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(公財)水道技術研究センター会員 各位 第６７０号 令和元年 8月 9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 28 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 28 年度年間水質事故発生件数が 3 件以上の 20 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） 

大阪府 河内長野市 306 

千葉県 千葉県 179 

北海道 札幌市 66 

神奈川県 横浜市 55 

鹿児島県 鹿児島市 26 

佐賀県 鳥栖市 21 

福岡県 北九州市 15 

長野県 長野県 11 

愛知県 愛知県 9 

青森県 八戸圏域水道企業団 8 

茨城県 東海村 8 

愛知県 愛知中部水道企業団 8 

神奈川県 神奈川県内広域水道企業団 7 

埼玉県 狭山市 6 

石川県 小松市 5 

福岡県 宗像地区事務組合 4 

栃木県 宇都宮市 3 

千葉県 君津広域水道企業団 3 

大阪府 豊中市 3 

福岡県 福岡市 3 

 

（２）幹線管路の事故件数（平成 28 年度における幹線管路の事故件数が 57 件以上の 21 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 350 

鹿児島県 和泊町 125 

熊本県 熊本市 119 

岐阜県 関市 111 
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静岡県 伊豆市 103 

鹿児島県 南さつま市 102 

岡山県 赤磐市 84 

長崎県 諫早市 82 

福岡県 糸島市 81 

長崎県 島原市 78 

長野県 （株）蓼科ビレッジ 72 

島根県 益田市 72 

徳島県 阿波市 70 

鹿児島県 鹿屋市 69 

岡山県 矢掛町 68 

埼玉県 春日部市 67 

茨城県 石岡市 62 

埼玉県 秩父広域市町村圏組合 59 

熊本県 菊池市 58 

福井県 坂井市 57 

三重県 南伊勢町 57 

 

（３）浄水場停止事故件数（平成 28 年度における浄水場停止事故件数が 1 件以上の 17 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 41 

茨城県 つくばみらい市 2 

新潟県 新潟市 2 

鹿児島県 垂水市 2 

北海道 新ひだか町 1 

北海道 北見市（留辺蘂） 1 

北海道 清水町 1 

北海道 新得町 1 

岩手県 軽米町 1 

埼玉県 宮代町 1 

埼玉県 ふじみ野市 1 

埼玉県 上里町 1 

神奈川県 開成町 1 

愛知県 豊田市 1 

熊本県 益城町 1 

熊本県 南阿蘇村 1 

大分県 国東市 1 

 

（４）管路事故件数（平成 28 年度における管路事故件数が 182 件以上の 20 事業体） 

 

都道府県名 事業主体名 管路事故件数 計（件/年） 

熊本県 人吉市 4,570 

熊本県 熊本市 601 

静岡県 藤枝市 350 

静岡県 磐田市 329 
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広島県 福山市 301 

埼玉県 熊谷市 276 

愛知県 名古屋市 270 

鹿児島県 日置市 267 

三重県 伊勢市 260 

鹿児島県 薩摩川内市 256 

宮崎県 宮崎市 255 

奈良県 大和高田市 237 

群馬県 安中市 234 

愛媛県 宇和島市 210 

岡山県 倉敷市 205 

奈良県 奈良市 204 

福岡県 宗像地区事務組合 204 

群馬県 前橋市 199 

岡山県 岡山市 195 

香川県 高松市 182 

 

（５）給水管事故件数（平成 28 年度における給水管事故件数が 1,373 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） 

神奈川県 神奈川県 8,356 

東京都 東京都 8,307 

大阪府 大阪市 7,083 

神奈川県 横浜市 5,597 

京都府 京都市 4,500 

熊本県 熊本市 4,453 

福岡県 北九州市 4,143 

兵庫県 神戸市（市街地） 3,248 

埼玉県 川口市 3,125 

埼玉県 さいたま市 2,914 

福岡県 福岡市 2,498 

和歌山県 和歌山市 2,417 

大阪府 東大阪市 1,902 

栃木県 宇都宮市 1,788 

三重県 四日市市 1,748 

鹿児島県 鹿児島市 1,588 

神奈川県 川崎市 1,558 

岡山県 岡山市 1,532 

長崎県 長崎市（長崎） 1,434 

兵庫県 尼崎市 1,373 
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（担当）調査事業部 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  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。

〒112-0004 東京都文京区後楽2-3-28 K.I.S飯田橋ビル7F （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 ０３－５８０５－０２６４   ＦＡＸ ０３－５８０５－０２６５ 

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-r1.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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