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(公財)水道技術研究センター会員 各位 第６２８号 平成 30年 9月 21日 

 

 

 

 

 

 

上水道事業における検針方法 

（直接、全部委託、一部委託）の推移について 

－水道統計に基づく試算結果－ 

（その２） 
 

３． 各検針方法における現在給水人口の上位 30 上水道事業体（平成 27 年度） 

 

（直接） 

都道府県名 事業主体名 計画給水人口（人） 現在給水人口(人） 検針 方法 

愛知県 安城市 191,000 184,510 直接 

大阪府 貝塚市 90,100 88,367 直接 

福岡県 三井水道企業団 76,700 72,890 直接 

山梨県 笛吹市 71,300 68,354 直接 

愛知県 常滑市 60,600 56,912 直接 

北海道 登別市 48,690 48,908 直接 

北海道 伊達市 36,700 30,240 直接 

福岡県 須恵町 27,600 27,180 直接 

岩手県 矢巾町 32,560 25,809 直接 

島根県 大田市 27,800 25,770 直接 

三重県 東員町 30,000 25,500 直接 

北海道 余市町 21,360 19,208 直接 

長野県 辰野町 19,100 18,142 直接 

山梨県 富士川町 15,020 12,606 直接 

徳島県 上板町 13,000 11,337 直接 

鹿児島県 肝付町 10,710 10,759 直接 

沖縄県 金武町 10,350 10,048 直接 

神奈川県 中井町 11,100 9,742 直接 

鳥取県 岩美町 9,990 9,434 直接 

大阪府 田尻町 13,600 8,600 直接 

新潟県 弥彦村 10,000 8,464 直接 

鹿児島県 徳之島町 9,100 8,154 直接 

福岡県 吉富町 7,200 6,278 直接 

京都府 井手町 7,300 5,441 直接 
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福岡県 大任町 5,800 5,131 直接 

沖縄県 伊江村 5,500 4,487 直接 

北海道 鹿部町 5,200 4,106 直接 

北海道 知内町 5,200 4,064 直接 

北海道 沼田町 11,000 3,182 直接 

静岡県 （株）ＩＣＰ 15,000 2,429 直接 

 

（全部委託） 

都道府県名 事業主体名 計画給水人口（人） 現在給水人口(人） 検針 方法 

東京都 東京都 13,190,000 13,210,212 全部委託 

神奈川県 横浜市 3,750,000 3,726,317 全部委託 

千葉県 千葉県 3,238,000 2,993,421 全部委託 

神奈川県 神奈川県 2,886,100 2,801,347 全部委託 

大阪府 大阪市 2,750,000 2,697,070 全部委託 

愛知県 名古屋市 2,316,000 2,427,184 全部委託 

北海道 札幌市 2,153,000 1,946,267 全部委託 

福岡県 福岡市 1,603,000 1,534,900 全部委託 

兵庫県 神戸市（市街地） 1,560,000 1,530,468 全部委託 

神奈川県 川崎市 1,466,300 1,481,234 全部委託 

京都府 京都市 1,451,800 1,459,487 全部委託 

埼玉県 さいたま市 1,330,000 1,268,096 全部委託 

広島県 広島市 1,276,600 1,225,237 全部委託 

宮城県 仙台市 1,033,000 1,052,692 全部委託 

福岡県 北九州市 1,106,100 994,758 全部委託 

大阪府 堺市 843,800 839,382 全部委託 

新潟県 新潟市 810,000 803,572 全部委託 

岡山県 岡山市 718,000 718,026 全部委託 

熊本県 熊本市 703,000 698,967 全部委託 

静岡県 静岡市 708,400 684,283 全部委託 

鹿児島県 鹿児島市 586,200 582,500 全部委託 

埼玉県 川口市 592,900 579,514 全部委託 

兵庫県 姫路市 534,000 532,579 全部委託 

栃木県 宇都宮市 521,270 510,342 全部委託 

大阪府 東大阪市 548,170 500,892 全部委託 

愛媛県 松山市 491,700 485,400 全部委託 

岡山県 倉敷市 482,500 476,574 全部委託 

大分県 大分市 471,000 467,226 全部委託 

石川県 金沢市 450,400 462,926 全部委託 

兵庫県 尼崎市 578,600 451,914 全部委託 
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（一部委託） 

都道府県名 事業主体名 計画給水人口（人）  現在給水人口(人） 検針 方法 

静岡県 浜松市 817,600 761,702 一部委託 

兵庫県 西宮市 512,000 487,700 一部委託 

群馬県 高崎市 420,368 362,314 一部委託 

兵庫県 伊丹市 204,000 196,830 一部委託 

広島県 東広島市 152,300 152,773 一部委託 

愛知県 小牧市 160,000 149,248 一部委託 

静岡県 藤枝市 133,500 132,499 一部委託 

沖縄県 うるま市 124,840 119,828 一部委託 

愛知県 東海市 123,800 112,205 一部委託 

長野県 飯田市 104,400 98,295 一部委託 

愛知県 知多市 98,300 84,661 一部委託 

京都府 舞鶴市 85,220 80,550 一部委託 

京都府 京田辺市 70,000 66,754 一部委託 

兵庫県 たつの市 52,400 53,842 一部委託 

長野県 茅野市（茅野） 54,800 52,803 一部委託 

新潟県 村上市 61,800 50,257 一部委託 

山口県 光市 50,700 48,328 一部委託 

兵庫県 赤穂市 50,000 48,299 一部委託 

岩手県 宮古市 50,500 45,808 一部委託 

鹿児島県 指宿市 48,600 42,195 一部委託 

愛知県 幸田町 40,400 39,962 一部委託 

岡山県 赤磐市 47,650 38,758 一部委託 

兵庫県 宍粟市 41,200 36,531 一部委託 

愛知県 新城市 36,900 33,314 一部委託 

兵庫県 太子町 37,030 33,314 一部委託 

宮城県 白石市 42,000 33,099 一部委託 

静岡県 吉田町 36,100 32,632 一部委託 

島根県 安来市 39,700 30,896 一部委託 

宮城県 角田市 27,510 29,259 一部委託 

和歌山県 紀の川市（河南） 38,400 27,391 一部委託 
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（作成）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-h30.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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