
京都市の水道事業における
強靭化に向けた取組について

京都市上下水道局
伊木聖児

令和３年１１月2５日
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１ 京都市水道事業の現状

２ 災害・漏水事故等への対応事例

３ 水道施設整備計画と

今後の見通し
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１ 京都市水道事業の現状

① 疏水の建設

② 水道創設と拡張，整備

③ 施設規模の適正化

④ 山間地域の水道統合
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京都市の水道水源
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水利権（Ｈ30年3月29日：更新許可）

5

琵琶湖疏水

名 称 最大取水量 目 的 水量

第1疏水
（開水路）

8.35m3/秒
（１）水道用水
（２）工業用水
（３）かんがい用水
（４）雑用水

（５）その他の用水※

7.51m3/ 秒以内
0.004m3/ 秒以内
0.93m3/ 秒以内
8.871m3/ 秒以内
23.65m3/ 秒以内

第2疏水
（トンネル）

15.3m3/秒

宇治川
取水量 0.417 ｍ3/秒

⇒水道用水取水量合計 7.927 ｍ3/秒

※（１）～（４）までの用水に係る水量を含むものとする。



② 水道創設
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⚫水系伝染病の流行
・明治初年から２０年まででコレラの発生患者数

４１万人余り

・そのうち半数以上が死亡（日本の人口3,600万人）

⚫コレラ対策（不衛生な飲料水⇒近代水道の布設の必要性）

・１８８７年（明治２０年）：横浜でわが国最初の近代水道
として通水を開始

・鉄管を用いて，ろ過した浄水を有圧で供給

⚫ 水道整備が先か，下水道整備が先か



８期にわたる拡張事業
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明
治

大
正

昭
和

・松ケ崎浄水場の建設（４０，０００㎥/日）

・松ケ崎浄水場の拡張（９３，０００㎥/日）
・山科浄水場の建設（４，０００ ㎥/日）

第１期拡張事業（大正１３～昭和２年度）

40

10

10

20
・蹴上浄水場の拡張（未実施）
・伏見浄水場の建設（２４，０００㎥/日）

水道創設工事（明治４２～４４年度）

第２期拡張事業（昭和８～１４年度）

第３期拡張事業（昭和１４～２０年度）
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・蹴上浄水場の建設（６８，１００㎥/日）



昭
和

・松ケ崎浄水場の拡張（ろ過池増設）
・九条山浄水場の改築（２４，０００㎥/日）

・山ノ内浄水場の建設（２００，０００㎥/日）
・新山科浄水場の建設（１５０，０００㎥/日）
・松ケ崎浄水場の拡張（１５６，０００㎥/日）

第５期拡張事業（昭和２５～３２年度）
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第４期拡張事業（昭和２１～２５年度）

第６期拡張事業（昭和３２～３７年度）

30

・松ケ崎浄水場の拡張・ろ過池改良（１１４，０００㎥/日）

40

50

60

第７期拡張事業（昭和３７～４７年度）

・蹴上浄水場の拡張（１９８，０００㎥/日）
・九条山浄水場の増補改良（３０，０００ ㎥/日）

平
成

第８期拡張事業「前期事業」（昭和４７～６３年度）

・松ケ崎浄水場の改良（２５０，０００㎥/日）
・新山科浄水場の拡張（２４９，０００㎥/日）

第８期拡張事業「後期事業」（昭和６３年～平成５年度）

・新山科浄水場の拡張（３３２，０００㎥/日）
8
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７期にわたる配水管整備事業

・第1期配水管整備事業（昭和38年～42年），有収率69.9％
経年管布設替，石綿セメント管布設替（第2期から）
PIP工法，現地EL・ML工法の採用

・第4期配水管整備事業（昭和55年～63年），有収率80.7％

・第5期配水管整備事業（平成元年～5年），有収率82.3％
経年管布設替，現地EL ・ML管の更新
高級鋳鉄管布設替
耐震化の取組（耐震継手採用）S形，SⅡ形

・第7期配水管整備事業（平成11年～15年），有収率85.6％



現在の浄水場

廃止した浄水場

松ケ崎浄水場

蹴上浄水場

山ノ内浄水場

新山科浄水場

九条山浄水場

山科浄水場

伏見浄水場

■給水区域の変遷

現 在

第１期拡張完了
（昭和２年度）

第２期拡張完了
（昭和14年度）

第6期拡張完了
（昭和３７年度）

京都駅

京都御苑
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創設期
（明治45年度）
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給水区域
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蹴上浄水場 松ヶ崎浄水場 山ノ内浄水場 新山科浄水場

所在地 東山区 左京区 右京区 山科区

施設能力 198,000㎥/日 250,000㎥/日 240,000㎥/日 362,000㎥/日

沈澱池 傾斜板型横流式 傾斜板型横流式 一般横流式 傾斜板型横流式

ろ過池 急速ろ過式

粉末活性炭 ３場集中注入方式 単独注入方式

凝集剤 硫酸ばんど,ポリ塩化アルミニウム

消毒剤 次亜塩素酸ナトリウム

浄水場の概要



蹴上浄水場改築更新
施設整備の経過

○施設の老朽化の進行
○原水水質の変化への対応
○第1系統（横流式ちんでん池と円形の急速ろ過池）と第2系統（高速凝集

ちんでん池（スラリ－循環型）と一般的な長方形の急速ろ過池）処理シス
テムは異なるので維持管理が煩雑

⇒両系統の処理システムを一元化

Ⅰ期工事の事業概要(H9～H15)
○急速ろ過池（RC構造）130㎡×14池
○薬品ちんでん池（RC構造）傾斜板式 ２池
○導水管（口径１８００ｍｍ）及び着水井
○遠隔監視制御設備

平成15年12月供用開始
施設能力 99,000㎥/日
事業費 117億円(H9～H15) 13



③ 施設規模の適正化
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施設の供給能力

一日の最大需要量

最大 平成3年
約８９５,０００ｍ３/日

平成24年度
約59０,０００ｍ３/日

施設能力
約９５１,０００ｍ３/日

施設の余力
約４０％

施設の余力
約2５％

施設能力
約77１,０００ｍ３/日

平成25年3月
山ノ内浄水場廃止



③ 施設規模の適正化
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• 山ノ内浄水場の廃止（△240千㎥）
• 更新に必要な建設費不要
• ポンプ直送方式から自然流下方式へ
• 電力使用量の縮減
• 人件費・維持管理費の縮減
• 導水管の2系統化不要
• 跡地の有効活用

• 蹴上浄水場沈でん池築造（＋９９千㎥）
• 建設を見合わせていた沈でん池（2池）の建設
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山ノ内浄水場廃止に伴う給水区域再編



給水区域切替の計画概要

■期 間：平成24年2月～平成25年6月

■切替作業回数： 合計 33 回
濁水の可能性有り 21 回（広報有）
濁水の可能性無し 12 回（広報無）

■総影響戸数 ： 約186,000戸
平成23年度 約61,000戸
平成24年度 約100,000戸
平成25年度 約25,000戸

■問い合わせ対応
■応急給水
■水質



おそうじプロジェクトの概要

（１）洗浄作業対象管路

◦初期ダクタイル鋳鉄管

◦水の使用が少なく濁水が頻繁に発生する管路等

（２）計画的な洗浄作業による濁りや水出不良の予防

（３）給水区域の再編成で培った

技術の継承



④ 山間地域の簡水の水道への統合
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目的
● 山間地域の水道事業の経営基盤強化
● 安全・安心な水道サービスの提供

経過
● 平成18年度，簡易水道の整備に係る国庫補助交付年限を平成
28年度までとする方針（厚労省）
● 平成19年3月，「簡易水道事業統合計画」策定（京都市）

・平成28年度までに整備事業完了
・地域ごとに異なる料金制度の統一

※ 地域水道：20地域（大原・京北以外）
平成9年，京都市水度未普及地域解消計画策定
平成21年，20地域全てで再整備完了（事業費100億円）
平成28年，中川・小野郷地域再整備完了（事業費8億円）



④ 山間地域の簡水の水道への統合
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経過
※ 地域水道（大原）

平成21年，大原地域水道再整備事業基本計画策定
平成27年，再整備事業完了（事業費18億円）

※ 地域水道（京北）
平成17年，旧京北町が京都市と合併
平成18年，京北地域水道再整備事業計画策定
平成28年，再整備完了（事業費112億円）

⇒総事業費236億円（内国庫補助58億円）

● 平成29年度～
・14簡易水道，1飲料水供給施設を水道事業に統合
・施設の一体管理，水道事業の料金に統一
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山間地域

山間地域

市街地



浄水場名
施設能力
[m3/日]

給水人口
[万人]

配水管
延長
[ｋｍ]

市街地

蹴上浄水場 198,000

144.1 3,931松ケ崎浄水場 173,000

新山科浄水場 362,000

山間地域 18浄水場 5,778 0.9 291

合計 738,778 145.0 4,222

22

（令和２年度末）
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２ 災害・漏水事故等への
対応事例



漏水発生件数の推移（配水管）
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２ 災害・漏水事故等への対応事例

① 国道9号五条堀川での幹線配水管漏水

（平成10年3月）

② 洛西ニュータウンでの幹線配水管漏水

（平成23年6月）

③ 台風21号による水道施設の被害状況と対応

（平成30年9月）

④ 被災都市への応援活動

（平成28年熊本市，平成30年倉敷市，尾道市)
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２ 災害・漏水事故等への対応事例

① 国道9号五条堀川での幹線配水管漏水

（平成10年3月）

○ 濁水・水圧低下約15,000戸

○ 国道9号線での事故，社会的影響大

○ マッピングシステム構築のきっかけ

26



２ 災害・漏水事故等への対応事例

② 洛西ニュータウンでの幹線配水管漏水

（平成23年6月）

○ ガス供給停止約15,000戸（最長5日間）

○ 社会的影響大

○ 再発防止策

○ 老朽管更新のペースアップのきっかけ
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② 洛西ニュータウンでの幹線配水管漏水事故
（補償）

※ 大阪ガスへの損害賠償 約10億円

28

支払済件数
（件）

支払済金額（円）

入浴費用等 ３，７８７ ２８，１１８，８２０

物損等 ３８ １０，５８２，８０６

営業補償 ４１ ６，２５７，５２４

計 ３，８６６ ４４，９５９，１５０



② 洛西ニュータウンでの幹線配水管漏水事故
（その他）

➀ 市民対応

・ガス供給停止15,000戸に対し，お詫び文戸別配布

・各自治会への戸別訪問とお詫び（住民の反応色々）

② マスコミ対応（新聞，テレビ）

③ 老朽管更新及び耐震化のペースアップのきっかけ

洛西地域では，その後も漏水が多発したことから，腐食対
策未実施の配水管（約13ｋｍ）について，Ｈ24，25年の2箇
年で更新することとなった。（市長判断）

（当時の市内全体の年間更新延長は約13ｋｍ）
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２ 災害・漏水事故等への対応事例

③ 台風21号による水道施設の被害状況と対応
（平成30年9月4日～）

主に山間地域

○ 倒木により，電線・道路寸断

○ 遠隔監視不可

○ 長期の停電

○ 断水

30
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山間地域

山間地域

市街地



◆ 3浄水場（蹴上，松ケ崎，新山科）について，
倒木，施設損傷などの被害はあったが，浄水処
理に影響なし。

◆ 琵琶湖疏水について，倒木が多数あり。

◆水路へ落ちた倒木を撤去するため9月12,13日
に第１疏水を停水
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送電線が断線

9/6 黒田浄水場

倒木のため道路が
通行不可

フェンス損傷
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◆ 倒木による被害

◆ 送電線の断線による停電

◆ 道路が塞がれ車両の通行不可

中川地区 9月4日 黒田地区9月6日

34



➀停電による影響
◆ 山間地域の16地域すべてで停電が発生
◆ テレメータによる集中監視不可のため，現場確認必要
◆ 取水・浄水・送水工程が停止
◆ 携帯電話が通じない
◆ 発電機を設置している施設は，現場で手動運転可能
◆ 運転を継続するために継続的な給油必要
◆ 配水池水位の低下で断水，５地域で最大460戸

②倒木等による通行止めの影響
◆ 水道施設へアクセス不可，現場の状況確認不可
◆ 発電機を設置不可
◆ 稼動中の発電機への給油困難

35



③停電対応

◆ 仮設発電機の設置と燃料補給
⚫ 配水池の残量を考慮し，可能な限り断水を回避できる
スケジュールで発電機を設置するよう計画

（最大１６台が同時稼動）

◆ 広報・応急給水
⚫ 断水もしくは断水の怖れがある地域に広報を実施

⚫ 給水車，仮設給水槽，ポリタンクなどで応急給水

（最大20班体制で対応）

※復電
⚫ 全て復電したのは9月15日(土)で，最長11日間停電

36



④課題と対応

◆ 非常時の電源確保策

◆道路寸断，施設へのアクセス不可

◆非常用発電機が未整備の２２施設について

非常用発電機設置：１６施設

発電機切替盤：６施設

◆令和２年度ですべて完了

◆ 長期間の停電時には，燃料や潤滑油などの補
給が必要

37



④ 被災都市への応援事例と教訓

○ 平成28年4月の熊本地震

（熊本市）

○ 平成30年7月の西日本豪雨

（岡山県倉敷市真備町，広島県尾道市）



○ 熊本市への応援活動概要

○派遣内容

応急給水
36名

応急復旧
18名

78名
下水道

被害状況確認
等 2４名

○派遣人数

◆応急給水活動

◆応急復旧活動

◆被害状況確認（下水道）

等

○派遣期間

平成28年４月１６日～５月３１日



〇派遣期間 平成28年4月16日 ～ 5月６日（２１日間）

〇派遣規模（各隊 1週間を目途に活動）

・１次隊：職員１２名 指揮車×１台

（先遣隊及び給水部隊） ２ｔ加圧式給水車×２台

３ｔ資機材運搬車×１台

・２次隊：職員８名

・３次隊：職員８名

・４次隊：職員８名

（社）日本水道協会 関西地方支部の派遣要請

実施した応急給水活動



派遣先 当初は，岡山県倉敷市真備町，その後，広島県尾道市へ
派遣期間 １次隊：平成30年7月11日 ～ 平成30年7月17日

２次隊：平成30年7月17日 ～ 平成30年7月20日
活動日数 10日間
派遣内容 応急給水活動
派遣規模
・人員 のべ17名（１次隊：９名，２次隊：８名）
・使用機材 指揮車×１台，２ｔ加圧式給水車×１台

3ｔ資機材運搬車×１台

㈳日本水道協会を通じた災害復旧支援，自治体間の応援協定等に基づく支援として，
7/13 ～ 8/9かけて29事業体が被災地に派遣された。
当局は，関西地方支部より派遣要請を受け支援活動を実施。

○ 倉敷市，尾道市への応援活動概要



被災都市応援を踏まえた今後の課題と教訓

２．応援隊員の健康管理

1,   緊急招集体制の確立（迅速な緊急参集）

４．受援体制の確立

３．運転要員の充実

◉災害派遣から学ぶ

◉防災意識の向上

◉他事業体との積極的な交流



【前提】

➀ 時間との勝負
② 情報不足

危機対応の基本

【一般的な傾向】

➀ 対応の遅れ
② 状況判断力の低下
③ 業務の集中

【対応策】

➀ 迅速な対応
② 的確な状況判断
③ 組織的対応



•被災経験がない

•訓練や被災都市応援は応急給水が中心

•大規模災害と大規模漏水（特定箇所）は応急活動
の体制が異なる

•他都市応援の受け入れ体制が確立できていない

•情報収集及び情報共有の方法

•職員への周知（認識）

•職員の健康管理

課題の整理（危機対応に関して）



● 防災の拠点として，南北2拠点化

北：右京区太秦庁舎（Ｈ29年7月開庁）

南：南区新庁舎（R4年5月開庁予定）

● 災害時等有事の際の組織・体制の見直し

● 各種マニュアルの見直し

・役割分担の明確化

・各役割の浸透⇒訓練

危機対応への取組



京都市上下水道局

３ 水道施設整備計画と
今後の見通し

（１）強靭な水道システムの構築

（２）課題

（３）計画の見直し
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京都市上下水道局

（１）強靭な水道システムの構築

① ハード対策
・水道管路の更新・耐震化

・水道施設の改築更新・耐震化

・その他災害対策（自家発の整備，浸水対策）

② ソフト対策
・拠点整備（南北2拠点）

・組織，体制の見直し・強化

・マニュアルの見直し・訓練
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京都市上下水道局

①ハード対策（事業計画概要）

2018 2022 2027

京（みやこ）の水ビジョン 2018-2027

■３つの視点 ■９つの方針 ■３０の取組

中期経営プラン
（2018－2022）
五ヵ年の実施計画

中期経営プラン

（2023－2027）

五ヵ年の実施計画

水道整備事業

795億円
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京都市上下水道局

建設改良事業（2018－2022）
取組項目（水道整備事業関連）

管路の更新及び耐震化の推進

施設の改築更新及び耐震化の推進

新山科浄水場導水トンネルの更新・耐震化

主な取組内容

建設改良事業

方針 取組

Ⅰ １ 水道から蛇口までの水質管理の徹底

２ 原水水質の変化に対応した最適な浄水処理の推進

３ 安定的に水道水をつくるための基幹施設の改築更新・耐震化

Ⅱ １ 安定的に水道水を供給するための配水管の更新・耐震化
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京都市上下水道局
50

ビジョン・プラン数値目標一覧（水道）

取組 業務指標
2018年度末

実績
2022年度末

目標
2027年度末

目標

水源から蛇口までの
水質管理の徹底

異臭（かび臭）のない水
達成率

９９．１％ １００％ １００％

安定的に水道水をつく
るための基幹施設の

改築更新・耐震化

導水施設の耐震化率 ２７％ ２７％ ６２％

浄水施設の耐震化率 ５１．０％ ７６％ １００％

配水池の耐震化率 ２８．１％ ５４％ ７３％

配水管等の適切な
維持管理の推進

有収率 ９０．７％ ９１．０％ ９１．５％

安定的に水道水を
供給するための配水管

の更新・耐震化

老朽配水管の解消率 ２７．１％ ４７％ ７６％

主要管路の耐震適合性
管の割合

５２．８％ ５８％ ６６％



京都市上下水道局

管路の更新及び耐震化の推進（１）

51

更新しないと・・・

【水道管の年度別布設延長】

今後，減価償却資産
の耐用年数を超え，
更新が必要となる（実
線より左側）

34%

75%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

現在（H30) 5年後 10年後 15年後 20年後

今後更新を行わない場合の

法定耐用年数超過管路率

水道管路延長 約4,210km

（H30年度末）



京都市上下水道局
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京都市上下水道局

管路の更新及び耐震化の推進（２）

● 管路の更新
初期ダクタイル鋳鉄管の残存延長 444km(H30末）

破損事故や漏水の原因に・・・

⇒水道配水管の更新率を大幅にアップ

● 管路の耐震化の推進
地震発生時に継ぎ手部が抜けやすい構造の初期ダクタイル鋳鉄管の解消が課題

⇒ 高機能ダクタイル鋳鉄管及びポリエチレン管の採用
さらに，平成26年度からはＧＸ管を使用（100年間の使用が期待）

耐震継手（ＧＸ形）

0.5％

平成20～24年度の平均

1.3％

平成30年度

すべての管を
更新するのに
200年かかる。 1.5％

令和2年度以降
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京都市上下水道局

● 連絡幹線配水管の整備
一方の浄水場が地震等の災害により給水できなくなった場合に，もう

一方の浄水場から給水ができるように，給水の相互融通を可能とする
連絡幹線配水管を整備している。

管路の更新及び耐震化の推進（３）
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京都市上下水道局

● 管網の再構築（Ｈ30～Ｒ9の10年間）
更新延長：574ｋｍ
新設延長：84ｋｍ

※ 更新時に減径：延長約６２ｋｍ
※ 更新時に増径：延長約１６ｋｍ
※ 除却延長約２８ｋｍ

⇒ これらにより，10年間で更新事業費の
約２０％（約１８０億円）を削減

管路の更新及び耐震化の推進（４）
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京都市上下水道局

耐震化計画に基づき，浄水施設や配水池等の基幹施設において，
施設の重要度及び改築更新時期を考慮して，優先順位の高い施設
から改築更新・耐震化を推進。

○蹴上浄水場
第１最高区及び高区3号配水池の耐震化

○松ケ崎浄水場
高区1・2号配水池の改良及び特最高区1・2号配
水池の耐震化

○新山科浄水場
１・２系浄水施設の耐震化
高区1・2号及び低区3・4号配水池の耐震化

具体例

配水池築造の様子

施設の改築更新及び耐震化の推進
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京都市上下水道局

新山科浄水場導水トンネルの更新・耐震化
【概要】

建設から約５０年が経過した新山科浄水場導水トンネル（同浄水場は，
市内の約半分の給水量を担っている。）を更新・耐震化する。
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京都市上下水道局

（２） 課題
（令和5年からの次期5箇年計画策定に向けて）

① 人口減少期における人材確保・育成と技術継承

② 水道施設の老朽化の進展

③ 自然災害の頻発と対応（大雨，地震・・・）

④ 料金収入の減少（人口減，節水，コロナ影響）

⑤ 事業費増

（更新需要増，人件費，材料費，積算基準の改訂・・・）

⑥ 十分な財源確保が困難
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京都市上下水道局

（３） 計画の見直し

① 管路の使用年数，更新優先順位の精査と平準化

・サンプル調査，AIの活用など

② 施設の長寿命化と施設規模（浄水場）の検討

・浄水場の更新（R20年頃）を見据えた予備力の確保

③ 頻発する災害対応

・停電，浸水被害，土砂災害の現状把握と対応策
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