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１　事業に対する審議意見

本委員会は，広島水道用水供給事業，広島西部地域水道用水供給事業及び沼田川水道用

水供給事業について，平成１６年７月５日及び８月１１日の２回にわたり委員会を開催し，

事務局から詳細な説明を聴取するとともに浄水場等の現地調査を行い，幅広い観点から審

議を行った結果，次のような結論に至った。

（１）　広島水道用水供給事業及び広島西部地域水道用水供給事業については現在

　　　の事業休止は妥当である。

（２）　沼田川水道用水供給事業については，次の審議内容の整備計画のとおり実

　　　施して行くことが妥当である。

ただし，審議過程において以下の意見が出たので，これらを考慮しながら事業を進めら

れたい。

（１）　広島水道用水供給事業及び広島西部地域水道用水供給事業については，事業

　　　休止により，受水団体及び地域住民の生活に支障をきたすことのないように，

　　　十分留意すること。

（２）　沼田川水道用水供給事業の施設整備に当たっては，環境負荷の軽減を図り，

　　　工事コスト縮減のため，民間のノウハウを活用するなど創意工夫に努めるべき

　　　であること。

（３）　管路については，維持管理の充実に努めるとともに，今後は計画的な更新整

　　　備を図る必要があること。特に劣化の著しい箇所については，優先して更新整

　　　備に努められたい。
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　　　　なお，事故等を未然に防止するための更新事業には多大な資金が必要となる

　　　ことから，所要の財源措置を講じられるよう国に働きかける必要があること。

（４）　現在，水源であるダムの水質は環境基準を超えているため，今後とも関係機

　　　関と連携し，水質改善に取り組む必要があること。

（５）　今後は市町村合併や道州制など社会環境の変化を考慮しながら，受水団体と

　　　の連携を強化し，他事業との相互融通など事業の再編成も視野に入れて，効率

　　　的な事業展開に努めるべきであること。
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２　審 議 内 容

Ⅰ　広島水道用水供給事業

(1)　整備計画の概要

　　①　全体概要

　当初，恒常的に水不足に悩まされていた安芸灘島しょ部への給水を目的に，創設

し，その後，給水範囲を広げ，現在４市１７町を給水対象に，現在計画取水量 264,000

ｍ３/日，計画１日最大給水量 240,000ｍ３/日の規模で，施設整備を進めている。

　　②　施設計画

 ○　水　源　　　２６４，０００ｍ３/日

 　　　　 (高瀬堰 64,000ｍ３/日,土師ダム 100,000ｍ３/日,温井ダム 100,000ｍ３/日)

 ○　浄水施設　　計画日最大処理能力２４０，０００ｍ３/日 （給水ベース）  

　　　　　・　瀬野川浄水場（ 上水　148,000ｍ３/日 沈澱水　43,500ｍ３/日 ）

　　　　　・　宮原浄水場  （ 上水　 48,500ｍ３/日 ) 

(2)　事業の進捗状況

　　①　浄水施設の計画施設能力 240,000ｍ３/日に対し，現在の施設能力は 204,000ｍ３/日

　　　　　　（整備率８５％）である。また，主な送水管路等は既に整備が済んでおり，現在補助事業に

　　　係る施設整備については，休止している。

　　②　企業局では，施設の先行投資を極力避けるために，水需要に応じた施設整備を段階

　　　的に実施しているため，事業の長期化は避けられない状況である。

(3)　事業を巡る社会情勢の変化

　　 社会経済情勢の変化により，水需要の伸びは平成４年度の事業変更認可時に比べ鈍化し

　 たものの，現在も需要は着実に増加しており，平成１２年度の調査では５年後（平成２１
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　 年度）の上水の需要は，平成１６年度の１．０２倍（２％増）となっているが，現在集計

　 中の平成１５年度調査では１％増と伸びが緩やかになっている。

　　 このような変動を適正に反映させるために，３年ごとに，各受水市町村の人口変動，

 　地域開発の動向，自己水源の活用等の見通しを基にした今後の水需要を調査し，この結果

 　に基づいて給水計画及び施設整備計画の見直しを行っている。

(4)　今後の整備計画

　　①　施設整備計画

　　(ⅰ)　水需要増への対応

　○　瀬野川系の施設整備

東広島地区等の水需要の増に対しては，瀬野川浄水場の浄水施設の拡張，東海田

第１・第２加圧ポンプ所等のポンプ増設及び送水管路の送水能力増強で対応する。

　　(ⅱ)　安定給水への対応

　水源及び施設の事故等，地震など災害時に対処するため，海田地区，東広島地区，

江田島地区，安芸灘地区の４地区に分割し，各地区毎に計画１日最大給水量の８時間

分以上の容量確保を目標に調整池整備と，施設の耐震化対策工事を段階的に行う。

　　(ⅲ)　施設の計画的な更新（水道施設リフレッシュ事業）

　水道施設の老朽化等に起因する故障，事故を未然に防ぎ，水の安定給水を維持する

ため「水道施設リフレッシュ１０ヵ年計画」を策定し，平成４年度から施設の更新を

計画的に行うとともに，概ね３年毎に計画の見直しを行っている。

　　　　 なお，更新基準は，過去の実績等から法定耐用年数より，概ね５～１５年長い基準

       を独自に定めているが，管路については別に調査を行い，特に劣化の著しい箇所につ
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　　　 いては，優先して更新整備を行う。

(5)　コスト縮減・代替案の可能性及び環境対策

　　①　コスト縮減方策

水需要に応じて施設整備を見直し，また必要な施設から段階的に整備することによ

り先行投資は極力抑えている。

　　②　代替案等の可能性

　　　　施設整備については，建設費用，工期を最優先にしながらも環境に対する配慮，ラ

　　　ンニングコストを勘案しながら計画している。現時点では他に有効な代替手段はない

　　　と思われる。

　　③　環境対策

　　　　建設工事実施については，リサイクル材を使用するなどしている。また，浄水場で

　　　発生する汚泥は路盤材など建設資材として再利用している。

(6)　事業の投資効果の分析

　　 瀬戸内島しょ部では，水資源に乏しく毎年深刻な水不足に悩まされていたが,広域的な

   水道用水供給事業の整備により，それまでの水不足は解消された。

 　　また，その他の地域でも水資源は豊富とは言えず，水需要の増に対して，個々の市町村

   独自で水源を確保することは非常に困難であったが，当事業により広域的に水源を活用し，

   安定した給水が確保されている。

(7)　結論

　　 水需要の伸びは平成４年度の事業変更認可時に比べ鈍化したものの，需要は一定期間

　 増加していくものと見込まれる。
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　　 現在，浄水施設の整備率は８５％であり，送水施設の主な送水管路等については既に整

   備が済んでおり，補助事業の休止は適当と思われる。

 　　しかし，水需要が増加すると施設整備が必要になるため，今後の水需要の動向に留意し

　 ながら，段階的に適切な施設整備に努められたい。

Ⅱ　広島西部地域水道用水供給事業

(1)　整備計画の概要

　①　事業概要

　　　恒常的に水不足に悩まされていた広島西部地域への給水を目的に創設し，その後，

　　給水範囲を広げ，現在３市２町を給水対象とし，計画取水量 133,500ｍ３/日計画１日最

　　大給水量 123,000ｍ３/日で施設整備を進め，平成１５年度末に浄水施設が完成した。

　　②　施設計画

 ○　水　源　　　１３３，５００ｍ３/日 

　　　　　(魚切ダム 73,000ｍ３/日,弥栄ダム 60,500ｍ３/日)

 ○　浄水施設　　計画日最大処理能力１２３，０００ｍ３/日 （給水ベース）                       

　　　　 ・　白ケ瀬浄水場　（ 上水　67,000ｍ３/日 ）

　　　　 ・　三ツ石浄水場　（ 上水　56,000ｍ３/日 ） 

（2）　事業の進捗状況

　　①　浄水施設は，平成 15 年度末で計画施設能力 123,000ｍ３/日に対し，100％の整備率に

　　　なった。また，主な送水管路等は既に整備しており，現在，補助事業に係る施設整備

　　　については，休止している。



7

　　②　企業局では，施設の先行投資を極力避けるために，水需要に応じた施設整備を段階

　　　的に実施しているため，事業の長期化は避けられない状況である。

（3）　事業を巡る社会情勢の変化

 　　　社会経済情勢の変化により，水需要の伸びは昭和５６年度の事業変更認可時に比べ

　　 鈍化し，平成１２年度の調査では，５年後（平成２１年度）の上水の需要は，平成１６

　　 年度の１．06 倍（6％増）であったが，現在集計中の平成１５年度調査では，６％の減

 　　少となっている。

　　 　このような変動を適正に反映させるため，３年ごとに，各受水市町村の人口変動，

　　 地域開発の動向，自己水源の活用等の見通しを基にした今後の水需要を調査し，この結

　　 果に基づいて給水計画及び施設整備計画の見直しを行っている。

 (4)　今後の整備計画

　①　施設整備計画

　　(ⅰ)　水需要増への対応

　　　　　水需要の増に対しては，ポンプの増設で対応する。

　　(ⅱ)　安定給水への対応

　　　　　水源及び施設の事故等，地震など災害時に対処するため，各水系毎に計画１日最

　　　　大給水量の８時間分以上の容量確保を目標に調整池整備と，施設の耐震化対策工事

　　　　を段階的に行う。

　　(ⅲ)　老朽化施設の計画的な更新（水道施設リフレッシュ事業）

　　　　　水道施設の老朽化に起因する故障，事故を未然に防ぎ，水の安定給水を維持する

　　　　ため「水道施設リフレッシュ１０ヵ年計画」を策定し，平成４年度から老朽化施設

　　　　の更新を計画的に行うとともに，概ね３年毎に計画の見直しを行っている。
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　　　　　なお，更新基準は，過去の実績等から法定耐用年数より，概ね５～１５年長い基

        準を独自に定めているが，管路については別に調査を行い，特に劣化の著しい箇所

　　　  については，優先して更新整備を行う。

(5)　コスト縮減・代替案の可能性

　①　コスト縮減方策

　　　水需要に応じて施設整備を見直し，また必要な施設から段階的に整備することにより

　　先行投資は極力抑えている。

　②　代替案等の可能性

　　　施設整備については，建設費用，工期を最優先にしながらも環境に対する配慮，ラン

　　ニングコストを勘案しながら計画している。現時点では他に有効な代替手段はないと思

　　われる。

　③　環境対策

　　　建設工事実施については，リサイクル材を使用するなどしている。

(6)　事業の投資効果の分析

　　 広島西部地域では，水資源に乏しく，急速な都市化への進展や人口の増加等に伴う水需

 　要の増に対して，個々の市町村独自で水源を確保することは非常に困難であった。

このため，水道用水供給事業により広域的に水源を活用し，安定した給水が確保されて

　 いる。

(7)　結論
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水需要の伸びは昭和５６年度の事業変更認可時に比べ鈍化しており，今後の需要は横ば

　 いで推移していくものと見込まれる。

現在，浄水施設及び送水施設の主な送水管路等については既に整備が済んでおり，補助

 　事業の休止は適当と思われる。

 　　しかし，今後，魚切ダムの水質悪化が懸念される場合には，送水方法の変更による施設

 　整備が必要になるため，今後水需要の動向や水質の状況に留意しながら，段階的に適切な

　 施設整備に努められたい。

Ⅲ　沼田川水道用水供給事業

(1)　施設整備の概要

　　①　事業概要

広島県東部の瀬戸内海沿岸部及び周辺島しょ部への給水を目的に創設し，その後

給水範囲を広げ，現在４市６町２村を給水対象に，計画１日最大取水量 115,000ｍ３/

日，計画１日最大給水量 110,000ｍ３/日の規模で，施設整備を進めている。
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　　②　施設計画

　　○ 　水　源　　　１１５，０００ｍ３/日

 　 (椋梨ダム 89,000ｍ３/日,福富ダム 18,000ｍ３/日,竜泉寺ダム 8,000ｍ３/日)

　　○ 　浄水施設　　計画日最大処理能力１１０，０００ｍ３/日 （給水ベース）                      

　　　　　・　宮浦浄水場　上水 46,000ｍ３/日 

　　　　　・　坊士浄水場  上水 58,200ｍ３/日 

　　　　　・　埜田浄水場　上水 5,800ｍ３/日  

(2)　事業の進捗状況

　①　水源は，福富ダムを建設中であり，平成２１年度供用開始の予定である。

　②　浄水施設は，計画施設能力 110,000ｍ３/日に対し，現在の施設能力は 93,100ｍ３/日

　　　　（整備率８５％）である。

　③　企業局では，施設の先行投資を極力避けるために，水需要に応じた施設整備を段階

　　的に実施しているため，事業の長期化は避けられない状況である。

(3)　事業を巡る社会情勢の変化

　　 社会経済情勢の変化により，水需要の伸びは平成３年度の事業変更認可時に比べ，鈍化

　 し，現在の需要は微増であり，平成１２年度の調査では，５年後（平成２１年度）の上水

　 の需要は平成１６年度の１．００４倍（０．４％増）となっているが，現在集計中の平成

 　１５年度調査では１％増と伸びている。

 　　このような変動を適正に反映させるために，３年ごとに，各受水市町村の人口変動，
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　 地域開発の動向，自己水源の活用等の見通しを基にした今後の水需要を調査し，この結果

　 に基づいて給水計画及び整備計画の見直しを行っている。

(4)　今後の整備計画

　　①　水源開発計画

　　　○　福富ダムは，平成 3 年度から建設に着手し，平成 20 年度完成予定で，総事業費は

　　　　約 430 億円である。当事業では，18,000ｍ３/日の権利水量を得ており，利水者として，

　　　　総事業費の 11.25％，約 48 億円の負担を行う。

　　　○　水需要の伸びは平成 3 年度の事業変更認可時に比べると，人口の伸び悩みや平成 6

　　　　年度の渇水による節水意識の向上等により，伸びは鈍化している。

　　　○　しかし，現在，市町村合併が進んでおり，合併後，行政区域内の未給水地区へ

　　　　県用水を受水して給水することが考えられる。また，自己水源の水質悪化を懸念し

　　　　ている受水団体もあり，自己水源をやめて用水受水に切替えることも考えられる。

　　　○　また，当事業が供給している地域は，県内でも特に降水量の少ない地域であり，

　　　　渇水対策としても福富ダムの早期完成を望む市町村からの要望が強い。

　　　○　以上のように，将来の水需要の増加に対応するためだけでなく，渇水対策として

　　　　も，福富ダムの水源開発は必要である。

　　②　施設整備計画

　　(ⅰ)　水需要増への対応

　　　○　尾道，向島地区の水需要への対応
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　　　　水需要の増に対しては，拡張の可能な宮浦浄水場系に振り替え，因島送水管整備

　　　で対応する。また，この送水管により尾道系送水管と三原系送水管が接続されるこ

ととなり，非常時のライフライン機能の強化が図れる。

　　(ⅱ)　安定給水のための対応

　　　　　水源及び施設の事故等，地震など災害時に対処するため，各地区毎に計画１日最

　　　　大給水量の８時間分以上の容量確保を目標に調整池整備と，施設の耐震化対策工事

　　　　を段階的に行う。また,送水管のループ化により非常時のライフライン機能の強化を

　　　　図る。

　　(ⅲ)　老朽化施設の計画的な更新（水道施設リフレッシュ事業）

　　　　　水道施設の老朽化に起因する故障，事故を未然に防ぎ，水の安定給水を維持する

　　　　ために「水道施設リフレッシュ１０ヶ年計画」を策定し，平成４年度から老朽化施

　　　　設の更新を計画的に行うとともに，概ね３年毎に計画の見直しを行っている。

　　　　　なお，更新基準は，過去の実績等から法定耐用年数より，概ね５～１５年長い基

        準を独自に定めているが，管路については別に調査を行い，特に劣化の著しい箇所

　　　　については，優先して更新整備を行う。

(5)　コスト縮減・代替案の可能性及び環境対策

　　①　コスト縮減方策

　水需要に応じて施設整備を見直し，また必要な施設から段階的に整備することによ

り先行投資は極力抑えている。

　　②　代替案等の可能性

　　(ⅰ)　水源

  各受水市町村が独自で水源を開発することは非常に困難である。

　　(ⅱ)  施設整備

　　　　　施設整備については，建設費用，工期を最優先にしながらも環境に対する配慮，
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　　　　ランニングコストを勘案しながら計画している。現時点では他に有効な代替手段は

　　　　ないと思われる。

　　③　環境対策

　　　　建設工事実施については，リサイクル材を使用するなどしている。また，浄水場で

　　　発生する汚泥は路盤材など建設資材として再利用している。

(6)　事業の投資効果の分析

　瀬戸内島しょ部では，水資源に乏しく毎年深刻な水不足に悩まされていたが，広域的

な水道用水供給事業の整備により，それまでの水不足は解消された。

　また，その他の地域でも水資源は豊富とは言えず，水需要の増に対して，個々の市町

村独自で水源を確保することは非常に困難であったが，当事業により広域的に水源を活

用し，安定した給水が確保されている。

(7)　結論

　　 水需要の伸びは平成３年度の事業変更認可時に比べ鈍化しているが，需要は一定期間

　 わずかながら増加していくものと見込まれる。

　　 福富ダム建設事業については，県内でも特に降水量の少ない当該地域での水需要を補う

 　最後の水源開発事業と考えられ，将来の水需要増加に対応するため今後も事業を継続する

　 ことが適当と思われる。

　　 また，因島送水管整備事業については，尾道系の水需要増に対応するため今後も事業を

　 継続することが適当と思われる。
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　　 これらの事業の継続に当たっては，今後の水需要の動向に留意しながら，段階的に

　 適切な施設整備に努められたい。




