
第三者委託実施状況（大臣認可水道事業） H25.4.1現在　資料９－３　

種別 事業体名 開始 終了

1 厚生労働大臣 上水 仙台市水道事業
公益財団法人　仙台市水道サービ
ス公社

― H25.4.1 H26.3.31

2 厚生労働大臣 上水 大崎市水道事業 （株）明電舎　東北支店 清水浄水場等 H24.4.1 H28.3.31
3 厚生労働大臣 上水 天童市水道事業 天童市管工事業協同組合 ― H25.4.1 H26.3.31

4 厚生労働大臣 上水 酒田市水道事業
（株）ウォーターエージェンシー山形
営業所

小牧浄水場、新山受水場 H25.4.1 H30.3.31

5 厚生労働大臣 上水 会津若松市水道事業 株式会社会津若松アクアテクノ 全ての浄水場及び配水施設 H22.4.1 H26.3.31
6 厚生労働大臣 上水 つくば市水道事業 （株）東芝 葛城配水場 H25.4.1 H28.3.31

7 厚生労働大臣 上水 太田市水道事業 ㈱アドバンストビジネスサービス

渡良瀬浄水場
利根浄水場
新田受水場
藪塚受水場
牛沢受水場

H25.4.1 H26.3.31

8 厚生労働大臣 上水 館林市　館林市水道事業 ㈱明電舎 第一、二、三浄水場 H25.4.1 H29.3.31

9 厚生労働大臣 用水
九十九里地域水道用水供給事
業

月島テクノメンテサービス㈱
長柄浄水場
長柄取水場

H24.4.1 H27.3.31

10 厚生労働大臣 用供 北千葉広域水道用水供給事業 千葉県水道局
沼南給水場から北船橋給水場に至る受託者
との共有施設

H23.4.1 H26.3.31

11 厚生労働大臣 用供 印旛広域水道用水供給事業 千葉県水道局 北総浄水場、柏井浄水場 H25.4.1 H26.3.31
12 厚生労働大臣 上水 横須賀市水道事業 横浜市水道局 小雀浄水場 H14.7.18

13 厚生労働大臣 用供
神奈川県内広域水道用水供給
事業

神奈川県
寒川取水堰、寒川第３浄水場ほか（取水・導
水・浄水・送水施設）

H15.4.1

平成16年3月31日
ただし、いずれからも異
議の申出のない場合
は、更に１年間継続し、
以後も同様としており、
現在に至っている。

14 厚生労働大臣 用供
神奈川県内広域水道用水供給
事業

横浜市
寒川取水堰、小雀浄水場ほか（取水・導水・浄
水・送水施設）

H15.4.1

平成16年3月31日
ただし、いずれからも異
議の申出のない場合
は、更に１年間継続し、
以後も同様としており、
現在に至っている。

15 厚生労働大臣 上水 越前市水道事業
東芝・中央電機水道施設運転管理
業務共同企業体

村国浄水場ほか H24.12.25 H28.3.31

16 厚生労働大臣 上水 高山市水道事業 株式会社　高山管設備グループ 上野浄水場他 H18.4.1 H31.3.31

17 厚生労働大臣 上水 津市水道事業
冨二設計コンサルティング㈱三重
事務所

三雲浄水場 H23.7.1 H25.6.30

18 厚生労働大臣 上水 志摩市水道事業 東海メンテナンス㈱ 磯部浄水場 H24.4.1 H27.3.31

19 厚生労働大臣 上水 淡路広域水道事業 （株）ウォーターエージェンシー
すべての水道施設（但し、給水装置及び管路
における破裂修繕等の維持管理業務を除く）

H25.4.1 H26.3.31

20 厚生労働大臣 用供 兵庫県水道用水供給事業 加古川市 中西条浄水場 H25.4.1 H26.3.31

21 厚生労働大臣 用供
岡山県広域水道企業団
用水供給事業

津山市　水道事業管理者
津山第１浄水場
津山第２浄水場

H16.4.1
※双方から申し出がな
い限り１年間延長

22 厚生労働大臣 上水 呉市水道事業 広島県公営企業局 戸坂取水場 H17.4.1 H26.3.31

23 厚生労働大臣 用供 広島県水道用水供給事業 広島市 高陽取水場 H17.4.1
H18.3.31
(1年ごとの自動更新)

24 厚生労働大臣 用供 広島県水道用水供給事業 呉市 宮原浄水場 H17.4.1
H18.3.31
(1年ごとの自動更新)

25 厚生労働大臣 用供
広島西部地域水道用水供給事
業

㈱水みらい広島 白ヶ瀬浄水場，三ツ石浄水場 H25.4.1 H30.3.31

26 厚生労働大臣 用水 沼田川水道用水供給事業 三原市 宮浦浄水場 H17.4.1
H18.3.31
(1年ごとの自動更新)

27 厚生労働大臣 用水 沼田川水道用水供給事業 尾道市 坊士浄水場 H17.4.1
H18.3.31
(1年ごとの自動更新)

28 厚生労働大臣 上水 宇和島市水道事業 (株)東芝 四国支社 柿原浄水場 他 H25.1.4 H30.3.31
29 厚生労働大臣 上水 四国中央市水道事業 水ing株式会社 中田井浄水場 H23.2.1 H28.3.31
30 厚生労働大臣 用供 南予用水供給事業 ㈱東芝 宇和島浄水場 H25.4.1 H30.3.31

31 厚生労働大臣 上水 大牟田市水道事業
有明ウォーターマネジメント株式会
社

ありあけ浄水場 H24.4.1 H39.3.31

32 厚生労働大臣 上水 糸島市水道事業 福岡市水道局 瑞梅寺浄水場 H17.2.7
瑞梅寺ダムの利水使用
許可の存続する期間

33 厚生労働大臣 用供
福岡地区水道企業団水道用水
供給事業

協和機電工業（株）福岡支店 海水淡水化センター H25.4.1 H26.3.31

34 厚生労働大臣 用供
田川地区水道企業団水道用水
供給事業

水道機工株式会社福岡支店 企業団浄水場 H24.4.1 H27.3.31

35 厚生労働大臣 上水 荒尾市水道事業 （株）有明ウォーターマネジメント ありあけ浄水場 H21.6.6 H39.3.31
36 厚生労働大臣 上水 薩摩川内市水道事業 月島テクノメンテサービス株式会社 丸山浄水場 H25.4.1 H28.3.31

受託施設
契約期間

監督権者
水道事業者等の名称

受託者



第三者委託実施状況（都道府県知事認可水道事業） H25.4.1現在

種別 事業体名 開始 終了
1 北海道知事 上水 夕張市水道事業 ゆうばり麗水(株) 取水施設、導水施設、浄水施設、送配水施設 H24.4.1 H44.3.31
2 北海道知事 上水 稚内市水道事業 (株)稚内振興公社 取水施設、浄水施設、送配水施設 H24.4.1 H29.3.31
3 北海道知事 簡水 八雲町大新簡易水道事業 八雲中央地区営農用水利用組合 取水施設、浄水施設、送配水施設 H25.4.1 H29.3.31
4 北海道知事 上水 中標津町水道事業 水ing(株)北海道支店 水源施設、浄水場、浄水場外配水池 H25.4.1 H26.3.31
5 北海道知事 簡水 中標津町簡易水道事業 水ing(株)北海道支店 水源施設、浄水場、浄水場外配水池 H25.4.1 H26.3.31
6 北海道知事 上水 石狩市水道事業 (株)ジャパンウォーター 取水施設、浄水施設、送配水施設 H25.4.1 H28.3.31
7 岩手県知事 上水 二戸市上水道事業 水道機工㈱ 二戸市浄水場外32施設 H22.4.1 H27.3.31

8 岩手県知事 上水 紫波町上水道事業 (株)明電舎

片寄水系取水施設・浄水施設、大明神水系取
水施設、小山沢水系取水施設、水分水系取
水施設・浄水施設、古館水系取水施設・浄水
施設、長岡水系取水施設・浄水施設、旧佐比
内水系取水施設・浄水施設、赤沢水系取水施
設・浄水施設・送水施設

H19.4.1 H31.3.31

9 岩手県知事 簡水 御返地地区簡易水道事業 水道機工㈱ 御返地浄水場外４施設 H22.4.1 H27.3.31
10 岩手県知事 簡水 白鳥・坂本地区簡易水道事業 水道機工㈱ 折爪浄水場外４施設 H22.4.1 H27.3.31
11 岩手県知事 簡水 川又地区簡易水道事業 水道機工㈱ 鏡田浄水場外２施設 H22.4.1 H27.3.31
12 岩手県知事 簡水 斗米地区簡易水道事業 水道機工㈱ 斗米浄水場外２施設 H22.4.1 H27.3.31
13 岩手県知事 簡水 船久保簡易水道事業 ㈱明電舎盛岡営業所 舟久保水系取水施設・浄水施設 H24.4.1 H31.3.31

14 宮城県知事 簡水 中里簡易水道事業 ㈱明電舎　東北支店 中里浄水場、中里配水池 H24.4.1 H28.3.31

15 宮城県知事 簡水 真山簡易水道事業 ㈱明電舎　東北支店 真山浄水場、真山配水池 H24.4.1 H28.3.31

16 宮城県知事 簡水 池月簡易水道事業 ㈱明電舎　東北支店
池月浄水場、池月配水池、
天王寺ﾎﾟﾝﾌﾟ場、天王寺配水池

H24.4.1 H28.3.31

17 秋田県知事 上水 鹿角市上水道事業 (株)県北環境保全センター すべての水道施設 H24.4.1 H25.3.31
18 秋田県知事 簡水 鹿角市簡易水道事業 (株)県北環境保全センター すべての水道施設 H24.4.1 H25.3.31
19 山形県知事 上水 河北町上水道事業 東根市上水道事業 給水管の一部 H23.3.1 H27.3.31

20 福島県知事 上水 三春町上水道事業
（株）ウォーターエージェンシー・郡
山営業所

三春浄水場他 H25.4.1 H30.3.31

21 福島県知事 簡水 三春町過足簡易水道事業
（株）ウォーターエージェンシー・郡
山営業所

過足簡易水道施設 H25.4.1 H30.3.31

22 千葉県知事 上水 長門川水道企業団水道事業 水ing(株) 前新田浄水場他 H25.4.1 H30.3.31
23 神奈川県知事 上水 南足柄市水道事業 東芝アクアパブリックテクノス（株） 取水・浄水場・配水池 H24.4.1 H29.3.31

24 福井県知事 簡水 越前市水間地区簡易水道
東芝･中央電機水道施設運転管理
業務共同企業体

取水施設及び配水施設 H24.12.25 H28.3.31

25 福井県知事 簡水 越前市服部地区簡易水道
東芝･中央電機水道施設運転管理
業務共同企業体

取水施設及び配水施設 H24.12.25 H28.3.31

26 福井県知事 簡水 越前市月尾地区簡易水道
東芝･中央電機水道施設運転管理
業務共同企業体

取水施設及び配水施設 H24.12.25 H28.3.31

27 山梨県知事 用供 峡東地域広域水道用水供給事業 （株）ジェイチーム 杣口浄水場　他 H23.4.1 H28.3.31
28 山梨県知事 上水 甲斐市竜王上水道事業 日本ヘルス工業（株）山梨オフィス 大原配水場　他 H21.4.1 H26.3.31
29 山梨県知事 上水 甲斐市双葉上水道事業 日本ヘルス工業（株）山梨オフィス 大原配水場　他 H21.4.1 H26.3.31
30 岐阜県知事 簡水 高山市簡易水道事業 株式会社　高山管設備グループ 宮浄水場他 H18.4.1 H31.3.31
31 静岡県知事 簡水 殖産住宅浮山 殖産浮山温泉㈱ 簡易水道施設 H22.4.22 自動更新
32 静岡県知事 簡水 富士急日本ランド別荘地 ㈱富士急リゾートアメニティ 簡易水道施設 S54.4.1 自動更新
33 静岡県知事 簡水 三井熱川分譲地 ㈱伊豆急ハウジング 簡易水道施設 H23.4.1 自動更新
34 静岡県知事 上水 伊豆急行㈱ ㈱伊豆急コミュニティー 上水道施設 H24.4.1 自動更新
35 静岡県知事 簡水 エンゼルリゾート伊豆稲取 ㈱伊豆急ハウジング 簡易水道施設 H21.2.1 自動更新
36 静岡県知事 上水 ㈱ICP 伊豆総合産業㈱ 上水道施設 H24.3.2 事業廃止まで
37 広島県知事 上水 大竹市水道事業 ㈱ジェイ・チーム 防鹿浄水場系統の各施設及び三石配水池 H22.4.1 H27.3.31

38 広島県知事 上水 三次市水道事業 ㈱ジャパンウォーター
寺戸浄水場及び
向江田浄水場
関連施設

H21.4.1 H26.3.31

39 広島県知事 簡水 三次市君田町藤兼簡易水道 ㈱ジャパンウォーター 浄水場,ポンプ所及び配水池 H21.4.1 H26.3.31
40 広島県知事 簡水 三次市君田町君田簡易水道 ㈱ジャパンウォーター 浄水場,ポンプ所及び配水池 H21.4.1 H26.3.31
41 広島県知事 簡水 三次市布野町簡易水道 ㈱ジャパンウォーター 浄水場,ポンプ所及び配水池 H21.4.1 H26.3.31
42 広島県知事 簡水 三次市作木町大津簡易水道 ㈱ジャパンウォーター 浄水場,ポンプ所及び配水池 H21.4.1 H26.3.31
43 広島県知事 簡水 三次市吉舎町吉舎地区簡易水道 ㈱ジャパンウォーター 浄水場,ポンプ所及び配水池 H21.4.1 H26.3.31
44 広島県知事 簡水 三次市吉舎町敷地地区簡易水道 ㈱ジャパンウォーター 浄水場,ポンプ所及び配水池 H21.4.1 H26.3.31
45 広島県知事 簡水 三次市三良坂町簡易水道 ㈱ジャパンウォーター 浄水場,ポンプ所及び配水池 H21.4.1 H26.3.31
46 広島県知事 簡水 三次市甲奴町簡易水道 ㈱ジャパンウォーター 浄水場,ポンプ所及び配水池 H21.4.1 H26.3.31
47 広島県知事 簡水 三次市三和町簡易水道 ㈱ジャパンウォーター 浄水場,ポンプ所及び配水池 H21.4.1 H26.3.31
48 広島県知事 簡水 北広島町芸北地区簡易水道 ㈱ジェイ・チーム 取水，導水，浄水，送水施設 H24.4.1 H28.3.31
49 山口県知事 上水 田布施・平生水道企業団 住重環境エンジニアリング(株) 浄水場、取水施設、各ポンプ所及び配水池 H24.4.1 H27.3.31
50 香川県知事 簡水 五色台簡易水道事業 香川県知事（水道用水供給事業） 施設全体 H14.4.1 1年毎に自動更新
51 愛媛県知事 上水 松前町上水道事業 ㈱ウォーターエージェンシー 恵久美浄水場他 H24.4.1 H27.3.31
52 高知県知事 簡水 仁淀川町大崎簡易水道 （株）日東水道 水道施設全般 H25.4.1 H26.3.31
53 高知県知事 簡水 仁淀川町田村簡易水道 （株）日東水道 水道施設全般 H25.4.1 H26.3.31
54 高知県知事 簡水 仁淀川町寺村簡易水道 （株）日東水道 水道施設全般 H25.4.1 H26.3.31
55 高知県知事 簡水 仁淀川町名野川簡易水道 （株）日東水道 水道施設全般 H25.4.1 H26.3.31
56 高知県知事 簡水 仁淀川町中央簡易水道 （株）日東水道 水道施設全般 H25.4.1 H26.3.31
57 高知県知事 簡水 仁淀川町長者簡易水道 （株）日東水道 水道施設全般 H25.4.1 H26.3.31
58 高知県知事 簡水 仁淀川町坂本簡易水道 （株）日東水道 水道施設全般 H25.4.1 H26.3.31
59 高知県知事 簡水 仁淀川町土居簡易水道 （株）日東水道 水道施設全般 H25.4.1 H26.3.31
60 高知県知事 簡水 土佐町森・田井簡易水道 住重環境エンジニアリング(株) 水道施設全般 H22.4.1 H25.3.31
61 高知県知事 簡水 土佐町溜井・伊勢川簡易水道 住重環境エンジニアリング(株) 水道施設全般 H22.4.1 H25.3.31
62 高知県知事 簡水 土佐町井ノ上・日浦簡易水道 住重環境エンジニアリング(株) 水道施設全般 H22.4.1 H25.3.31
63 高知県知事 簡水 土佐町地蔵寺簡易水道 住重環境エンジニアリング(株) 水道施設全般 H22.4.1 H25.3.31
64 高知県知事 簡水 土佐町平石簡易水道 住重環境エンジニアリング(株) 水道施設全般 H22.4.1 H25.3.31
65 高知県知事 簡水 土佐町東石原簡易水道 住重環境エンジニアリング(株) 水道施設全般 H22.4.1 H25.3.31
66 高知県知事 簡水 土佐町西石原簡易水道 住重環境エンジニアリング(株) 水道施設全般 H22.4.1 H25.3.31
67 高知県知事 簡水 土佐町峰石原簡易水道 住重環境エンジニアリング(株) 水道施設全般 H22.4.1 H25.3.31
68 高知県知事 簡水 土佐町黒丸簡易水道 住重環境エンジニアリング(株) 水道施設全般 H22.4.1 H25.3.31
69 福岡県知事 上水 大木町水道事業 久留米市企業局 配水池 H20.3.30 自動更新
70 長崎県知事 上水 川棚町水道事業 リバーラック(株) 山道浄水場 H25.4.1 H26.3.31

71 長崎県知事 上水 波佐見町上水道事業
株式会社日本管材環境サービス
九州支店

上水道施設 H25.4.1 H26.3.31

72 長崎県知事 簡水 新上五島町簡易水道事業 協和機電工業㈱上五島営業所 若松、上五島、新魚目、有川地区 H25.4.1 H26.3.31
73 長崎県知事 簡水 新上五島町簡易水道事業 ㈲白岩建設 奈良尾地区 H25.4.1 H26.3.31

契約期間水道事業者等の名称
監督権者 受託者 受託施設



第三者委託実施状況（都道府県知事認可水道事業） H25.4.1現在

種別 事業体名 開始 終了
契約期間水道事業者等の名称

監督権者 受託者 受託施設

74 熊本県知事 上水 宇城市三角上水道事業 九州テクニカルメンテナンス㈱ 三角浄水場 H25.4.1 H28.3.31

75 熊本県知事 上水 芦北町上水道事業
（株）ウォーターエージェンシー九
州南営業所

上水道施設 H24.4.1 H27.3.31

76 熊本県知事 簡水 田浦地区簡易水道事業
（株）ウォーターエージェンシー九
州南営業所

簡易水道施設 H24.4.1 H27.3.31

77 熊本県知事 簡水 海浦地区簡易水道事業
（株）ウォーターエージェンシー九
州南営業所

簡易水道施設 H24.4.1 H27.3.31

78 熊本県知事 簡水 女島地区簡易水道事業
（株）ウォーターエージェンシー九
州南営業所

簡易水道施設 H24.4.1 H27.3.31

79 熊本県知事 簡水 坂瀬川・西川内簡易水道事業 苓北電工　有限会社 西川内浄水場、坂瀬川浄水場 H25.4.1 H26.3.31
80 熊本県知事 簡水 　鶴簡易水道事業 苓北電工　有限会社 鶴浄水場 H25.4.1 H26.3.31
81 熊本県知事 簡水 志岐・上津深江簡易水道事業 苓北電工　有限会社 志岐浄水場、上津深江浄水場 H25.4.1 H26.3.31
82 熊本県知事 簡水 　都呂々・富岡簡易水道事業 苓北電工　有限会社 都呂々浄水場、笹尾浄水場、春の迫尾越浄 H25.4.1 H26.3.31

83 熊本県知事 用供
上天草・宇城水道企業団水道用水供
給事業

(株)日本管財環境サービス 八代浄水場 H24.4.1 H26.3.31

84 宮崎県知事 簡水 日向市庭田地区簡易水道 エステー開発株式会社 全施設 H23.4.1 H26.3.31
85 宮崎県知事 簡水 日向市寺迫地区簡易水道 エステー開発株式会社 全施設 H23.4.1 H26.3.31



第三者委託実施箇所数（専用水道） 　　H25.4.1現在　　　

北海道 1 29 京都府 0 34
青森県 0 10 大阪府 0 110
岩手県 0 7 兵庫県 1 14
宮城県 0 6 奈良県 0 2
秋田県 0 5 和歌山県 0 11
山形県 0 0 鳥取県 0 5
福島県 0 15 島根県 0 16
茨城県 1 21 岡山県 0 12
栃木県 0 17 広島県 0 29
群馬県 0 12 山口県 0 25
埼玉県 0 0 徳島県 0 0
千葉県 0 0 香川県 0 9
東京都 2 214 愛媛県 0 5
神奈川県 0 66 高知県 0 20
新潟県 0 5 福岡県 0 226
富山県 0 11 佐賀県 0 10
石川県 0 13 長崎県 0 53
福井県 0 8 熊本県 0 15
山梨県 0 7 大分県 0 68
長野県 0 7 宮崎県 0 2
岐阜県 0 19 鹿児島県 0 12
静岡県 0 34 沖縄県 0 12
愛知県 0 37 合計 5 1266
三重県 0 11
滋賀県 0 22

第三者委託数

国設置 その他

第三者委託数

国設置 その他


