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 水道事業（給水人口１０１人以上）  

１ 水道事業の概要 

水道法第３条第２項 

  この法律において「水道事業」とは、一般の需要に応じて、水道により水を供給する 

 事業をいう。ただし、給水人口が百人以下である水道によるものを除く。 

水道事業とは 

1 

簡易水道事業  

 給水人口１０１人以上 

 ５,０００人以下 



水道のしくみ 
 
 

2 

表流水（河川水）、地下水など 

水源 

浄水場 

水道水として浄水消毒 

配水池 

水道水を貯留 

お客様へ 

配水池の落差やポンプの圧力 
により配水 



  給水区域内人口      ２５９,０４７人 

  給水人口            ２５８,５９７人 

  給水戸数           ９７,８７２戸 

  水道普及率            ９９.８ ％  

  配水量        ３４,５６５,９７３ ㎥ 
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福井市水道事業の概要 
○ 福井市水道事業は、大正１３年に給水開始して以来、人口や水需要の増加、 

   給水区域の拡大に対応するため、６次にわたる拡張事業を行ってきた 

○ 平成２７年度末の水道管の総延長は約２,０８８ｋｍになる 

○ 給水区域内の水道普及率は９９％を超え、市民生活に欠かすことの出来ない 

   ライフラインとなっている   

■平成２７年度末の状況 



福井市水道事業の給水区域 
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○ 水源は大野市真名川上流の笹生川ダム  
○ 国土交通省の認可（水利権）を受けて使用 

○ 永平寺町の鳴鹿堰堤から芝原用水を経由 

   して中ノ郷取水場で取水 

芝原用水 
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① 表流水（河川水） 

九頭竜川 

  ■笹生川ダム 

■中ノ郷取水場 

■鳴鹿堰堤 

福井市の水源 

出典：国土交通省ＨＰ 



○ 井戸は浅井戸と深井戸に分類される 

■浅井戸 ■深井戸 
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② 地下水 

分類 設置数 深さ 特徴 

浅井戸 １２井 ８～２０ｍ 取水量が比較的多い 

深井戸 ４９井 ４０～１１０ｍ 水質が安定 
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③ 県水 

○ 福井県水道用水供給事業から受水（購入） 
 
○ 水源は南越前町の桝谷ダム 
 
○ 福井市、越前市、鯖江市、南越前町、越前町が県水を受水 
 
○ 福井市は、日量３,５００㎥を受 水 
 
○ 単価 ９７円／㎥で購入  
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福井市の浄水場 

○ 市内９つの浄水場で水道水として浄水 



ポンプの力で直接配水 
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市内への配水方法 

給水区域 

自然落差で配水 

○ 浄水された水は配水池に集められ、市内へ配水 

○ 配水方法は、自然落差を利用する方法と、ポンプを用いる方法がある 

■配水池 

■配水ポンプ 
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２ 水道事業のあゆみ 

水道事業の創設 

○ 大正１３年に給水開始 

    計画給水人口      １００,０００人 

    計画一日最大給水量   １４,６１０㎥ 

■足羽揚水ポンプ場（現水道記念館） 
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拡張の時代 

○ 水需要の増加を見据え、新たな水道施設を建設し、給水区域と給水量を拡大 

 

○ 昭和２５年に第１次拡張事業に着工してから、６次にわたる事業を実施 

事業 期間 計画給水人口 計画一日最大 
給水量 

第１次拡張事業 昭和２５～２９年度 １００,０００人 ２１,０００㎥ 

第２次拡張事業 昭和３１～３４年度 １２０,０００人 ３０,０００㎥ 

第３次拡張事業 昭和３５～４１年度 １６３,０００人 ７０,０００㎥ 

第４次拡張事業 昭和４４～６１年度 ２５６,６００人 ２０１,２５０㎥ 

第５次計画事業 昭和６２～平成６年度 ２６９,７００人 ２０７,３００㎥ 

第６次拡張事業 平成７～２１年度 ２７２,７００人 ２０８,１００㎥ 

■第１～６次事業の概要 
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拡張から維持・管理の時代 

○ 福井市の水道普及率は９９％に達している 

○ 多くの水道施設が更新の時期を迎え、施設の更新や耐震化が急務 

○ 第７次整備事業では、災害時のライフラインの確保と持続可能な水道事業 

  を実現するため、水道施設の更新と耐震化を進めている 

■第７次整備事業 

期間 平成30年度における 
計画給水人口 

平成30年度における 
計画一日最大給水量 

平成２２～３０年度 ２５３,６００人 １２６,０５０㎥ 

＜主な事業内容＞ 

 ・ 九頭竜第１配水池の建設 

 ・ 九頭竜送水ポンプ場・設備の更新 

 ・ 重要度の高い管路の更新 
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３ 水道料金の概要 

過去の料金改定 

改定年度 昭和５６年度 平成２年度 平成７年度 

改定率 ４２.６５％ １４.８３％ ３４.６２％ 

※直近３回の改定について記載 

※消費税率改定に伴う料金改定については記載していない 

○ 福井市は、平成７年以来、料金を据え置いている 

■過去の料金改定 



現行の料金体系 

用途 基本料金 従量料金 

一般用 830円 

水量区画 1㎥あたり 

0～10㎥ 0円 

11～20㎥ 85円 

21～30㎥ 101円 

31～40㎥ 131円 

41～150㎥ 170円 

150㎥～ 194円 

湯屋用 7,700円 
0～100㎥ 0円 

101㎥～ 85円 

○ 用途を一般用と湯屋用に分類 

○ 水道料金は、基本料金と従量料金からなる 

○ 従量料金は使用水量が増えるにつれて従量料金単価が高くなる逓増型 

○ 基本水量（一般用１０㎥/月、湯屋用１００ ㎥/月）を設定 

■計算例 

 一般用で月あたりの使用水量が 

 ２５ ㎥のとき 

■現行の料金体系 （税抜） 

区分 料金 

 基本料金 830円 

従量 
料金 

0～10㎥ 0円/㎥×10㎥ 0円 

11～20㎥ 85円/㎥×10㎥ 850円 

21～30㎥ 101円/㎥×5㎥ 505円 

合計 2,185円 

（税抜） 
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水道料金の県内市町との比較 （月２０㎥使用した場合の1か月あたりの料金） 

（円・税込） 

※日本水道協会「水道料金表」より作成（平成28年4月1日現在） 

※口径別料金体系の自治体は、口径13mmの料金を適用 

※用途別料金体系の自治体は、一般用（家事用）を適用 

※池田町、おおい町は簡易水道事業のため比較対象としていない 

1,814円 

平均2,521円 



水道料金の県庁所在都市との比較 （月２０㎥使用した場合の1か月あたりの料金） 

（円・税込） 

※日本水道協会「水道料金表」より作成（平成28年4月1日現在） 

※口径別料金体系の自治体は、口径13mmの料金を適用 

※用途別料金体系の自治体は、一般用（家事用）を適用 

平均2,746円 

1,814円 
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