「令和元年度 千葉県の水道」正誤表

以下の誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。

千葉県総合企画部水政課
（令和４年１月７日現在）
P5 2.水道の普及状況
正
令和元年度末における水道普及状況は、行政区域内人口約 628 万人に対して給水人口は、
約 600 万人であり、普及率は前年度同様、95.4%となった。
〔図－２〕
県内を地域別に見ると、県営水道が主である地域や人口集中地域(京葉(96.4%)・東葛飾
(97.9%)・君津地域(100.0%)、南房総地域（98.5%）)では普及率が高いが、印旛(88.1%)・香取
(82.2%)・東総(93.9%)・九十九里(92.2%)地域では普及率は低く、地域間で格差がある。
〔表－４、図－１〕

誤
令和元年度末における水道普及状況は、行政区域内人口約 628 万人に対して給水人口は、
約 600 万人であり、普及率は前年度より 0.1 ポイント増加し、95.5%となった。
〔図－２〕
県内を地域別に見ると、県営水道が主である地域や人口集中地域(京葉(96.4%)・東葛飾
(97.9%)・君津地域(100.0%)、南房総地域（98.5%）)では普及率が高いが、印旛(88.1%)・香取
(82.2%)・東総(93.9%)・九十九里(92.6%)地域では普及率は低く、地域間で格差がある。
〔表－４、図－１〕

P5 表－４ 地域別市町村普及率
該当箇所
普及率 令和元年度末の列

正

誤

芝山町：20.6%

芝山町：43.4%

九十九里地域 小計：92.2%

九十九里地域 小計：92.6%

千葉県 計：95.4%

千葉県 計：95.5%
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P6 図－１ 令和元年度末 市町村別普及図
該当箇所

正

誤

水道普及率 芝山町

20.6%

43.4%

水道普及率 九十九里地域

92.2%(+0.4)

92.6%(+0.8)

P8 図－２ 給水人口と普及率の推移
該当箇所

正

誤

給水人口（千人） R 元

5,994

5,996

普及率 R 元

95.4%

95.5%

P9 本文
正
水道の種類別に給水状況をみると、上水道 99.2%、簡易水道 0.1%、専用水道 0.7%であり、
ほとんどの県民が上水道事業から給水を受けている状況となっている。

誤
水道の種類別に給水状況をみると、上水道 99.1%、簡易水道 0.1%、専用水道 0.8%であり、
ほとんどの県民が上水道事業から給水を受けている状況となっている。

P9 表－６ 水道の種類別給水人口
該当箇所

正

誤

令和元年度 給水人口 専用水道 自己水源のみによるもの：43,867

専用水道 自己水源のみによるもの：45,467

Ｂの列

専用水道 小計：43,867

専用水道 小計：45,467

合計：5,994,634

合計：5,996,234

令和元年度 構成比の 上水道 市町営：36.1%

上水道 市町営：36.0%

列

上水道 小計(注)：99.2%

上水道 小計(注)：99.1%

専用水道 自己水源のみによるもの：0.7%

専用水道 自己水源のみによるもの：0.8%

専用水道 小計：0.7%

専用水道 小計：0.8%

専用水道 自己水源のみによるもの：△2,397

専用水道 自己水源のみによるもの：△797

専用水道 小計：△2,397

専用水道 小計：△797

合計：15,432

合計：17,032

増減 Ｂ－Ａの列
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P34～P37 市町村別水道普及表
該当箇所

正

誤

専用水道 自己水源のみに 芝山町：4,664

芝山町：6,264

よるもの 確認時給水人口 九十九里地域 小計：13,741

九十九里地域 小計：15,341

（⑨ 人）の列

計 町：7,853

計 町：9,453

総計：153,570

総計：155,170

専用水道 自己水源のみに 芝山町：1,446

芝山町：3,046

よるもの

九十九里地域 小計：6,633

現在給水人口 九十九里地域 小計：5,033

（⑩ 人）の列

計 町：1,832

計 町：3,432

総計：43,867

総計：45,467

合計 計画給水人口

芝山町：4,664

芝山町：6,264

（③+⑥+⑨ 人）の列

九十九里地域 小計：461,071

九十九里地域 小計：462,671

計 町：228,300

計 町：229,900

総計：6,493,760

総計：6,495,360

合計 現在給水人口

芝山町：1,446

芝山町：3,046

（④+⑦+⑩=⑭ 人）の列

九十九里地域 小計：348,288

九十九里地域 小計：349,888

計 町：164,659

計 町：166,259

総計：5,994,226

総計：5,995,826

芝山町：20.6%

芝山町：43.4%

九十九里地域 小計：92.2%

九十九里地域 小計：92.6%

計 町：89.5%

計 町：90.4%

総計：95.4%

総計：95.5%

普及率（⑭/①*100）の列

P75 専用水道
該当箇所
確認時給水人口（人）

正

誤

153,570

155,170

43,867

45,467

自己水源のみによるもの
現在給水人口（人）
自己水源のみによるもの
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P76 専用水道
該当箇所

正

誤

確認時給水人口（人）

芝山町：4,664

芝山町：6,264

自己水源の列

九十九里地域：13,741

九十九里地域：15,341

県合計：153,570

県合計：155,170

現在給水人口（人）

芝山町：1,446

芝山町：3,046

自己水源の列

九十九里地域：5,033

九十九里地域：6,633

県合計：43,867

県合計：45,467

P92～P95 参考１．保健所別普及表
該当箇所

正

誤

専用水道 自己水源のみに 芝山町：4,664

芝山町：6,264

よるもの 確認時給水人口 山武 小計：10,963

山武 小計：12,563

（⑨ 人）の列

計 町：7,853

計 町：9,453

総計：153,570

総計：155,170

専用水道 自己水源のみに 芝山町：1,446

芝山町：3,046

よるもの

山武 小計：6,533

現在給水人口 山武 小計：4,933

（⑩ 人）の列

計 町：1,832

計 町：3,432

総計：43,867

総計：45,467

合計 計画給水人口（③+⑥+ 芝山町：4,664

芝山町：6,264

⑨ 人）の列

山武 小計：237,833

山武 小計：239,433

計 町：228,300

計 町：229,900

総計：6,493,760

総計：6,495,360

合計 現在給水人口(④+⑦+ 芝山町：1,446

芝山町：3,046

⑩=⑭ 人)の列

山武 小計：176,029

山武 小計：177,629

計 町：164,659

計 町：166,259

総計：5,994,226

総計：5,995,826

芝山町：20.6%

芝山町：43.4%

山武 小計：88.5%

山武 小計：89.3%

計 町：89.5%

計 町：90.4%

総計：95.4%

総計：95.5%

普及率(⑭/①*100 %)の列

※訂正後の「令和元年度 千葉県の水道」は、千葉県ホームページに掲載しております。
https://www.pref.chiba.lg.jp/suisei/suidoutoukei.html
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