
主な水道関連の事故事例等について （資料１２－４）

平成２５年１月～１２月

○管路事故による断水・漏水関係（報告総数59件）

事業者名 都道府県 種別 発生日時 事故施設 事故概要 事故原因

竹富町 沖縄県 水道施設の事故（管路）
平成25年1月20日
21時11分

竹富島－石垣島間　海底送水管　ＤＣＩＰ　口径φ150
海底送水管のつなぎ目から漏水
約160戸が断水

海底送水管のつなぎ目ボ
ルトの緩み

犬山市水道事業 愛知県 水道施設の事故（管路）
平成25年2月18日
午後5時30分

既設水管橋：Ｓ５１布設  鋼管  φ２００
水管橋布設替工事に伴い、１８日午後３時に仮設配管へ切替え、配水を開
始する。同日夕方から使用量の増加に伴い、管内流速が変化し濁水が発生
する。（約２，５００戸）

仮設配管へ切替えたことよ
る管内流速等の変動によ
る濁水発生

福知山市水道事業 京都府 水道施設の事故（管路）
平成25年6月25日
14時15分

昭和46年施工　鋼管　　口径Φ450
水管橋中央部可とう管接合部から漏水
約8,400戸が断水

伸縮可とう管（クローザジョ
イント）のリング締め付けボ
ルトの劣化腐食による破断

尾道市水道事業 広島県 水道施設の事故（管路）
平成25年8月31日
16時07分頃

広島県用水の水道管（鋳鉄管）φ４５０ｍｍ
広島県用水の水道管（鋳鉄管）（口径４５０ｍｍ）更新工事中に既設のドレン
管が抜け漏水したことにより，坊士浄水場（尾道市）の配水池の緊急遮断弁
が閉まり，約２，７００戸が断水した。

水道管更新工事による漏
水（広島県施工）

岡山市水道事業 岡山県 水道施設の事故（管路）
平成25年10月7日
午前0時頃

昭和45年布設　石綿セメント管　φ100㎜
管の側部破裂
108戸が断水

老朽化と考えられる

横浜市水道事業 神奈川県 水道施設の事故（管路）
平成25年10月９日
10時30分頃

口径100mm配水管
（布設年度：昭和42年度　布設深度：1.2ｍ　管種：CIP）

局職員による消火栓の調査中、漏水音を確認。
現地調査により地下漏水と判明。
200戸が断水

分水バンド、ボルト腐食に
よる自然漏水

山形市水道事業 山形県 水道施設の事故（管路）
平成25年11月13日 午
前10時頃

管路事故：平成25年布設　管種ＧＸ　口径２００
既設管との連絡作業のための掘削時に漏水となった。そのため、元の仕切
弁を閉め、断水に至った。
2,500戸が断水

施工業者の差込不足によ
る施行不良

新発田市水道事業 新潟県 水道施設の事故（管路）
平成25年 11月24日
20時00分ころ

昭和35年布設　石綿セメント管　口径φ150mm
配水管の自然漏水が発生し、事故発覚後、速やかに断水広報を行い、又給
水車を配置し臨時給水所を開設し即日復旧完了した。
240戸が断水

老朽化に伴う配水管の破
裂事故

日進市水道事業 愛知県 水道施設の事故（管路）
平成２５年１２月２５日
１7時３０分

昭和５４年度布設　VWPφ１００mm

道路下に埋設されたVWPφ１００mmの自然漏水が発生した。漏水通報受付
後、速やかに現地確認し、仕切弁にて止水して修繕工事をおこなった。緊急
漏水に伴い一時的に管内の流速が変わったため広範囲にて濁水が発生し
た。付近を断水して復旧工事を実施、約７時間の断水にて漏水修理は完了
した。
断水60戸、濁水3,000戸

老朽化した水道管が破損し
て自然漏水事故が発生。



○施設事故による断水・漏水関係（報告総数10件）

事業者名 都道府県 種別 発生日時 事故施設 事故概要 事故原因

横浜市水道事業 神奈川県 水道施設の事故（施設）
平成25年１月10日
6時00分頃

今井配水池配水ポンプ場
配水圧力の低下
断水9,000戸、濁水40,000戸（最大）

圧力を制御している弁が故
障したため

福井市水道事業 福井県 水道施設の事故（施設）
平成25年3月12日
 11時05分頃

なし
水道メータ取付け時に指定給水工事業者が誤って本管バルブ（φ300）を閉
めたため、一時的に下流配水区域の約1,448件が断水となり、再開にあたり
濁りが発生した。

水道メータ取付け時に指定
給水工事業者が誤って本
管バルブ（φ300）を閉めた
ため。

下妻市水道事業 茨城県 水道施設の事故（施設）
平成25年7月15日
6時53分

配水ポンプ補助継電器盤
配水ポンプ全台停止
9,000戸が断水

配水ポンプ補助継電器盤
『フロートなしスイッチ』が誤
作動し、配水池水位『低』信
号を発したために配水ポン
プ保護として配水ポンプが
インターロックとなった。

座間市水道事業 神奈川県 水道施設の事故（施設）
平成25年8月21日
14時7分

受水点流量計（神奈川県内広域水道企業団施設）
用水供給事業者からの受水量が不足したことによる断減水（受水直送系）
42,000戸が断減水

用水供給事業者が流量計
点検を行った際のバルブ操
作ミスによって、30分程度
開度不足での受水となり、
流量が不足したため。

○給水装置関係（報告総数2件）

事業者名 都道府県 種別 発生日時 事故施設 事故概要 事故原因

高槻市水道事業 大阪府 給水装置の事故 平成25年4月6日 給水管 （需要者の施設）

クロスコネクションによる工業用水道水の水道水側への混入。
冷却塔補給水として工業用水道水を使用していたが、２００８年７月に水量
不足により水道水を代用するため工業用水道水の配管に水道水配管を接
続したことによる。また、混入の直接の原因は水道水と工業用水道水を区
切っていた止水バルブが半開状態となったことによる。本件に係る健康被害
は報告されていない。
止水バルブ閉後、水道水と工業用水の配管を切り離して解消した。

誤接合

長崎市水道事業 長崎県 給水装置の事故 平成25年9月5日 給水管 （需要者の施設）

浄水場でろ過後塩素未注入の水を配水池に送る送水管に接続されていたも
の。
給水装置工事は、平成5年～6年に合併前の旧三和町時代に行われたもの
である。
下水道工事に伴う試掘の際、個人宅Aで給水管が送水管に接続されている
ことが判明した。
周辺世帯を調査したところ、もう１戸の誤接続が判明した。
正規の給水管へ接続して解消した。
未処理水では大腸菌が検出されたが、本件に係る健康被害は報告されてい
ない。

誤接続



○水質関係（報告総数27件）

事業者名 都道府県 種別 発生日時 施設概要 事故概要 事故原因

群馬県県央第一水道用水
供給事業

群馬県 水質の事故 平成２５年２月２６日 急速ろ過
２５日の送水からジアルジア２０リットル中１個検出受水市町村が住民に対
し、水道水の煮沸を呼びかけるなどの対応を行った。
この件に関する健康被害は報告されていない。

不明（薬品注入量の最適
化、ろ過池洗浄排水を再利

用から排水に変更）

佐伯市水道事業 大分県 水質の事故 平成２５年４月２６日 塩素消毒のみ
給食センターにて残塩不検出の連絡を受け、消毒されていない状態で給水
したことが判明した。飲用に際しては、煮沸を行うように防災情報システムに
よるマイク放送を行った。

配管のつまりによる塩素注
入不良

松原市内の専用水道 大阪府 水質の事故 平成２５年５月８日 凝集沈殿、急速ろ過、除鉄・除マンガン、膜ろ過
塩素酸が水質基準を超過（0.7mg/L）。市水に切り替えて利用者の安全は確
保。

不明

十日町市東下組簡易水道 新潟県 水質の事故 平成２５年５月２２日 凝集、急速ろ過

深井戸にてヒ素が水質基準を超過（0.013mg/L）。飲用しないように広報し、
応急給水を行った。
恒久的には、当該簡易水道を廃止し、廃止までの期間は近接する他の簡易
水道から仮設配管にて給水する。

地質由来

関ヶ原町水道事業 岐阜県 水質の事故 平成２５年６月１１日 凝集、急速ろ過
次亜過剰注入による高濃度残留塩素の検出。各消火栓、排泥バルブ等から
の排水を行うとともに、広報にて生水を飲用しないように放送を繰り返した。

人為的ミス（配管の設置不
良）

吹田市内の専用水道 大阪府 水質の事故 平成２５年８月２８日 受水槽

立入検査時に残留塩素が検出されなかった。
飲用自粛を指導したところ、中継受水槽及び高置水槽の残留水を排水し、タ
ンク内の水の入替えを行うとの申し出があった。
後日、再度立入検査を実施し、給水末端で残留塩素濃度が0.3mg/L ある
ことを確認した。原因究明、応急措置及び再発防止等についてに指導した。

受水槽での滞留による（夏
季休暇中で使用量が少な

かった）

安曇野市水道事業 長野県 水質の事故 平成２５年７月８日 急速ろ過
給水栓にて黒色の濁りが発生した。黒色の沈殿物はマンガン化合物であっ
た。消火栓からの排水を実施するとともに、給水車にて応急給水を実施し
た。

配管内の堆積物と推定

市原市内の専用水道 千葉県 水質の事故 平成２５年１０月１６日 砂ろ過、膜ろ過
定期検査にてテトラクロロエチレンが水質基準を超過（0.313mg/L）。井戸揚
水を停止し、県水へ切り替えて対応。
周辺井戸からも3.1mg/Lと高濃度で検出されている。

不明

古河市水道事業 茨城県 水質の事故 平成２５年１１月１１日 凝集沈殿、急速ろ過
2-MIBが水質基準を超過（0.00020mg/L）。活性炭注入による処理を行うも完
全に除去できなかった。生活用水確保の観点から給水は継続したが、給水
車による応急給水も実施した。

農業用水の放流による


