
－1/4－ 

(公財)水道技術研究センター会員 各位 第５６４号 平成 29年 5月 26日 

 

 

 

 

 

 

水道における事故件数の推移（２） 

－水道統計に基づく試算結果－ 
  

２．平成 26 年度における状況（水道用水供給事業及び上水道事業） 

 

（１）年間水質事故発生件数（平成 26 年度年間水質事故発生件数が 3 件以上の 22 事業体） 

 

都道府県名 事業主体名 年間水質事故発生件数（件/年） 

千葉県 千葉県 231 

東京都 東京都 200 

大阪府 河内長野市 83 

北海道 札幌市 53 

神奈川県 横浜市 39 

大阪府 大阪広域水道企業団 27 

長野県 長野県 19 

神奈川県 神奈川県内広域水道（企） 17 

愛知県 愛知県 17 

福岡県 北九州市 16 

石川県 小松市 10 

青森県 八戸圏域水道企業団 9 

茨城県 東海村 9 

大阪府 豊中市 7 

岩手県 二戸市 5 

茨城県 茨城県（県西） 5 

埼玉県 埼玉県 5 

鹿児島県 鹿児島市 5 

茨城県 茨城県（県南） 4 

福島県 いわき市 3 

新潟県 長岡市 3 

福岡県 大牟田市 3 
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（２）幹線管路の事故件数（平成 26 年度における幹線管路の事故件数が 54 件以上の 22 事業体） 

 

都道府県名 事業主体名 幹線管路の事故件数（件/年） 

静岡県 藤枝市 274 

岐阜県 関市 152 

岡山県 井原市 132 

岡山県 赤磐市 127 

三重県 亀山市 126 

鹿児島県 和泊町 103 

島根県 益田市 95 

静岡県 河津町 80 

福井県 坂井市 76 

山梨県 山梨市 76 

長野県 諏訪市 76 

鹿児島県 南さつま市（加世田） 76 

茨城県 石岡市 71 

宮城県 栗原市（栗原） 70 

岐阜県 美濃市 64 

栃木県 那須ハイランド水道 61 

宮崎県 小林市（小林） 60 

鹿児島県 鹿屋市 59 

埼玉県 加須市 54 

広島県 東広島市 54 

香川県 三豊市 54 

鹿児島県 知名町 54 

 

（３）浄水場停止事故件数（平成 26 年度における浄水場停止事故件数が 1 件以上の 16 事業体） 

 

都道府県名 事業主体名 浄水場停止事故件数（件/年） 

大阪府 河内長野市 25 

秋田県 横手市 3 

福岡県 吉富町 3 

大阪府 豊中市 2 

青森県 八戸圏域水道企業団 1 

山形県 山形市 1 

群馬県 高崎市 1 

埼玉県 美里町 1 

千葉県 松戸市 1 

新潟県 新潟市 1 

石川県 能美市 1 

静岡県 掛川市 1 

静岡県 静岡市 1 

兵庫県 稲美町 1 

鳥取県 大山町（中山） 1 

福岡県 福岡地区水道企業団 1 
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（４）管路事故件数（平成 26 年度における管路事故件数が 177 件以上の 20 事業体） 

 

都道府県名 事業主体名 管路事故件数（件/年） 

岡山県 倉敷市 432 

広島県 福山市 409 

愛知県 愛知中部水道企業団 364 

福島県 郡山市 329 

福井県 福井市 323 

宮崎県 宮崎市 277 

奈良県 大和高田市 275 

静岡県 藤枝市 274 

鹿児島県 薩摩川内市 256 

愛知県 名古屋市 241 

福岡県 宗像地区事務組合 226 

群馬県 安中市 221 

鹿児島県 日置市 209 

福岡県 飯塚市 208 

島根県 出雲市 207 

岩手県 奥州市 201 

岡山県 岡山市 201 

群馬県 前橋市 190 

福島県 いわき市 178 

岐阜県 岐阜市 177 

 

（５）給水管事故件数（平成 26 年度における給水管事故件数が 1,344 件以上の 20 事業体） 

 

都道府県名 事業主体名 給水管事故件数（件） 

東京都 東京都 8,811 

神奈川県 神奈川県 8,355 

大阪府 大阪市 7,024 

京都府 京都市 5,467 

神奈川県 横浜市 5,200 

兵庫県 神戸市（市街地） 4,645 

埼玉県 川口市 3,771 

福岡県 北九州市 3,480 

埼玉県 さいたま市 3,346 

和歌山県 和歌山市 2,703 

福岡県 福岡市 2,668 

熊本県 熊本市 2,312 

大阪府 豊中市 2,168 

大阪府 東大阪市 1,967 

栃木県 宇都宮市 1,934 

神奈川県 川崎市 1,661 

三重県 四日市市 1,590 

岡山県 岡山市 1,563 

兵庫県 尼崎市 1,475 
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群馬県 前橋市 1,344 

 

 

 

 

（文責）センター専務理事    安藤  茂 

 

 配信先変更のご連絡等について 

「ＪＷＲＣ水道ホットニュース」配信先の変更・追加・停止、その他ご意見、ご要望等がございましたら、会員

様名、担当者様名、所属名、連絡先電話番号をご記入の上、下記までＥ-メールにてご連絡をお願いいたします。

〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-8-1 虎ノ門電気ビル２Ｆ （公財）水道技術研究センター  ホットニュース担当 

Ｅ-ＭＡＩＬ：jwrchot@jwrc-net.or.jp 

ＴＥＬ ０３－３５９７－０２１４   ＦＡＸ ０３－３５９７－０２１５ 

また、ご連絡いただいた個人情報は、当センターからのお知らせの配信業務以外には一切使用いたしません。 

 

 水道ホットニュースのバックナンバーについて 

水道ホットニュースのバックナンバー（第58号以降）は、下記アドレスでご覧になれます。 

バックナンバー一覧   http://www.jwrc-net.or.jp/hotnews/hotnews-h28.html 

 

水道ホットニュースの引用・転載について 

水道ホットニュースの引用・転載等を希望される方は、上記ホットニュース担当までご連絡をお願いいたします。

なお、個別の企業・商品・技術等の広告にはご利用いただけません。 
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