
令和３年度 第３回 朝霞市上下水道審議会 次第

日時 令和３年８月４日（水）

午前１０時から

会場 水道庁舎４階 会議室

１ 開会

２ あいさつ

３ 議事

（１）膝折浄水場廃止に伴う取水・配水再編計画案について（報告事項）

（２）適正な水道料金の水準について（諮問事項）

（３）その他

４ 閉会

〈 配付資料 〉

・【資料１－１】膝折浄水場廃止に伴う取水・配水再編計画 概要版

・【資料１－２】膝折浄水場廃止に伴う取水・配水再編計画（案）

・【資料２－１】水道事業類似団体経営状況比較表

・【資料２－２】１１～２０年後の企業債未償還残高予測



膝折浄水場廃止に伴う取水・配水再編計画

取水・配水計画の目的

・膝折浄水場の廃止に伴う取水・配水再編計
画については、社会の潮流の変化や事業の
取組を踏まえ、引き続き安定した事業運営を
行うことが重要

・朝霞市水道事業基本計画で採用されている
接合井や深井戸の有効活用について、さらに
検討を重ね、より効率的な事業方法を決定す
ることを目的

浄水場施設の現状

・配水量 約７割を県水から受水
約３割を９箇所の深井戸から取水

・令和２年度の各浄水場の給水量
泉水浄水場１１，０７３，２３０㎥
岡浄水場 ４，０９９，９２０㎥
膝折浄水場 ６９６，７０３㎥
全体 １５，８６９，８５３㎥

・令和２年１２月１９日に膝折浄水場は配水池の
劣化により停止。 令和３年６月の審議会で状
況説明後、廃止を決定。 現在も泉水浄水場から
の配水で安定供給がなされている

取水・配水計画の課題

・平成２３年度の計画策定から１０年経過して課題も変化
⇒より効率的な事業方法を決定することが課題

接合井により泉水浄水場まで自然流下で導水する計画・・・将来も持続可能な水道施設の維持管理
①直径４００ミリの導水管を約２km布設した後の維持管理
②県道の横断や雨水幹線との調整、黒目川を横断など高度な技術
③多額の費用が必要な接合井、深井戸の有効利用の再検討

膝折浄水場の廃止に伴う再編計画

【整備目標の条件】
①接合井 コストなどを勘案し再検討
②深井戸の有効活用 県水が途絶えるなど想定し水源確保は重要
③応急給水所の設置 大規模災害を想定し応急給水所の整備は必要

５つの将来プランの比較

Ａ案 浄水場更新（＊再検証案）
・浄水場を更新（再建設）
建設費+維持管理費＝３３億８，４００万円
深井戸 すべて活用
応急給水所 新設整備（配水池から取水）

Ｂ案 用地売却（＊再検証案）
土地造成後に用地売却
建設費+維持管理費＝ 0円
深井戸 第１号は廃止、第８号は休止
応急給水所 新たな整備はなし

Ｃ案 接合井新設・自然流下（＊再検証案）
第１，８，１０号からの取水を合流させる接合井
を新設し、自然流下で泉水浄水場へ導水
建設費+維持管理費＝２３億６，３００万円
深井戸 すべて活用
応急給水所 新設整備（接合池から取水）

Ｄ案 接合井新設･ポンプ圧送（＊追加案）
Ｃ案の自然流下をポンプで圧送
建設費+維持管理費＝４１億９，５００万円
深井戸 すべて活用
応急給水所 新設整備（配水池から取水）

Ｅ案 第1号を応急給水可能に設備、第８号の
代替井を泉水浄水場内に設置（＊追加案）
建設費+維持管理費＝５億２，３００万円
深井戸 すべて活用
応急給水所 新設整備（第１号井から取水）

ー将来プランＥ案を採用ー

概要版

資料１－１



結論
将来プランＥ案の採用

膝折浄水場は、朝霞市水道事業の発祥の地です。
簡易水道事業から水道事業に移行し、その後の第２次変更事業認可に合わせ昭和４５年には配

水池の増設や配水ポンプを入れ替えるなど増強を図りましたが、それから半世紀が過ぎました。
本市では、この間、泉水と岡に大規模な敷地を確保して、拡張する水道需要に対応できる能力を
備えた浄水場を整備いたしました。
そのため、膝折浄水場からの配水を停止しても水道水は安定供給され、多額の費用を投じて整備
をしなくても給水に関しては問題ありません。
また、泉水浄水場や岡浄水場のバックアップ機能を兼ねて膝折浄水場を再建設することに関しても、
敷地面積から小規模な配水池しか設けることができないため、その効果は期待できません。
むしろ、今後発生する可能性が高いと予想されているマグニチュード７以上の東京湾北部地震など
首都直下地震に備えた施設を整備することが有効と考えます。
以上のことから、５案を再検証した結果

基本計画において採用された接合井の案を見直してＥ案を採用
することといたしました。

この結果により、今後の取水・配水の再編計画を次のとおりとします。
①膝折浄水場は廃止して、浄水場は泉水浄水場と岡浄水場とする
②深井戸は、第８号取水井は休止して、代替となる深井戸を泉水浄水に移設
③第1号取水井（膝折浄水場内）を応急給水所として整備

今後の水道事業は、将来の人口減少や持続可能な施設の維持に備えていかなければなりません。
また、基幹管路の耐震化、老朽管や浄水場の更新などは施設が存続する限り、維持管理は続いて
いきます。
今回、水道事業のレベルアップと維持に向けた目標を定め、安定した給水サービスの向上を図れ
る取水・配水の再編計画を立案しました。
また、埼玉県大久保浄水場では、早ければ令和７年度に高度浄水処理した水道水とする計画を

公表しています。
このことで朝霞市内に配水される水道水はさらにおいしく安全になります。
今後においても、計画を必要に応じて適宜見直し、水道水の安定供給に努めてまいります。



 

 

膝折浄水場廃止に伴う取水・配水再編計画 

 

 

 

膝折浄水場内配水ポンプ 

 

令和３年 月 

朝霞市上下水道部 

（案） 
資料１－２ 
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ー目的ー  

 

 

 

朝霞市の水道事業は、昭和２７年に計画給水人口５，０００人、１日最大給水

量７５０立方メートルの簡易水道事業として始まりました。 

現在では人口も１４万人を超え、今後もしばらく増加傾向で推移すると見込

まれます。 

 しかし、全国的には人口減少や本格的な高齢化社会の到来により、高度経済成

長期に拡張を進めてきたインフラの維持管理や更新、気候変動の影響による災

害の激甚化・頻発化、ＳＤＧｓが掲げる持続可能な社会の実現、さらには新型コ

ロナウイルス感染対策など、社会経済環境は目まぐるしく変化を続けています。 

 水道事業においても、こうした社会の潮流の変化や事業の取組を踏まえ、引き

続き安定した事業運営を行うことが重要となっています。 

 そのため、「朝霞市水道事業基本計画（平成２４年３月）」（以下、「基本計

画」という。）で採用されている接合井や深井戸の有効活用については、さらに

検討を重ね、より効率的な事業方法を決定することを目的とします。 

 

ー現状ー 

 

 

 

現認可となる第５次変更事業認可（令和３年３月認可）では、計画給水人口を

１３４，２００人から１４６，５００人、計画一日最大給水量は、４８，１００

㎥/日から５０，２００㎥/日に変更いたしました。 

本市では、給水サービスを持続していくため、基本計画を軸とした水道施設の

耐震化事業や老朽管更新事業に取り組み、事業を推進しています。 

  

 

 

  

１）浄水場の概要 

 浄水場施設の現状については、配水量の約７割を県水から受水し、約３割を９

箇所の井戸から取水して市内全域に配水しています。（基本計画 P8参照） 

令和２年度の各浄水場の給水量は、泉水浄水場１１，０７３，２３０立方メー

トル、岡浄水場４，０９９，９２０立方メートル、膝折浄水場６９６，７０３立

方メートル、全体では１５，８６９，８５３立方メートルとなっています。 

令和２年１２月１９日に膝折浄水場の配水池において、老朽化による劣化が

原因で濁り水が発生し、同浄水場からの配水を緊急停止しました。 

土木事業者からは、修繕による再利用は困難と助言され、また、コンサルタン

２－１ 水道事業認可の現状 

１ 取水・配水計画の目的 

２－２ 浄水場施設の現状 
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ト会社からはコンクリートの中性化はさほど見られないが、修繕して再利用す

る場合は耐震補強も併せて行う必要となるため大規模な工事が伴うものの、耐

震補強しても何年使用できるかは不透明との意見を受けました。そのため、現在

も第１，８，１０号取水井では取水を停止しています。 

令和３年６月、上下水道審議会において状況説明を行い、廃止することとしま

したが、８ページの配水区域図のとおり、膝折浄水場の配水区域は泉水浄水場の

配水区域内に包含され、かつ、膝折浄水場からの配水能力は泉水・岡浄水場の取

水量と比較しても小さいため、泉水浄水場の配水能力から過度な負担となる配

水量ではなく、膝折浄水場が停止している現在も安定的に供給されています。 

 

 

２）浄水水質 

浄水水質測定は蛇口から採取しています。水質測定箇所は、泉水系が宮戸児童

遊園地、岡系がやつるぎ児童遊園地となっています。水質検査の結果は朝霞市ホ

ームページで公開しています。 

本市は市全域を一つのブロックとして各浄水場から一括配水を行っているた

め、時間帯などにより、別の浄水場系の配水となることがあります。 

 

出典：朝霞市ホームページ 

令和2年度実績

平均 最大

泉水浄水場 30,338 34,520 72,720

岡浄水場 11,233 13,360 36,800

計 41,571 47,880 109,520

膝折浄水場 1,909 2,762 7,200

※膝折浄水場のデータは12月19日までのものとなります

浄水場の給水量と配水ポンプ能力

１日当たりの給水量（㎥/日）
浄水場名 備考

配水ポンプ能力

（㎥/日）
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３）浄水場の耐震性能 

 浄水場の耐震化については、基本計画に示しているとおり、泉水浄水場は管理

棟、滅菌室、配水池ともに耐震性能は高いと判定しています。岡浄水場は管理棟

と滅菌室の耐震性能は高いですが、配水池は地盤の強度から中位と判定してい

ます。膝折浄水場は、管理棟、滅菌室、配水池のすべてで耐震性能が低いと判定

しています。 

 

 

 

 

 

 

１）水源の概要 

 本市は、県水からの受水と深井戸からの取水を水源としています。割合として

は、約７割を県水、約３割を深井戸となっています。 

深井戸は、第１号取水井から第１３号取水井まで設置していますが、水質の状

態から第２，９号取水井は休止、溝沼浄水場の廃止に伴い、場内にあった第６号

取水井は廃止、第７号取水井は休止しています。 

 なお、第５号取水井と第１０号取水井については、平成２４年度に災害用応急

給水所として整備していますので、震災等により断水となった場合にも浄水し

て応急給水できるようになっています。 

 

 

２－３ 水源施設の現状把握 

※各浄水場名下の数値は給水能力を指す ㎥/日 
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２）水源施設の取水能力と取水量（令和２年度実績） 

 現在稼働している水源と取水量は次ページの表のとおりです。 

 第１号取水井の取水量が極端に少ないのは、基準値内ではあるものの、過去の

実績からマンガンの数値が他の井戸より高かったため取水量を抑えています。 

 その他の取水井についても、取水能力に対して取水量が少ないのは、県水の受

水量との関係から取水能力に対して概ね４割程度の取水量となっています。 

 
 

３）深井戸（自己水源）の水質 

深井戸の水質については、安定した水質基準を確保しています。 

しかし、マンガンその他化合物は、滅菌処理による遊離塩素で徐々に酸化し、

酸化すると給・配水管や水槽の内壁に付着して沈積が多くなると流向・流速の変

化で剥がれて流出し、これが黒い水の原因となります。 

濁り水の対策として、膝折浄水場系の配水エリアでは、ここ数年、集中的に深

夜に管洗浄を行っています。さらに一部小区間では、職員が定期的に排水作業を

行うなど対応していますが、たびたび濁り水の苦情が寄せられています。 

 

 

４）深井戸および導水管の耐震性能 

 深井戸および導水管の耐震化は、平成２３年３月に策定された「朝霞市水道事

業耐震化計画」に基づき、現在は深井戸、導水管ともに耐震化整備済みとなって

います。 

  

令和２年度実績

平均 最大

泉水 - 24,050 25,710 泉水支線φ500より受水

岡 - 5,838 6,128 朝霞幹線φ1200より受水

第１号取水井 膝折 3,700 162 278 膝折浄水場内

第３号取水井 岡 3,400 1,322 2,390 岡浄水場内

第４号取水井 岡 4,800 1,852 2,870

第５号取水井 岡 5,000 2,452 3,810 応急給水場

第８号取水井 膝折 4,600 1,361 1,740

第１０号取水井 膝折 2,800 1,186 1,459 応急給水場

第１１号取水井 泉水 4,300 2,123 3,909 泉水浄水場内

第１２号取水井 泉水 4,300 1,807 3,313

第１３号取水井 泉水 5,100 2,197 4,075

※1,8,10号取水井は膝折浄水場へ送水していた井戸で12月20日以降、揚水を停止している

水源施設の取水能力と取水量

１日当たりの取水量（㎥/日）
水源名

県水受水（大久

保浄水場）

浄水場
取水能力

（㎥/日）
備考
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ー課題ー 

 

 

 

１）膝折浄水場の廃止 

基本計画で整理されている課題は以下のとおりです。 

・施設が老朽化し、耐震性能も低い 

・第１，８，１０号取水井の深井戸は水道利用者からの人気が高いが、その反面、

流向の逆転により濁り水が発生しやすい 

上記の課題を踏まえ、基本計画では第１，８，１０号取水井から取水した地下

水を接合井によって泉水浄水場に自然流下で導水する計画が採用されました。 

<接合井の概要> 

   ・高さ１０メートルの高架タンク 

   ・泉水浄水場まで直径４００ミリの導水管を約２，０００メートル布設 

   ・黒目川を横断 

 

２）膝折浄水場の将来プラン抽出 

基本計画では、膝折浄水場の将来プランについて、Ａ案：既存用地による浄水

場の更新、Ｂ案：浄水場を廃止して用地売却、Ｃ案：既存用地による浄水場廃止、

接合井新設の３案が選定されました。 

 この中から、老朽化更新による施設の健全化や廃止による更新費・維持管理費

の縮小、深井戸のみを利活用して接合井を新設して泉水浄水場へ導水するＣ案

が採用されました。 

 採用理由は以下のとおりです。 

 

Ｃ案 既存用地による浄水場廃止・接合井新設 

既設浄水場を取壊し、既存用地に第 1,8,10 号取水井の導水接合井を新設します。導

水接合井に集まった自己水は、泉水浄水場へ自然流下で導水します。 

なお、新設接合井では、非常時の応急給水可能な設備を導入します。 

膝折浄水場が廃止となることから、管網における昼夜の流向逆転が少なくなり、赤水

等の濁水解消が期待されます。自己水源である深井戸（第 1,8,10号取水井）の有効利

用が図れ、また、膝折接合井から泉水着水井まで自然流下可能で比較的動力費を抑える

ことができ、経済性にも優れたＣ案を採用します。 

ただし、新設膝折接合井は、泉水着水井への自然流下水圧安定のため、地上水槽形式

により水位を確保する必要があります。地上水槽の場合、周辺住宅地への日影や圧迫感

の影響が推測され、配置・形状の決定には、地域住民の理解が重要と考えます。 

※記述は一部編集して掲載しています。 

  

 

 

 

３ 取水・配水計画の課題 
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３）計画策定後の課題の変化  

中長期的には人口減少によって水道使用者も減少する予測となっているため、

接合井を建設して泉水浄水場まで自然流下で導水する計画は、高架タンクの建

設や泉水浄水場との間に直径４００ミリもある導水管を約２キロメートル布設

する必要があり、地下埋設物の状況の変化により雨水幹線との調整や、黒目川を

横断させるなど、数々の高い技術が求められるため、多額の費用が必要な接合井

のほか、深井戸の有効利用についてはさらに検討を重ね、より効率的な事業方法

を決定することが課題となっています。 

  



 8 

 
※配水区域は時間帯などによって変動します。  
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ー目標ー 

 

 

 

１）整備の条件設定 

 膝折浄水場の廃止に伴う再編計画を構築するため、整備目標となる条件を次

のとおりとします。  

 

【整備目標の条件】 

 ①接合井についてはコストなどを勘案し再検討 

   水道事業は、水道管の老朽管更新事業、基幹管路の耐震化事業、泉水・岡

浄水場の更新事業、取水井の更新事業など多額の費用を投じて整備しなけ

ればならないため、過度な施設整備については見直しが必要 

 ②深井戸の有効活用 

   深井戸の取水は自己水であるため、大規模災害により埼玉県からの導水

が途絶えるなどを想定した場合に水源確保は重要 

 ③応急給水所の設置 

   大規模災害により、水道管が破損するなど給水ができない事態を想定し、

応急給水所の整備は必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 膝折浄水場の廃止に伴う再編計画 
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ー検討ー 

 
 

基本計画の設定や膝折浄水場の再編計画の整備条件を基に、膝折浄水場の将

来プランについて、基本計画で検討された３案に、新たに２つの案を加えて再

検証することといたしました。 

 

Ａ案 浄水場更新（＊再検証案） 

浄水場を取壊し、既存用地で浄水場を更新する。 

    建設費   ８億３，４００万円 

    維持管理費２５億５，０００万円  計 ３３億８，４００万円 

   深井戸 すべて活用 

   応急給水所 新設整備（配水池から取水） 

 

Ｂ案 用地売却（＊再検証案） 

浄水場を取壊し、土地造成後に用地を売却する。 

    建設費      － 円 

    維持管理費    － 円  計  － 円 

   深井戸 第１号は廃止、第８号は休止 

   応急給水所 新たな整備はなし 

 

Ｃ案 接合井（応急給水機能付）新設（自然流下）（＊再検証案） 

浄水場を取壊し、既存用地に３箇所からの地下水（第１，８，１０号 

取水井）を合流させる応急給水機能を備えた接合井を新設し、自然流下 

で泉水浄水場へ導水する。 

建設費   ７億６，３００万円 

    維持管理費１６億０，０００万円  計 ２３億６，３００万円 

   深井戸 すべて活用 

   応急給水所 新設整備（接合池から取水） 

 

Ｄ案 接合井（応急給水機能付）新設（ポンプ圧送）（＊追加案） 

Ｃ案の泉水浄水場へ導水する案を自然流下ではなくポンプで圧送する。 

ポンプ圧送となるため、接合井の高さは抑えられる分、横に広くなる。 

建設費  １１億３，０００万円 

    維持管理費３０億６，５００万円  計 ４１億９，５００万円 

   深井戸 すべて活用 

   応急給水所 新設整備（配水池から取水） 

 

 

 

５ 再検証を含めた５つの将来プランの比較 
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Ｅ案 応急給水設備新設、第８号取水井の代替取水井を新設（＊追加案） 

浄水場を取壊し、第 1号取水井（膝折浄水場内）を応急給水所に整備 

し、第８号取水井の代替として同等機能の取水井を新たに泉水浄水場内 

に設置する。（＊深井戸の移設については埼玉県と協議を要す） 

建設費   １億６，８００万円 

    維持管理費 ３億５，５００万円  計 ５億２，３００万円 

   深井戸 すべて活用 

   応急給水所 新設整備（第１号取水井から取水） 

 

 

 

※詳細の比較表は次ページを参照 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空白ページ 



 既設浄水場を取壊し、既存用地で膝折浄水場を更新する。 　既設浄水場を取壊し、既存用地は売却する。
　水道事業の範囲としては、既設浄水場等撤去、敷地造成までとす
る。

　既設浄水場を取壊し、既存用地に第1,8,10号取水井の接合井を新設
する。接合井に集まった自己水は、泉水浄水場へ自然流下で新たに導
水する。新設接合井では非常時の応急給水が可能な施設を整備する。

・構 造 物：着水井、配水池1,600㎥、配水ポンプ室、滅菌室
・場内配管：導水管、送水管、配水管、排水管
・機械設備：滅菌設備、配水ポンプ2.5㎥/分×30kW×3台
・電気設備：受変電、計装盤、TM/TC盤、運転操作盤、自家発
　　　　　　取水流量計、配水流量計、泉水中央監視改造
・場内整備：法枠ブロック1:1.5、舗装、門柵、雨水排水
・応急給水設備：滅菌器、ポリタンク、給水栓等

敷地造成まで ・構 造 物：接合井400㎥（地上5～10m）、泉水着水井改造
・場内配管：導水管、排水管
・埋設配管：導水管(膝折→泉水)φ400×2,000m(黒目川横断)
・機械設備：導水流量制御バルブφ400(泉水場内)
・電気設備：受変電、計装盤、TM盤、UPS、取水流量計
　　　　　　導水流量計φ400(泉水場内)、泉水中央監視改造
・場内整備：法枠ブロック1:1.5、舗装、門柵、雨水排水
・応急給水設備：倉庫、滅菌器、発電機、ポリタンク、給水栓等

① 既設浄水場運転停止、配水池水抜き等
② 場内施設(躯体,管路,設備等)の取壊し、撤去
③ 場内工作物(擁壁,盛土等)の取壊し、撤去
④ 安定性の高い敷地造成(緩勾配盛土,法枠ブロック等)
⑤ 耐震性の高い構造物(着水井,配水池,配水ポンプ室等)の築造
⑥ 耐震性の高い場内配管の整備
⑦ 維持管理性に優れた機械・電気設備の設置、調整
⑧ 周辺環境に調和した場内整備(応急給水設備含む)

① 既設浄水場運転停止、配水池水抜き等
② 場内施設(躯体,管路,設備等)の取壊し、撤去
③ 場内工作物(擁壁,盛土等)の取壊し、撤去
④ 安定性の高い敷地造成(緩勾配盛土,法枠ブロック等)
⑤ 第1号取水井廃止（φ350×200m）※260万円（税込）

① 既設浄水場運転停止、配水池水抜き等
② 場内施設(躯体,管路,設備等)の取壊し、撤去
③ 場内工作物(擁壁,盛土等)の取壊し、撤去
④ 安定性の高い敷地造成(緩勾配盛土,法枠ブロック等)
⑤ 耐震性の高い接合井の築造
⑥ 耐震性の高い場内配管の整備
⑦ 維持管理性に優れた機械・電気設備の設置、調整
⑧ 周辺環境に調和した場内整備(応急給水設備含む)
⑨ 泉水浄水場着水井改造(新設導水管受け入れ)
⑩ 新設導水流量制御設備設置(泉水中央監視改造)
⑪ 新設導水管(接合井→泉水)の埋設、泉水で接続

膝折浄水場  2,900㎥/日 － －

朝霞市全体 58,100㎥/日（計画一日最大給水量50,200㎥/日に対し16％の余力） 55,200㎥/日（計画一日最大給水量50,200㎥/日に対し10％の余力） 同　　左

膝折浄水場 1,600㎥（12時間分＋消防水利100㎥） － －

朝霞市全体 26,860㎥（12.8時間分） 25,260㎥（12.1時間分） 同　　左

　浄水場規模に比べて既存用地が狭いため、構造物による圧迫感が想
定される。配水池の地上高さを抑えるなど配慮が必要である。

　水道以外の利用を想定しているため、将来施設への直接的な決定権
はないと考えるが、住宅地であることへの配慮が必要である。

　配水ポンプ不要で騒音・振動は大きく解消されるが、接合井が地上
5～10m程度の高架水槽となるため、周辺住民の理解が重要である。

　既存用地による更新で、敷地に余裕もないため、跡地利用不可能。 　住宅地のなかの施設としては、公園や駐車スペースなどが想定され
る。

　既存用地には、第1号取水井が残り、新設接合井が築造されるが、
必要敷地は縮小可能で、住民開放等の跡地利用可能。

　前面道路が狭く住宅も多いため、土量やＣｏ打設量によって、運搬
車や重機の規模が大きくなり、安全性や施工期間で不利になる。

　住宅地であることから、工事期間中は仮囲いや低騒音・低振動型の
重機採用など、配慮が重要になる。

　撤去工事(全プラン共通)に十分な対策が必要である。また、接合井
は現場作業が容易な材質を選定するなど配慮が必要と考える。

建設費 　 ８３４,０００　千円 　　 －　千円    ７６３,０００　千円

維持管理費 ２,５５０,０００　千円 　　－　千円 １,６００,０００　千円

計 ３,３８４,０００　千円 　　－　千円 ２,３６３,０００　千円

　既設と同じ運用方法のため、ポンプや管網全体の変化は小さい。た
だし、既設同様、膝折浄水場周辺管網における昼夜の流向逆転は解消
されず、赤水等の濁水に注意が必要である。

　浄水場を廃止、用地を売却するため、建設費はもっとも安価になる
が、自己水源である1,8号取水井は廃止となる。（１０号取水井は既
に応急給水所として整備済み）

　基本計画が策定されてから８年以上が経過し、末無川交差点付近の
道路下の埋設状況、黒目川の横断など技術的に困難であり、また、基
本計画でも懸念されていた住宅地における接合井の建設についても一
般住宅地に対する土地利用が馴染まない。

△ × △

膝折浄水場の将来プラン比較表（朝霞市全体の計画一日最大給水量＝50,200㎥/日）

　 　　 　 　プラン名称
比較項目

Ａ案　既存用地による浄水場更新 Ｂ案　浄水場を廃止して用地売却 C案　既存用地による浄水場廃止・接合井新設（自然流下）

総合評価

施工性

周辺環境への影響

 プラン概要

主な新設整備

整備の方針

浄水場
供給能力

配水池
貯留能力

経済性
(設定60年)
※税込み

既設膝折浄水場
跡地利用の可能性

膝折

泉水

岡

黒目川
10号井

1号井 8号井

浄水場更新

既設応急給水所

廃止

膝折

泉水

岡

黒目川
10号井

1号井 8号井

浄水場廃止

既設応急給水所

廃止
泉水

岡

黒目川
10号井

1号井

8号井

接合井新設

既設応急給水所

膝折

黒目川
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D案　既存用地による浄水場廃止・接合井新設（ポンプ圧送） E案　既存用地による浄水場廃止・泉水浄水場に取水井を新設

　既設浄水場を取壊し、既存用地に第1,8,10号取水井の接合井を新設
する。接合井に集まった自己水は、泉水浄水場へポンプ圧送で導水す
る。新設接合井では非常時の応急給水が可能な施設を整備する。
　タンク形状は地下RCタンク（深さ5m程度）とする。

　既設浄水場を取壊し、新たに既存用地に応急給水所を整備する。第
8号取水井は休止し、代替として泉水浄水場内に取水井を1基新設す
る。第10号取水井は応急給水所として整備されているため活用する。

・構 造 物：接合井400㎥（地下5m）、泉水着水井改造
　　　　　　管理棟（地上5m、ポンプ室、電気室、自家発室）
・場内配管：導水管、排水管
・埋設配管：導水管(膝折→泉水)φ400×2,000m(黒目川横断)
・機械設備：導水ポンプ1.4㎥×3台（内1台予備）
　　　　　　導水流量制御バルブφ400(泉水場内)
・電気設備：受変電、,計装盤、TM/TC盤,運転操作盤、自家発、
　　　　　　取水・導水流量計φ400(泉水場内),泉水中央監視改造
・場内整備：法枠ブロック1:1.5、舗装、門柵、雨水排水
・応急給水設備：倉庫、滅菌器、発電機、ポリタンク、給水栓等

・構 造 物：深井戸1.080㎥/日（泉水浄水場内）、着水井改造
・場内配管：導水管φ250
・機械設備：井戸ポンプ3.2㎥/分×45kw
・電気設備：受変電、計装盤、TM盤、運転操作盤、取水流量計、
　　　　　　県水中央監視改造
・場内整備：既設浄水場撤去及び法枠ブロック1:1.5、舗装、門柵、
　　　　　　雨水排水
・応急給水設備：倉庫、ろ過器、発電機、ポリタンク、給水栓等

① 既設浄水場運転停止、配水池水抜き等
② 場内施設(躯体,管路,設備等)の取壊し、撤去
③ 場内工作物(擁壁,盛土等)の取壊し、撤去
④ 安定性の高い敷地造成(緩勾配盛土,法枠ブロック等)
⑤ 耐震性の高い接合井および管理棟の築造
⑥ 耐震性の高い場内配管の整備
⑦ 維持管理性に優れた機械・電気設備の設置、調整
⑧ 周辺環境に調和した場内整備(応急給水設備含む)
⑨ 泉水浄水場着水井改造(新設導水管受け入れ)
⑩ 新設導水流量制御設備設置(泉水中央監視改造)
⑪ 新設導水管(接合井→泉水)の埋設、泉水で接続

① 既設浄水場運転停止、配水池水抜き等
② 場内施設(躯体,管路,設備等)の取壊し、撤去
③ 場内工作物(擁壁,盛土等)の取壊し、撤去
④ 安定性の高い敷地造成(緩勾配盛土,法枠ブロック等)
⑤ ろ過機等の応急給水設備の設置（1号井）
⑥ 周辺環境も調和した場内設備
⑦ 泉水浄水場内に新設取水井の設置

－ －

55,200㎥/日（計画一日最大給水量50,200㎥/日に対し10％の余力） 同　　左

－ ー

25,260㎥（12.1時間分） 同　　左

　既存用地が狭く配置の自由度が低いため、A案同様に圧迫感が想定
される。施設の地上高は５m程度となるため、周辺への日影はＣ案よ
り若干緩和されるが、高さを抑える分、敷地を広く占有することとな
り、施設の配置に関して自由度は小さい。

　木造以外の利用を想定しているため、将来施設への直接的な決定権
はないと考えるが、住宅地であることへの配慮が必要である。

　施設および地下RCタンクの進入口や通気口が地上部にあるため、必
要敷地は最も大きい。

　既存用地に応急給水所を開設。敷地東側市道558号線沿いの一部の
み開放してベンチを設置。（暫定利用）

　仮設工事及びコンクリート打設工事の規模が最も大きく、大型の建
設車両の進入出において、周辺道路の安全対策が必要になる。

住宅地のなかの施設としては、公園や駐車スペースなどが想定される
が、１号井による応急給水スペースを考慮する必要がある。

１,１３０,０００　千円 １６８,０００　千円

３,０６５,０００　千円 ３５５,０００　千円

４,１９５,０００　千円 ５２３,０００　千円

　圧送ポンプにより泉水浄水場への導水圧および応急給水時の水圧を
確保できるが、ポンプ設備や非常用自家発電設備などにより建設費が
大きく、また将来の更新等の維持管理費も大きいため、経済性では最
も劣るプランである。

将来に亘って最も経済性に優れたプランであり、水道施設を泉水浄水
場及び岡浄水場に集約することで維持管理性が向上し、緊急時の対応
も容易になる。

△ ◎　　（ 採 用 案 ）

8号井

泉水

岡

黒目川
10号井

1号井

8号井

接合井新設

既設応急給水所

膝折 膝折

泉水

岡

10号井

1号井

応急給水整備

既設応急給水所

浄水場廃止

移設

黒目川
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 ー結論ー 

 

 

 

 膝折浄水場は、朝霞市水道事業の発祥の地です。 

簡易水道事業から水道事業に移行し、その後の第２次変更事業認可に合わせ

昭和４５年には配水池の増設や配水ポンプを入れ替えるなど増強を図りました

が、それから半世紀が過ぎました。 

本市では、この間、泉水と岡に大規模な敷地を確保して、拡張する水道需要に

対応できる能力を備えた浄水場を整備いたしました。 

 そのため、膝折浄水場からの配水を停止しても水道水は安定供給され、多額の

費用を投じて整備をしなくても給水に関しては問題ありません。 

 また、泉水浄水場や岡浄水場のバックアップ機能を兼ねて膝折浄水場を再建

設することに関しても、敷地面積から小規模な配水池しか設けることができな

いため、その効果は期待できません。 

 むしろ、今後発生する可能性が高いと予想されているマグニチュード７以上

の東京湾北部地震など首都直下地震に備えた施設を整備することが有効と考え

ます。 

 以上のことから、５案を再検証した結果、基本計画において採用された接合井

の案を見直してＥ案を採用することといたします。 

この結果により、今後の取水・配水の再編計画を次のとおりとします。 

①膝折浄水場は廃止して、浄水場は泉水浄水場と岡浄水場とする 

②深井戸は、第８号取水井は休止して、代替となる深井戸を泉水浄水に移設 

③第 1号取水井（膝折浄水場内）を応急給水所として整備 

 

今後の水道事業は、将来の人口減少や持続可能な施設の維持に備えていかな

ければなりません。また、基幹管路の耐震化、老朽管や浄水場の更新などは施設

が存続する限り維持管理は続いていきます。 

今回、水道事業のレベルアップと維持に向けた目標を定め、安定した給水サー

ビスの向上を図れる取水・配水の再編計画を立案しました。 

 また、埼玉県大久保浄水場では、早ければ令和７年度に高度浄水処理した水道

水とする計画を公表しています。このことで朝霞市内に配水される水道水はさ

らにおいしく安全になります。 

 今後においても、計画を必要に応じて適宜見直し、水道水の安定供給に努めて

まいります。 

 

 

 

６ 将来プランＥ案の採用 
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水道事業類似団体経営状況比較表資金残高と企業債残高（令和元年度末時点） （単位：千円）
朝霞市 志木市 和光市 新座市 加須市 狭山市 鴻巣市

年度末資金残高 1,551,888 1,558,942 1,360,409 2,320,583 3,363,196 3,139,705 1,395,083
企業債残高 4,888,188 2,271,381 147,867 2,134,890 8,315,417 2,705,820 1,552,077
差額（年度末資金残高－企業債残高） △ 3,336,300 △ 712,439 1,212,542 185,693 △ 4,952,221 433,885 △ 156,994
給水収益 1,795,988 1,026,624 1,009,037 2,064,228 2,213,567 2,512,214 1,875,907
固定資産 14,861,691 8,398,089 9,066,586 17,704,803 18,017,343 22,373,365 14,218,959
人口（人） 142,073 76,838 83,819 165,839 112,812 149,408 118,104
人口1人当たり企業債残高 34.4 29.6 1.8 12.9 73.7 18.1 13.1 
標準世帯水道料金（円）
（2か月・13mm・50㎥） 5,390 5,852 4,914 5,500 7,370 6,380 7,986 
標準世帯水道料金（円）
（2か月・20mm・50㎥） 5,940 6,556 5,229 5,940 7,704 6,710 7,986 
人口1人当たり給水収益 12.6 13.4 12.0 12.5 19.6 16.8 15.9 
人口1人当たり固定資産 104.6 109.3 108.2 106.8 159.7 149.8 120.4 

深谷市 戸田市 入間市 富士見市 三郷市 ふじみ野市 桶川北本水道企業団 類似団体平均

年度末資金残高 2,051,454 664,843 3,345,899 1,381,485 2,041,747 1,004,410 2,368,765 2,028,043
企業債残高 10,343,405 3,773,954 1,954,643 894,612 3,965,324 1,867,186 613,433 3,715,824
差額（年度末資金残高－企業債残高） △ 8,291,951 △ 3,109,111 1,391,256 486,873 △ 1,923,577 △ 862,776 1,755,332 △ 1,687,780
給水収益 2,437,580 2,007,955 2,388,147 1,451,963 1,884,864 1,331,332 2,414,257 2,028,524
固定資産 32,590,721 18,245,969 21,751,391 9,380,264 21,155,909 10,318,887 19,854,598 18,433,554
人口 140,669 140,645 147,482 111,284 142,591 114,842 140,939
人口1人当たり企業債残高 73.5 26.8 13.3 8.0 27.8 16.3 4.4 28.1 
標準世帯水道料金（円）
（2か月・13mm・50㎥） 7,513 4,818 6,710 6,105 6,050 4,967 8,316 6,510 
標準世帯水道料金（円）
（2か月・20mm・50㎥） 7,733 5,434 6,820 6,259 6,050 5,282 8,448 6,761 
人口1人当たり給水収益 17.3 14.3 16.2 13.1 13.2 11.6 17.1 15.3 
人口1人当たり固定資産 231.7 129.7 147.5 84.3 148.4 89.9 140.9 137.0 

※令和元年度税財政資料集（埼玉県市町村課作成）より抜粋

資料２－１



資料２－２

１１～２０年後の企業債未償還残高予測

浄水場の更新工事に際して全額企業債を活用した場合の企業債未償還残高推移のイ

メージである。

浄水場の更新事業は、２０年間が１つのサイクルとなっているが、施設、ポンプ、電

機など工事は多岐にわたり、年度ごとに実施する内容・予算は変化している。

グラフを見てわかるとおり、企業債を老朽管更新工事に活用せず、浄水場の更新工事

にのみ活用する令和６年度以降は、償還額が借入額を上回る年度が多くなるため、令和

１５年度には未償還残高は４０億円を切り、令和２３年度末には約３３億円まで減らせ

ることとなる。

一方で、令和２０年代において、平成初期に築造した水道庁舎や泉水浄水場及び岡浄

水場の配水池が耐用年数を迎えることとなるが、現時点では、具体的な時期や工事規

模・予算などを試算することは困難である。

しかしながら、老朽管の更新工事を自己財源で実施することにより、確実に企業債残

高を減らすことができるため、大規模改修工事が必要となる事態が生じても、新たな企

業債活用を検討できるものと考える。
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企業債及び企業債残高のイメージ

企業債借入額 企業債償還額 企業債未償還残高

R13 R14 R15 R16 R17 R18

企業債借入額 36,000,000 10,000,000 0 236,000,000 632,000,000

企業債償還額 426,464,386 409,202,067 385,890,716 371,241,328 372,991,095

企業債未償還残高 4,615,675,877 4,225,211,491 3,826,009,424 3,440,118,708 3,304,877,380 3,563,886,285

R19 R20 R21 R22 R23 R14～R23 計

企業債借入額 565,000,000 404,000,000 382,000,000 260,000,000 217,000,000 2,742,000,000

企業債償還額 401,910,796 430,246,542 422,333,262 412,172,068 406,200,483 4,038,652,743

企業債未償還残高 3,726,975,489 3,700,728,947 3,660,395,685 3,508,223,617 3,319,023,134



浄水場更新事業の計画と実績

工種 金額 内 容

電 気 1,834
電気設備、受変電設備、
計装設備、自家発電設備

ポンプ 302 配水ポンプ（5台）

配水池 293 ポンプ室、配水池

その他 287
場内配管、県水流調弁、
排水設備、その他設備

泉水場浄水場 これまでの10年（H24～R3）

金額 内 容

1,074 電気設備

94 配水ポンプに係る制御設備

0

0

金額 内 容

443 受変電設備、自家発電設備

520 配水ポンプ（5台）

18 滅菌設備、滅菌室

79
場内配管、県水流調弁、排
水設備

★基本計画 ★実績

これからの10年（R4～R13）

※金額：百万円

☆先送り分 ☆計画

工種 金額 内 容

電 気 1,280 電気設備、自家発電設備

ポンプ 175 配水ポンプ（5台）

配水池 0
調査、ポンプ室、配水池、
滅菌室、滅菌設備

その他 3 排水設備

岡場浄水場 これまでの10年（H24～R3）

金額 内 容

832 電気設備

0

0

0

金額 内 容

692 自家発電設備

600 配水ポンプ（5台）

267
調査、ポンプ室、配水池、
滅菌室、滅菌設備

3 排水設備

★基本計画 ★実績

これからの10年（R4～R13）

☆計画

取水施設 これまでの10年（H24～R3）

★基本計画 ★実績

これからの10年（R4～R13）

☆計画

工種 金額 内 容

深井戸 173
耐震化9箇所
ポンプ入替・浚渫1箇所
応急給水所2箇所

金額 内 容

168
耐震化9箇所
ポンプ入替・浚渫6箇所
応急給水所2箇所

金額 内 容

0

金額 内 容

98
ポンプ入替・浚渫7箇所
自家発電更新2箇所

☆先送り分

☆先送り分

資料２－３

金額 内 容

89 計装設備、電気室空調

0

760 配水池

60 場内整備、その他設備

金額 内 容

0

0

0

26 場内配管

合計 1,969百万円＝約20億円

合計 1,588百万円＝約16億円

合計 98百万円＝約1億円


