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3 山梨市水道事業の概要 
 山梨市の水道は、上水道事業 1、簡易水道事業 28、小規模水道施設 9 か

ら構成されています。そのうち山梨市の市営管理は、上水道事業 1、簡易水

道事業 3、計 4 の水道事業です。また、水道法の適用を受けない水道として、

市内に 9 つの小規模水道施設が存在しています。 

 

3.1 水道事業の沿革 

3.1.1 山梨地域の水道事業変遷 

 山梨市の上水道事業は、市の平野部を流れる笛吹川、重川、日川の三川の

流域に存在する清浄な地下水を水源として、昭和 34 年に水道創設の事業認

可を受け、昭和 37 年に給水を開始して以来、市勢の発展と共に増大する水

需要に対応するため、数度の拡張事業を重ね、平成 17 年 2 月には第 6 期拡

張事業の第 1 回変更認可（計画目標年度 平成 26 年度、計画給水人口

32,900 人、計画１日最大給水量 17,100ｍ3／日）を受け、現在に至りま

す。 

 上水道事業は、近年の水需要増加における安定給水確保への対応として、

第 5 期拡張事業において笛吹川支川の琴川に建設される琴川ダムを水源とし

た企業団による受水計画を具体化し、同時に地下水による新たな自己水源の

確保を目的とした事業の実施を計画しました。 

 また、第 6 期拡張事業では、市の西部地域の山間部に散在する 11 の簡易

水道及び飲料水供給施設のうち 9 つを上水道事業へ統合し、当該拡張区域の

施設整備を進めながら上水道との統合を促進しています。 

 企業団からの受水開始は、平成 20 年度を目標としています。 

 さらに、平成 16 年度に第 6 期拡張事業の第 1 回変更認可を取得しました。

山梨市の水源は、深井戸等の地下水が基幹水源です。本市の取水井には、硝

酸態窒素が高い等の水質的な課題を抱えているものがあり、さらに、取水能

力の低下が見られる水源もあります。このような経緯から、水質的な課題や

揚水量の低下が懸念される水源を廃止または予備水源化し、広瀬ダムからの

畑地かんがい用水の余剰分（畑かん余剰水）を新たに水道水源として取水す

る計画を策定しました。水道サービスの安全性・安定性の向上を図る目的と



- 5 - 

して、今後広瀬ダム取水に関わる施設整備に着手する予定です。広瀬ダム水

源の取水開始は、平成 25 年度を目標としています。 

 山梨地域の各簡易水道事業は、昭和 27 年度から昭和 39 年度の間で給水

を開始しています。水道施設の現状として、これらの簡易水道等施設では沢

水や湧水を水源としているため、降雨時の濁度変動による影響を受けやすく、

また流量の変動により不安定な給水状況であります。さらには、施設の老朽

化にともない、適切な維持管理を必要としています。 

表 3-1 山梨市上水道の事業認可変遷 

六期拡張 
項目 単位 創設事業 一期拡張 二期拡張 三期拡張 四期拡張 五期拡張 

 第 1 回変更 

認 可 年 月 日  S34.3.31 S38.12.27 S48.3.23 S52.11.18 S60.5.29 H6.7.29 H16.3.26 H17.2.22 

計 画 年 次 年度 S34～S37 S38～S39 S48～S50 S52～S60 S60～S68 H6～H17 H16～H25 H17～H26 

水 源 箇所 
深井戸 2 

浅井戸 1 

深井戸 2 

浅井戸 1 

深井戸 5 

浅井戸 1 

深井戸 10 

浅井戸  1 

深井戸 16 

浅井戸  1 

深井戸 16 

浅井戸  1 

用水受水 3 

深井戸 11 

用水受水 4 

深井戸 9 

用水受水 4 

ダム水 1 

日 最 大 給 水 量 ｍ 3 / 日 4,950 5,460 10,920 17,400 20,800 18,600 17,100 17,100 

計 画 給 水 人 口 人 24,750 27,300 27,300 29,800 30,500 31,300 32,900 32,900 

計 画 事 業 費 万円 15,314 1,025 1,824 2,910 206,100 365,000 296,532 352,188 

 

表 3-2 山梨地域簡易水道事業の変遷 

1) 大工日向 S27.7 H17.3 湧　水 170 50
2) 大工日影 S31.2 H17.3 湧　水 290 40
3) 堀内 S38.7 H17.3 湧　水 320 56
4) 水口丸山 S29.12 H17.3 湧　水 110 24
5) 水口 S29.1 H17.3 湧　水 220 64
6) 水口上の山 S36.4 H17.3 湧　水 250 50
7) 山口 S28.1 H17.3 湧　水 200 40
8) 切差 S39.2 H17.3 湧　水 280 56
9) 戸市 S28.1 H17.3 湧　水 120 24
10) 矢坪 S32.2 H17.3 湧　水 320 64

事業名称
給水開始
年月日

既認可

認可
年月日

水源種別
計画給水
人口[人]

計画1日最
大給水量
[m3/日]

簡
易
水
道

 
 

3.1.2 牧丘地域の水道事業変遷 

 旧牧丘町の水道事業は、昭和 34 年に上水道の認可を得て、昭和 35 年度

に上水道１期工事、昭和 36 年度に上水道 2 期工事を経て、昭和 37 年度に

旧諏訪町、中牧村の一部地域に給水を開始しました。その後生活様式の変化

に伴い、昭和 50、51 年に水源開発を主とする第 1 拡張工事を、昭和 62
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年には、急速ろ過池の増設工事を行ってきました。平成 6 から平成 8 年の 3

ヵ年で杣口浄水場の改修工事を行い、平成 12 年度に上水道事業を廃止し、

牧丘第 1 簡易水道事業として給水を開始しました。 

 第 1 簡易水道事業を除く、その他の簡易水道事業の給水開始年月日は、昭

和 28 年度から昭和 38 年度の 10 年間となっています。 

 牧丘第 1 簡易水道は、平成 30 年度までに、乙ヶ妻簡易水道、大沢簡易水

道、成沢簡易水道、倉科簡易水道、西山簡易水道及び真智小規模水道を統合

します。簡易水道統合に伴い、企業団から 1,600m3/日の受水を行い、給水

開始は、平成 20 年度を予定しています。 

 また、平成 25 年度に西保下簡易水道、中村簡易水道及び鳥谷原簡易水道

が統合し、新たに第 2 簡易水道となります。これらの 3 簡易水道は、牧丘第

1 簡易水道と同様に、企業団から、400m3/日の受水を行い、給水開始は、

平成 20 年度を予定しています。 

表 3-3 牧丘地域簡易水道事業の変遷 

11) 牧平 S32.3 H17.3 湧　水 300 45
12) 中村 S31.3 H17.3 湧　水 810 162
13) 西保下 S33.3 H17.3 湧　水 570 87
14) 北原下 S33.3 H17.3 湧　水 300 45
15) 膝立 S33.3 H17.3 湧　水 150 33
16) 乙ヶ妻 S34.7 H17.3 湧　水 250 38
17) 赤芝 S28.5 H17.3 伏流水 350 53
18) 鳥谷原 S28.7 H17.3 湧　水 450 68
19) 大沢 S30.3 H17.3 湧　水 200 30
20) 北原上 S30.3 H17.3 湧　水 300 45
21) 小田野 S31.3 H17.3 湧　水 180 27
22) 倉科 S33.3 H17.3 湧　水 870 147
23) 漆川 S38.1 H17.3 湧　水 320 48
24) 成沢 S36.3 H17.3 湧　水 270 41
25) 西山 S38.4 H17.3 湧　水 200 30
26) 牧丘町第1 H13.4 H17.3 表流水 伏流水 湧水 4,390 1,950

事業名称
給水開始
年月日

既認可

認可
年月日

水源種別
計画給水
人口[人]

計画1日最
大給水量
[m3/日]

簡
易
水
道

 

 

3.1.3 三富地域の水道事業変遷 

 三富地域において、給水開始以前、地元の湧水を水源として水道水を引い

ていました。昭和 52 年度の水道法改正で、簡易水道に関する法令が追加さ

れたことにより、中央簡易水道、東徳和簡易水道及び西徳和簡易水道は、昭
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和 55 年度から昭和 59 年度にかけて認可を取得しています。 

平成 19 年度に東徳和簡易水道及び西徳和簡易水道は統合し、徳和簡易水

道となり、中央簡易水道の配水ブロックは、2 系統に分かれて給水していま

す。 

表 3-4 三富地域簡易水道事業の変遷 

27) 中央 S55.3 H17.3 湧　水 1,220 350
28) 東徳和 S59.12 H17.3 湧　水 240 77
29) 西徳和 S59.12 H17.3 湧　水 111 30

簡易水道

事業名称
給水開始
年月日

既認可

認可
年月日

水源種別
計画給水
人口[人]

計画1日最
大給水量
[m3/日]

 

 

3.1.4 給水区域 

 山梨市の水道給水区域は、次項のとおりです。 
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3.1.5 簡易水道事業の統合計画 
 

 山梨市では、各地域において簡易水道事業の統合計画が策定されています。

現在、既認可事業として、統合に係る施設整備が進められているところです。 

 

① 山梨地域：8 簡易水道及び 1 飲料水供給施設の上水道への統合 

② 牧丘地域：5 簡易水道及び１小規模水道の牧丘第 1 簡易水道への統合 

③ 牧丘地域：3 簡易水道が統合し、牧丘第 2 簡易水道の創設 

 

 山梨地域においては、「簡易水道統合整備基本計画」に基づき、平成 23 年

度までに矢坪簡易水道、大工日向簡易水道、大工日影簡易水道、堀之内簡易

水道、水口丸山簡易水道、水口簡易水道、水口上ノ山簡易水道、山口簡易水

道、さらに水口飲料水供給施設を上水道へ統合します。 

 統合に伴い企業団からの水道用水 4,200m3/日を受水する予定となって

います。受水地点は、岩手、山口、フルーツ公園、矢坪の 4 箇所で、それぞ

れの地点に受配水池を新設し、さらに減圧施設の役割も兼ねた配水池を設け

るなど、整備事業を進めています。 

 牧丘地域においては、平成 30 年度までに乙ヶ妻簡易水道、大沢簡易水道、

成沢簡易水道、倉科簡易水道、西山簡易水道、さらに真智小規模水道を、牧

丘第 1 簡易水道へ統合します。このため、企業団からの水道用水 1,600m3/

日を受水する計画です。企業団から供給された受水と杣口浄水場の送水は、

ブレンドされ、第 1 受水池へ送られます。その後､自然流下にて減圧井によ

る圧力調整を行いながら、既存牧丘第 1 簡易水道への配水を行うとともに、

自然流下にて乙ヶ妻配水池及び真智西配水池への送水を行う計画です。 

 また、平成 25 年度には､西保下簡易水道、中村簡易水道、鳥谷原簡易水道

が統合し、新たに第 2 簡易水道となり､企業団からの水道用水 400m3/日を

受水する計画です。第 2 受水池では､企業団から受水し、自然流下にて、減

圧井による圧力調整を行いながら、鳥谷原、中村及び西保下地区へ配水を行

うと同時に、西保下ポンプ井へ送水を行う計画です。 

 このため、牧丘地域における企業団受水量は、牧丘第 1 が 1,600m3/日、

牧丘第 2 が 400m3/日、あわせて 2,000m3/日となります。 

 三富地域においては、平成 18 年度に東徳和と西徳和簡水が統合し、平成

19 年度から新たに徳和簡易水道となりました。 

 簡易水道事業の統合計画は、次項のとおりです。



- 10 - 

山梨市上水道 (水道課管理)

矢坪簡易水道 (組合管理)

大工日向簡易水道 (組合管理)

大工日影簡易水道 (組合管理)

堀内簡易水道 (組合管理)
統合　

水口丸山簡易水道 (組合管理) 山梨市上水道 (水道課管理)

水口簡易水道 (組合管理) [平成23年度までに統合]

水口上の山簡易水道 (組合管理)

山口簡易水道 (組合管理)

水口飲料水供給施設 (組合管理)
存続　

切差簡易水道 (組合管理) 切差簡易水道 (組合管理)
存続　

戸市簡易水道 (組合管理) 戸市簡易水道 (組合管理)

牧丘第1簡易水道 (水道課管理)

乙ヶ妻簡易水道 (組合管理)

大沢簡易水道 (組合管理)
統合　

成沢簡易水道 (組合管理) 牧丘第1簡易水道 (水道課管理)

倉科簡易水道 (組合管理) [平成30年度までに統合]

西山簡易水道 (組合管理)

真智小規模水道 (組合管理)

鳥谷原簡易水道 (組合管理)
統合　

中村簡易水道 (組合管理) 牧丘第2簡易水道 (水道課管理)

西保下簡易水道 (組合管理) [平成25年度までに統合]
存続　

漆川簡易水道 (組合管理) 漆川簡易水道 (組合管理)
存続　

北原上簡易水道 (組合管理) 北原上簡易水道 (組合管理)
存続　

北原下簡易水道 (組合管理) 北原下簡易水道 (組合管理)
存続　

赤芝簡易水道 (組合管理) 赤芝簡易水道 (組合管理)
存続　

膝立簡易水道 (組合管理) 膝立簡易水道 (組合管理)
存続　

牧平簡易水道 (組合管理) 牧平簡易水道 (組合管理)
存続　

小田野簡易水道 (組合管理) 小田野簡易水道 (組合管理)

小規模水道施設 - 柳平，青山，豊原，井戸川，古宿（組合管理） 存続

小規模水道施設 - 塩平（組合管理） 施設整備後の平成22年度から水道課管理

存続　

中央簡易水道 (水道課管理) 中央簡易水道 (水道課管理)

東徳和簡易水道 (組合管理) 統合　

徳和簡易水道 (水道課管理)
西徳和簡易水道 (組合管理)

存続　 [平成18年度に統合済み，平成19年度より移管

広瀬飲料水供給施設 (水道課管理) 広瀬飲料水供給施設（水道課管理）

将来の水道事業（既認可）

三
富
地
域

山
梨
地
域

牧
丘
地
域

現在の水道事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 


