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第１章 計画の趣旨及び性格 

   

本計画は、目標管理による計画的な水道経営を推進するため、より長期的な

経営構想のもとに、平成２３年度から２７年度までの５か年の新たな目標を 

定め、主要な施策と取組を体系化し、併せて、計画全般にわたる推進体制を  

確保しようとするものです。 

前５か年の中期経営計画においては、ちば野菊の里浄水場の稼動開始による

高度浄水処理水の供給拡大や、老朽化の進んだ水道施設の更新による施設能力

の向上と耐震性の強化等により、安全で良質なおいしい水の安定供給を確保 

する一方、経営面においては、コスト削減による経常収支の黒字確保や企業債

残高の縮減を図るなど、成果を挙げてきたところです。 

本計画は、こうした成果を受け継ぎ、さらに発展させていくことを目的と 

するものであり、千葉県営水道（以下「県営水道」という。）の経営に関する基本

計画として、今後５か年の事業運営の指針となるものです。 

 



 2 

 

第２章 経営基本構想 

 

 第１節 県営水道の今日の姿と目指す方向  

１ 県営水道の今日の姿 

水源から蛇口まで一貫して水道水の供給を担う県営水道は昭和９年に

創設、その後の県勢発展に合わせて数次にわたる拡張を行い、今日では、

給水人口で全国第３位の大規模な水道事業体になっています。 

     

 

 

 

 

 

～３００万人の暮らしと活力を支える水の大動脈～ 

県営水道は、県人口の約半数に当たる３００万人の生活用水を賄う

とともに、成田国際空港、幕張新都心、東京ディズニーリゾートなど

千葉県の発展と活力を象徴するエリアの躍動や、湾岸を中心に展開 

する企業などの経済・生産活動を支える水の大動脈として重要な役割

を果たしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

成田国際空港と幕張新都心 

事業体名 給水人口（万人）

1 東京都水道局 1,264

2 横浜市水道局 367

3 千葉県水道局 293

4 神奈川県企業局 277

5 大阪市水道局 266

給水人口比較（平成２１年度）
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～全国屈指の技術力で安全・良質なおいしい水づくり～ 

全国に先駆けて昭和５５年に高度浄水処理システムを導入した 

浄水施設を建設し、その後も同システムの導入拡大を推進するなど、

県営水道は、全国屈指の技術力によって水道水の安全性とおいしさを

追求し、お客様である県民のニーズに応えられる水道づくりに取り 

組んでいます。 

 

 

全国に先駆けて高度浄水処理システムを導入した柏井浄水場東側施設（実線内） 

今後は西側施設（点線内）にも導入を進めていきます。 

ちば野菊の里浄水場 

柏井浄水場東側施設及び福増浄水場に続き、県営水道として３番目に高度浄水処理 

システムを導入した施設として平成１９年１０月に通水、稼働しています。 



 4 

給水区域と主な施設 

 

 

 

 

導水管 
（川やダムなどの水を浄水場に送るための管路） 
 

送水管 
（浄水場で造った浄水を給水場などに送る管路） 
 

配水管 
（給水場から各家庭などに浄水を送る管路） 
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県 営 水 道 事 業 の 概 要 
 
 
【 近 況 】（平成２１年度末） 
○ 給 水 区 域  １１市（約５６６平方キロメートル） 

千葉市、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市、 
鎌ケ谷市、浦安市、成田市、印西市、白井市 
 

○ 給 水 人 口  ２９２万８，０６２人 
○ 給 水 戸 数  １３３万５，４６４戸 
○ 年 間 給 水 量  ３億２，２４９万立方メートル 
○ 一日平均給水量  ８８万３，５２４立方メートル 
 

 
【 沿 革 】 
 
昭和 ９年 ３月  上水道布設許可（京葉地区創設事業） 
昭和１１年 ６月  給水開始 千葉浄水場（現千葉分場）給水開始 
昭和１５年 ５月  古ケ崎浄水場通水開始（平成１９年９月廃止） 
昭和３３年 ６月  栗山浄水場通水開始 
昭和４３年 ７月  柏井浄水場一部通水開始 
昭和５０年 ６月  北総浄水場通水開始 
昭和５５年 ４月  柏井浄水場東側施設通水開始（高度浄水処理） 
平成 ５年 ６月  福増浄水場通水開始（高度浄水処理） 
平成１４年 ５月  ちば野菊の里浄水場建設開始 
平成１６年 ８月  県水お客様センター開設 
平成１９年１０月  ちば野菊の里浄水場通水開始（高度浄水処理） 
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２ 県営水道の目指す方向 

    バブルの崩壊や、その後の長期にわたる景気の低迷、少子高齢社会の

到来などによって、わが国ではこれまでの量中心から質をより重視した

社会・経済構造への転換が進み、様々な分野において経営の再構築が  

求められています。 

    県営水道は、こうした時代の変化に適切に対応し、引き続き、県民の

豊かな暮らしと活力を支えるとともに、より安全で良質なおいしい  

水づくりを推進し、安定した経営基盤のもとで、成熟型社会にふさわ  

しい持続可能なライフラインを目指していきます。 

 

Ⅰ 施設投資の最適化、浄水処理の高度化で安全・良質なおいしい水の

安定供給 

◎ 大規模な水道システムの一体的で効率的な運用を図るため、投資の

最適化を重視した更新事業を計画的に推進し、水道施設の経済性と 

長寿命化を実現できる水道を目指します。 

◎ 水道水の安全性をさらに高めるとともに、一層安定した水処理が 

できるよう、高度浄水処理システムの導入を拡大し、お客様が安心 

して使える安全で良質なおいしい水を、将来にわたって安定的に供給

できる水道を目指します。 
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Ⅱ 安定した経営基盤を持ち、行き届いたサービスと万全の危機管理で

お客様の信頼と満足を獲得 

◎ 長年にわたって蓄積した水道技術や業務ノウハウを継承し活用 

できる人材の確保と育成を計画的に推進するとともに、費用対効果の 

視点を重視した事業運営に努め、安定した経営を持続できる水道を 

目指します。 

◎ 様々なお客様ニーズを的確に把握して施策や取組に反映すると 

ともに、お客様の視点に立った行き届いたサービス提供と、地震や 

事故等のあらゆる非常事態に迅速かつ適切に対応できる万全の危機

管理体制のもとで、お客様の高い信頼と満足を獲得できる水道を目指

します。 

 

Ⅲ 環境施策を重視した経営の推進、県内水道の発展への貢献 

◎ 自然環境への配慮が求められる成熟型社会においては、より一層の

環境対策が必要になることから、自然の恵みの水を大量に処理する 

水道事業体として、環境施策を重視した経営を推進する水道を目指し

ます。 

◎ 県内水道の中核として期待される役割を踏まえ、統合・広域化に  

向けた取組に参画するとともに、県民に、将来にわたって安全な水を

安定的に供給できるよう、多様な主体との連携を図り、県内水道の 

発展に貢献できる水道を目指します。 
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県営水道の給水区域と他の区域の状況 

北千葉広域水道企業団 

（水道用水供給事業） 

印旛郡市広域市町村圏事務組合 

（水道用水供給事業） 

君津広域水道企業団 

（水道用水供給事業） 

南房総広域水道企業団 

（水道用水供給事業） 

東総広域水道企業団 

（水道用水供給事業） 

九十九里地域水道企業団 

（水道用水供給事業） 

県営水道の給水区域は水色の部分です。 

その他の区域は、各市町村が単独または 

共同で給水しています。 

また、点線で囲まれている区域の市町村等

は、浄水処理を専業とする事業体（水道用水

供給事業体と言います）から水道水を購入する

などして給水しています。 


