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はじめに

金沢市の水道事業は、昭和5年に犀川の表流水を取り入
れて給水を開始して以来、平成22年で80年を迎えました。
この間、増加する水需要に応えるため、第1次から第5次
にわたる拡張事業を行い、現在、水道普及率は99.5％とな
りました。また、犀川の水を水源とする「末浄水場」と内川の
水を水源とする「犀川浄水場」に加え、手取川の水を水源と
する「石川県水道用水供給事業」からの給水を受けて、市民
の皆様に水道水を供給しています。
安全でおいしい水の供給には、水源環境の保全が欠かせ

ません。金沢市企業局では、平成17年度に水道水源の保全
に関する条例を制定して、水源地の環境を守る活動にも取り
組んでいます。
今後とも、市民生活と都市の活動を支えるべく、事業の効

率化に励み、ライフラインとしての安定給水と、「いつでも、
どこでも安全でおいしい水」の供給に努めていきます。

企業局広岡庁舎
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末浄水場
末浄水場は、金沢市で最初に建設された浄水場です。
犀川の表流水を取り入れて、昭和5年に給水を開始しました。
現在は、緩速ろ過方式と急速ろ過方式の2つの方式で浄水処理を行っており、
最大給水能力は、105,000㎥／日です。

水源の紹介

末浄水場のあゆみ

末浄水場は、犀川の水を水源としています。犀川上流に
降った雨水は、犀川ダムに蓄えられた後、下流の取水口から
寺津用水を経て、末浄水場に導かれます。

寺津用水は、約20年の歳月をかけて、江戸時代の寛文5年
（1665）に完成したもので、歴史的にもたいへん貴重な用
水です。

また、犀川の源流のひとつ、二又川を上り詰めたところにあ
る犀滝は、簡単に近づけないことと、滝下の川からでないと
その姿を見ることができないことから、“まぼろしの滝”とも呼
ばれています。

末浄水場は、昭和5年に創設され、緩速ろ過方式により、
19,500㎥／日の給水を行っていました。

その後、人口の増加とともに配水量も増えてきたため、施
設の改良と拡張工事を行い、現在は最大105,000㎥／日の
給水能力を有する浄水場に発展しました。

古い歴史の中にも、近代化された設備を有し、市民の皆様
が安心して飲めるおいしい水道水を、日夜送りつづけていま
す。

▼犀滝

▼寺津用水旧取水口▼犀川ダム

▼末浄水場
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▼国の“名勝”に指定された末浄水場園地内庭園　

▼末浄水場登録有形文化財記念碑▼末浄水場管理本館

末浄水場の概要

小水力発電設備の導入

末浄水場は、創設時に造られた緩速ろ過方式と、昭和40年
に犀川ダムの完成により給水を開始した急速ろ過方式の2つ
の方式で浄水処理を行っています。

昭和60年には、環境及び景観に優れた浄水場として、“近
代水道百選”に選ばれました。また、平成13年には緩速系浄
水施設が“登録有形文化財”に、平成20年には末浄水場敷地
全体が園地として“登録記念物”に登録されました。

平成22年には、末浄水場園地が国の“名勝”に指定されま
した。この園地は、前庭の縦横の軸線が浄水場施設である導
水線と送水線の軸線と一致している点に特徴があり、浄水施
設の施設配置と意匠的な前庭を巧みに対応させたデザイン
は、全国的にも珍しく貴重なものとなっています。

「金沢市新エネルギービジョン」のモデルプロジェクトに選
定された事業の一つとして、末浄水場の緩速系原水導水管の
遊休落差を活用し、平成24年2月に導入されました。

発電機は42kWの小水力で、年間発電量は、360,000kWh
です。

発電した電気の全てを浄水場で使用し、浄水場で使用する
電気の約35%になります。

CO2排出を年間165トン削減し、環境の保全にも貢献して
います。
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末浄水場の四季
末浄水場の約78,000㎡の敷地内には、創設当初に植栽

された樹木も大きく育ち、四季折々見る人の心に安らぎを与
えてくれます。

春には約150本の桜が一斉に咲き誇ります。ろ過池とのコン
トラストもたいへん美しく、見応えがあります。写真は平成3
年に水道事業60周年を記念して植樹された、しだれ桜です。

秋には色とりどりの紅葉を楽しむことができます。静かで
趣のある風景は、哀感を誘います。

梅雨時から初夏にかけては、優雅に咲くあじさいを見るこ
とができます。浄水場の景観にもよく溶け込んでいます。

末浄水場の冬は雪深く、一面銀世界になります。場内の樹木に
は“雪つり”を行い、雪の重さで枝が折れるのを防いでいます。

末浄水場　－春－

末浄水場　－秋－

末浄水場　－夏－

末浄水場　－冬－

末浄水場
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▼水の旅（飲み水になるまで）

末浄水場では、緩速ろ過方式と、急速ろ過方式の２種類の
方法で浄水処理を行っています。

緩速ろ過方式とは、取水した原水の濁りを、薬品を用いな
いで時間をかけて沈澱させ、細かい砂の層をゆっくりとろ過
して浄水を作る方法です。水は、厚さ約９０ｃｍのろ過層を通
過するのに５～６時間を要します。

急速ろ過方式とは、取水した原水の濁りを、薬品を用いて
早く沈澱させ、比較的荒い砂の層を早い速度でろ過して浄水
を作る方法です。水は、厚さ約７０ｃｍのろ過層を約８分で通
過します。

水道水のつくり方
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犀川浄水場
犀川浄水場は、内川の水を水源として、昭和48年に給水を開始しました。
急速ろ過方式で浄水処理を行っており、最大給水能力は、100,000㎥／日です。　
また、場内の汚泥処理施設では、汚泥の脱水処理を行っています。

▼内川ダム

▼犀川浄水場

▼汚泥脱水機

水源の紹介

犀川浄水場の概要

汚泥処理施設

犀川浄水場は、内川の水を水源としています。内川上流に
降った雨水は、内川ダムに蓄えられた後、ダム下流の取水ダム
から取り込まれ、導水路トンネルと管路によって犀川浄水場
に導かれます。

犀川浄水場は、昭和48年に給水を開始しました。急速ろ過
方式で浄水処理を行い、現在の最大給水能力は、100,000
㎥／日です。

完全自動運転を行っており、末浄水場とともに金沢市内全
域に対して24時間体制にて安全でおいしい水道水を供給し
ています。

犀川浄水場及び末浄水場において浄水処理の過程（沈澱、
ろ過）で発生する沈澱物（汚泥と呼んでいます）は、犀川浄水
場内の汚泥処理施設で脱水処理を行います。

脱水処理後の汚泥は、リサイクル土として園芸用などに利
用されています。
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石川県水道用水供給事業からの受水
石川県水道用水供給事業では、手取川ダムを水源として
石川県鶴来浄水場で浄水処理を行い、県内13市町へ水道用水を供給しています。
金沢市企業局では、四十万中配水場及び四十万高区配水場において最大113,220㎥／日を受水し、
市中に水道水を供給しています。

▼手取川ダム

▼石川県鶴来浄水場

▼四十万中配水場

石川県水道用水供給事業

石川県鶴来浄水場

四十万中配水場

石川県水道用水供給事業は、手取川ダムを水源として、現
在244,000㎥／日を供給することができます。

浄水処理された水道用水は、送水管により七尾市能登島か
ら加賀市までの県内13市町へ供給されています。

石川県鶴来浄水場では、手取川ダムを水源として、急速ろ
過方式で浄水処理を行っています。

四十万中配水場は、石川県鶴来浄水場から送られてくる水
道用水を受け入れるために、昭和55年に建設されました。　

金沢市企業局では、この四十万中配水場及び四十万高区
配水場において最大113,220㎥／日を受水し、市中に水道
水を供給しています。
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ライフラインとしての安定供給
金沢市企業局では、末浄水場、犀川浄水場及び県営水道の
配水管路を互いに連絡し、災害時の給水体制の維持に努めています。
また、水道は生活用水確保の唯一ともいえる手段であるため、
信頼性の高い水道システムの構築を目指しています。

施設・管路の耐震化

経年管の計画的な改良

金沢市企業局では、主要施設の耐震化を計画的に進めると
共に、主要配水幹線は耐震構造とするなど、災害に強い水道
を目指しています。

金沢市の配水管の長さは、約2,437ｋｍで、おおよそ札幌
から鹿児島までの長さと同じになります。
災害時にも安定供給を行うために、老朽化した配水管の改

良工事を計画的に進めています。

金沢

博多

鹿児島

札幌

▼四十万中配水場耐震化工事

▼地震に強いダクタイル鋳鉄管（クレーンで宙に吊っても抜けません）▼四十万配水本管布設工事
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▼漏水調査

▼水質検査

▼末浄水場管理本館中央管理室

漏水調査

水質検査

集中管理

金沢市企業局では、漏水探知機により漏水調査を行ってい
ます。

漏水箇所の早期発見と早期修繕により、大切な水道水を無
駄にすることのないよう努めています。

金沢市企業局では、安全でおいしい水をお届けするため
に、きめ細かい水質検査を行っています。

水質検査結果については、ホームページ上に掲載するとと
もに水質試験年報にまとめ、公表しています。 

末浄水場内の中央管理室では、24時間体制で、市内にあ
る配水場、制御所、ポンプ場などの集中管理を行い、円滑な
給水体制の確保に努めています。
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市民の皆様との“ふれあい”
金沢市企業局では、ペットボトル「金沢の水」の製造・販売や、
市民参加型の防災訓練、末浄水場の見学会などをとおして、
市民の皆様とのふれあいを大切にしています。

▼「金沢の水」500mℓ・350mℓ

▼防災訓練

▼見学会の様子（末浄水場内）

ペットボトル「金沢の水」

防災訓練

小学生の水道施設見学会

金沢市企業局では、ペットボトル「金沢の水」を製造・販売し
ています。「金沢の水」は、末浄水場の緩速ろ過池でろ過され
た水を殺菌処理し、ボトル詰めしたもので、口あたりがまろや
かで、とてもおいしい水です。

災害に備えるには、日ごろからの心構えと訓練が重要で
す。
金沢市企業局では、市民の皆様が一緒に参加する防災訓

練を行うなど、地域とのつながりを大切にしながら、万一の事
態に備えています。

末浄水場では、身近な環境教育の場として、小学生の施設
見学を積極的に受け入れています。
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水道水源保全活動
安全でおいしい水道の供給には、水源環境の保全が欠かせません。
金沢市企業局では、水道水源の保全に関する条例を制定するなど、
水源地の環境を守る活動に積極的に取り組んでいます。

▼植樹活動

▼清掃活動

▼啓発看板

水源かん養林の植樹

清掃活動の実施

啓発看板の設置

水源かん養林は、保水や洪水緩和、 さらには自然の自浄作
用による水質浄化など「緑のダム」 とも呼ばれる重要な役割
を果たしており、 良質な水源を将来に渡って確保していくた
めに必要な森林です。

金沢市企業局では、森林を守り育てるための植樹活動を
行っています。

金沢市企業局では、水源環境の保全を目的として、水道水
源保全区域での清掃活動を、職員及び市民の方々の有志に
より毎年実施しています。

金沢市企業局では、水道水源保全区域内の啓発活動の一
環として、条例の施行や、不法投棄禁止等の啓発看板を設置
しています。
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データで見る水道事業の概要
▼金沢市水道施設図

国土地理院 数値地図25000 （H14.4.1 発行）使用
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▼金沢市における水道事業の歴史

行政区域内人口 給水人口 普及率

人
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行政区域内人口

440,000

444,000

448,000

452,000

456,000

460,000

464,000

468,000

H27H26H25H24H23 94.0

95.0

96.0

97.0

98.0

99.0

100.0

460,285
463,032

459,046
462,361

458,530
461,873

99.4%

H26

461,882
464,237

99.5%

H27

462,926
465,188

99.5%99.3%99.3%

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

H27H26H25H24H23

日最大 日平均

148
164
H25

146
160
H26

146
166
H27

152
174
H24

153
173
H23

日平均
日最大

千m³/日

配水量 有収水量 有収率

千m³/年

％

H25H24H23

有収水量
有収率

配水量

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

H27H26H25H24H23 85

87

89

91

93

95

50,367
54,037

50,934
55,612

51,546
56,092

93.2%

H26

49,745
53,176

93.5%

H27

50,052
53,487

93.6%91.6%91.9%

▼給水状況（普及率）

▼年間1日平均配水量と1日最大配水量の推移

▼有収水量（販売水量）の推移

	 年代	 	 水道事業の歴史
　
大正８年	 水道水源の事前調査に着手
大正９年	 水道調査費を予算に計上し調査を開始
昭和２年	 水道施設案が市議会を通過、水道事務所開設
昭和３年	 水道認可、水道起工式
昭和５年	 水道局を開設、金沢市水道使用条例を制定、給水開始
昭和６年	 水道通水式
昭和７年	 末浄水場（緩速系）の完成
昭和27年	 第1次拡張工事完工（笠舞浄水場完成）　
昭和29年	 水道給水条例を制定
昭和37年	 第2次拡張工事完工（出雲浄水場完成）　
昭和40年	 上水道使用量が初めて1日10万㎥を越す
昭和41年	 犀川ダムの完成
昭和42年	 ガス・水道事業と電気事業を併合し、企業局に改称
	 犀川（川底）浅野川（水道橋）を渡る配水本管の環状線が
	 完成し、通水開始
昭和46年	 第3次拡張工事完工（末浄水場（急速系）の完成）
昭和48年	 上水道使用量が初めて1日20万㎥を越す
昭和49年	 内川ダムの完成
昭和53年	 犀川浄水場の完成
昭和54年	 末浄水場管理本館完成
昭和55年	 笠舞浄水場運転停止
	 第5次拡張一部給水（県水受水）開始
	 四十万高区配水池及び四十万中配水池（1号）完成
昭和57年	 第4次拡張事業完工
	 四十万中配水池（２号）完成
昭和59年	 出雲浄水場運転停止
昭和60年	 末浄水場が「近代水道百選」に選定
昭和61年	 企業局新庁舎完成
	 内川地区給水開始
昭和62年	 金沢市水道事業基本構想策定
平成２年	 水道事業60周年記念式典を開催
平成10年	 金沢市水道事業新基本構想策定
	 俵地区給水開始
平成13年	 末浄水場緩速沈澱池ほかが	国の登録有形文化財に登録
平成14年	 末浄水場管理本館耐震補強工事完成
平成16年	 犀川浄水場管理本館耐震補強工事完成
平成17年	 湯涌地区給水開始
	 大乗寺丘陵配水場完成
	 野田配水場給水停止
	 直結増圧給水方式の導入
	 大乗寺高区配水池完成
平成18年	 金沢市における水道水源の保全に関する条例を制定
平成19年	 内灘町と災害時相互給水協定を締結
平成20年	 末浄水場の園地が国の登録記念物に登録
	 四十万中配水場耐震補強工事完成
平成21年	 ペットボトル「金沢の水」販売開始　
平成22年	 末浄水場園地が国の名勝に指定
	 津幡町と災害時相互給水協定を締結
	 金沢市水道80周年記念式典を開催
平成24年	 末浄水場小水力発電設備完成
平成26年	 森本地区上水道整備事業（中部地区）完成
	 卯辰山地区配水地統合事業完成
平成27年	 犀川山間地区上水道整備事業完成
	 第一原水処理棟復元
平成28年	 犀川上水場汚泥処理棟耐震補強工事完成
	 神谷内葵ポンプ場完成
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兼六園

〒920-0031　金沢市広岡3丁目3番30号
TEL	076-220-2611　FAX	076-220-2679
http://www2.city.kanazawa.ishikawa.jp/ パワー君


