目及び残留塩素など

7.   その他特に必要があると認められたとき 必要に応じた検査

大阪府営水道の臨時の水質検査項目

淀川流域における主要な水道事業者等の概要と危機管理対策について（12）
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大阪市水道

施設整備⇒「大阪市水道・震災対策強化プラン２１（基本構想）」
(1)取水場、浄水場など基幹施設の耐震強化
(2)給・配水拠点、ネットワークの整備
(3)配水系統間の相互融通性の向上
(4)停電対策
(5)資材保有体制の拡充
(6)人工島への安定給水ルートの確保
(7)情報通信システムの信頼性の強化
(8)地震対策にかかるヘッドクォーター施設の耐震性強化

（大阪市水道ＨＰより）

長居配水場上部の長居公園

（点線下部に配水池と緊急時給水
拠点が整備されている）

淀川流域における主要な水道事業者等の概要と危機管理対策について（13）
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大阪市水道

水質監視⇒「大阪市水道・水質管理計画」

○淀川流域の最下流に位置することから、上流側で下水処理場を通じて、または一部直接、
淀川またはその支川に放流される生活廃水や産業施設に留意
○琵琶湖におけるカビ臭発生に留意
○淀川流域で使用される科学化学物質等の河川への流入に留意

(大阪市水道・水質管理計画より)

柴島

庭窪
豊野

淀川流域における主要な水道事業者等の概要と危機管理対策について（14）
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(大阪市水道・水質管理計画より)

大阪市の浄水場

淀川流域における主要な水道事業者等の概要と危機管理対策について（15）

原水水質

大阪市の３つの浄水場の原水水質は、３つの浄水場の取水する位置関係から次のような特徴をあわせ

持ちます。
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淀川水質協議会

昭和40年8月、水道事業7団体（大阪府、大阪市、守口市、枚方市、寝屋川市、尼崎市、阪神水道

企業団）が淀川水質協議会を結成。
昭和57年6月には吹田市、平成4年4月には西宮市、平成9年4月には伊丹市も参加。

水源水質の観測、各種調査研究等を行っている。

（淀川水質協議会ＨＰより）

洛南9号水路重クロム酸ナトリウム流出事故

淀川流域における主要な水道事業者等の概要と危機管理対策について（16）
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阪神水道企業団

■神戸送水路

神戸送水路とは、阪神水道企業団が主に
神戸市へ水道水を給水するためのもので
、西宮市の甲山から芦屋市と神戸市の市
境まで六甲山を横断するトンネルです。こ
の神戸送水路は、当初、山岳ルートとして
、既設の送水トンネルに並行して作られる
予定でしたが、阪神・淡路大震災により既
設トンネルの一部が被害を受けたことか
ら、危険分散のため市街地ルートに変更
しました。全長７．３ｋｍの送水管を神戸市
の大容量送水管と接続することにより、災
害時等に市街地での給水が可能となりま
す。

（阪神水道企業団ＨＰより）

淀川流域における主要な水道事業者等の概要と危機管理対策について（17）
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（阪神水道企業団資料より）

・旧尼崎浄水場（昭和17年供用開始、処理能力
213,000m3）と旧甲山浄水場（昭和30年供用開
始、処理能力160,000m3）を統合した新尼崎浄
水場（平成13年供用開始、計画能力

373,000m3*）
を建設
*構成団体の水需要動向を考慮し12年度末には計画能力の
半量が完成

・建設の方針
浄水場の耐震化（レベル2への対応）
水質管理の高度化（高度浄水処理）
環境負荷の低減（エネルギー、再利用）
市民に開かれた社会基盤施設（見学施設）

・特徴
業務委託（交代制勤務）
浄水池上部有効利用（ホームセンター）

・事業費 322億円（1期工事分）

淀川流域における主要な水道事業者等の概要と危機管理対策について（18）

阪神水道企業団
■新尼崎浄水場の更新（Ｈ9～12）

新尼崎浄水場
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阪神水道企業団

（阪神水道企業団資料より）

■新尼崎浄水場の耐震化

ハード面の対応
・地震動レベル2対応（沈澱地、ろ過池等主要構造物）
・液状化防止対策（地盤改良等）
・耐震用止水板の採用
・伸縮可とう管の採用（構造物と管路の取り合い部）
・薬液注入用配管の耐震化

ソフト面の対応
・浄水系統の2系統化
・バックアップシステムの構築
・コージェネレーション設備の導入
・消毒剤の変更（次亜塩素酸ナトリウム）
・浄水池容量の増加
・応急給水施設の設置

淀川流域における主要な水道事業者等の概要と危機管理対策について（19）
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阪神水道企業団

（阪神水道企業団資料より）

■バックアップ機能の強化
甲山調整池の建設（H13～18）

淀川流域における主要な水道事業者等の概要と危機管理対策について（20）

• 旧甲山浄水場の跡地に建設

• 貯水容量：80,000m3

• H18年度完成予定

• 事業費 67億円
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水道事業者間の相互協定

○大阪府水道と大阪市水道の相互援助に関する協定（昭和５７年２月２４日）

○大阪府水道震災対策相互応援協定（平成９年３月３１日）

○大阪市水道と八尾市水道の相互応援給水に関する協定（平成９年５月１日）

○災害発生時における日本水道協会関西地方支部内の相互応援に関する協定

（平成９年７月１０日）

○近畿２府５県の府県営及び大規模水道用水供給事業者の震災時等の相互応援に関する覚書

（平成９年１０月３０日）

○災害時における相互応援に関する協定

〔阪神水道企業団－神奈川県内広域水道企業団〕（平成１０年２月１日）

○兵庫県水道災害相互応援に関する協定（平成１０年３月１６日）

○大阪市と守口市の相互応援給水に関する協定（平成１２年８月３１日）

○１３大都市水道局災害相互応援に関する覚書（平成１６年６月１日）

（大阪府・大阪市ＨＰ及び阪神水道企業団資料より）

淀川流域における主要な水道事業者等の概要と危機管理対策について（21）
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○東京都水道局の概要と危機管理対策について
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東京都水道局は、23区及び多摩地区の３市１町１村（武蔵野市、昭島市、羽村市、奥多摩町、檜原村）を除く25市町
に給水を行っているほか、給水区域に含まれていない多摩地区の一部の市にも浄水の供給を行っている。

創立認可 明治23（1890）年７月５日

供用開始 明治31（1898）年12月1日

1,222.3平方キロメートル

686万立方メートル／日

623万立方メートル／日

12,134千人

25,021km

6,433千件

4,683人

施設能力

水源量

給水人口

配水管延長

給水件数

職員数

事業開始年月日

給水区域面積

年間総配水量

一日平均配水量

一日 大配水量

（平成１６年７月９日） 区部 3,723千立方メートル

多摩 1,391千立方メートル

4,451千立方メートル

5,114千立方メートル

1,624,602千立方メートル

（平成16年度）

（平成16年度）

区部及び都営水道25市町

（東京都水道局ＨＰより）

東京都水道事業の概要

東京都水道局の概要と危機管理対策について（１）
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東京都の水道水源と浄水場別給水区域

（東京都水道局ＨＰより）

東京都水道局の概要と危機管理対策について（２）



26

○東京都23区の人口：8,537,855人（H17.10.1現在、出典：住民基本台帳）

○東京都23区の昼間人口：11,125,135人（H12.10.1現在、出典：H12年国勢調査）

☆危機管理対策 → 東京都水道局「震災対策事業計画」・「震災応急復旧計画」

堤体強化工事（山口貯水池） 給水所の整備・補強（芝給水所）

《 東京都水道局震災対策事業計画の施策体系 》

震
災
対
策
事
業
計
画

施設の耐震性強化

システムの強化

飲料水の確保

貯水・取水・導水施設 貯水池の堤体強化

浄水施設（浄水場） 自家発電設備の整備

次亜塩素酸ナトリウム設備の整備

送配水施設 送配水管 送配水管の取替

給水所 給水所の拡充

施設の耐震診断

施設の耐震改修

給水管（７５mm以上）の耐震化

送配水施設 配水管ネットワークの構築（バックアップ機能の強化）

近隣水道事業者との水の相互融通

応急給水用資器材の整備

応急給水用資器材収納倉庫の設置

応急給水用給水設備の整備・改良

給水拠点の整備

施設の整備補強

耐震性の評価及び補修

給水装置

○ 目的：施設の耐震性強化と飲料水の確保

東京都水道局の概要と危機管理対策について（３）
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☆災害時の確保水量 → 震災時の給水量を1人1日3Ｌとすると、都民約1,200万人の約4週間分に相当。

※ 給水拠点は、応急給水槽と浄水場、給水所等を合わせ、都内に198か所（平成17年4月現在）

応急給水槽

《 東京都水道局震災応急対策計画の体系 》

震
災
応
急
対
策
計
画

基本態勢

復旧計画

訓練及び研修

給水対策本部の設置

夜間休日の初動態勢

発災後及び警戒宣言発令時の態勢

情報連絡体制

都・区及び市町村の役割分担

復旧優先順位の決定（段階的な管路復旧目標の策定）

協力関係の確保（協力要請・配備態勢の強化）

個別訓練

応急給水計画

迅速・的確な応急対策の実施

段階的応急給水の実施

１日も早い復旧

発災時への備え 総合訓練

○目的：発災時における水道施設の復旧及び応急給水等の諸活動の円滑な遂行

職員研修

東京都水道局の概要と危機管理対策について（４）


