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第２節 富山市 

平成 17 年 4 月に 1 市 4 町 2 村（富山市、大沢野町、大山町、八尾町、婦中町、山田村、

細入村）が合併し新・富山市が設立された。合併時点で 43 事業の水道事業があったが、上

水道事業は 1 つで、他は 23 の簡易水道事業、11 の飲料水供給施設、8 の小規模水道（富山

県独自の定義で計画給水人口 50 人未満の水道を指す）であった。上水道事業は旧山田村を

以外の 5 市町村が持っていたが、合併時点に先行して統合している。平成 19 年度末の給水

区域内人口は、上水道事業が 414,514 人で全体の 98.7％を占め、簡易水道等は 7,731 人と

1.8％である。これを 1 つの上水道事業に統合するとともに、42 の簡易水道施設を 22 に整

理する。 
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図 4－10 富山市の施設配置図 
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表 4－4 簡易水道の統合計画 

現行 計画

大沢野地域 布尻簡易水道 （仮称）大沢野北部簡易水道

町長簡易水道

寺津簡易水道

吉野簡易水道 （仮称）大沢野中部簡易水道

小糸・伏木飲料水供給施設

舟渡飲料水供給施設

猪谷北部簡易水道 （仮称）大沢野南部簡易水道

猪谷南部簡易水道

大山地域 岡田簡易水道 岡田簡易水道

小見簡易水道 小見簡易水道

才覚地・中地山飲料水供給施設 才覚地・中地山飲料水供給施設

牧飲料水供給施設 牧飲料水供給施設

小佐波飲料水供給施設 小佐波飲料水供給施設

八尾地域 上笹原簡易水道 上水道へ統合

茗ヶ原簡易水道 〃

野積簡易水道 〃

川倉簡易水道 〃

河筋飲料水供給施設 〃

中筋飲料水供給施設 〃

西川倉小規模水道 〃

柚木小規模水道 〃

板尾小規模水道 〃

桐谷簡易水道 桐谷簡易水道

布谷簡易水道 布谷簡易水道

東布谷飲料水供給施設 東布谷飲料水供給施設

平沢飲料水供給施設 （仮称）平沢簡易水道

三ツ松飲料水供給施設

入谷飲料水供給施設 （仮称）入谷簡易水道

大下小規模水道

大仁歩小規模水道

河西小規模水道 （仮称）河西飲料水供給施設

尾久小規模水道

婦中地域 音川簡易水道 上水道へ統合

山田地域 山田村簡易水道 〃

谷小規模水道 谷小規模水道

細入地域 笹津簡易水道 笹津簡易水道

岩稲簡易水道 岩稲簡易水道

楡原簡易水道 楡原簡易水道

庵谷簡易水道 庵谷簡易水道

片掛簡易水道 片掛簡易水道

猪谷簡易水道 猪谷簡易水道

蟹寺簡易水道 蟹寺簡易水道

計 42 22

簡易水道 23 16

飲料水供給施設 11 5

小規模水道 8 1  
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表 4－5 上水道事業にかかる水源の整理計画 

事業種別 地域名 現在給水人口，人 水源名 水源種別 許可水量m
3
/日 給水開始年月日

上水道 富山地域 320,819 流杉水源 表流水 142,883 S38.4
流杉水源 浅井戸 10,000 S37.3

新保水源 浅井戸 5,000 S38.3

西番水源 浅井戸 3,000 S34.5

水橋水源 浅井戸 1,617 S38.11

上水道 大沢野地域 22,163 三井水源 深井戸 1,400 S16.4.1

笹津水源 深井戸 廃止 S16.4.1

高内水源 深井戸 廃止 S32.4.1

坂本水源 深井戸 廃止 S35.4.1

丌二水源 深井戸 1,400 S38.4.1

中央水源 深井戸 1,400 S38.4.1

上大久保第1水源 深井戸 1,400 S47.4.1

上大久保第2水源 深井戸 1,400 H14.4.1

新村第1水源 深井戸 2,500 S54.7.1

新村第2水源 深井戸 2,500 S54.7.1

上水道 大山地域 10,218 大山第2水源 深井戸 150 S39.3

大山第3水源 深井戸 3,000 S47.7

大山第4水源 深井戸 600 S57.7

大山第5水源 深井戸 1,400 S62.4

大山第6水源 深井戸 700 H6.4

大山第7水源 深井戸 1,400 H10.6

上水道 八尾地域 20,271 西新町浄水場 表流水 廃止 S34.8.1
下井田新浄水場（第1水源） 深井戸 2,200 S51.8.1
下井田新浄水場（第2水源） 深井戸 1,000 S56.12.1
下井田新浄水場（第3水源） 深井戸 3,000 H16.4.1
下井田新浄水場（第4水源） 深井戸 3,000 H21新設

保内水源 深井戸 600

田中水源 深井戸 1,000

上水道 婦中地域 35,944 速星水源 深井戸 1,500 S32.4.1

羽根第2水源 深井戸 1,700 S42.4.1

羽根第3水源 深井戸 1,700 H8.12.25

東部第1（中島）水源 深井戸 1,800 S48.4.1

東部第2（田屋）水源 深井戸 2,500 H6.11.7

東部第3水源 深井戸 2,300 H18.5.22

上井沢第1水源 深井戸 1,400 S54.12.1

上井沢第2水源 深井戸 1,400 H5.1.10

道場水源 深井戸 1,000 S49.4.1

下井沢水源 深井戸 1,900 S59.11.22

計 409,415 209,750

S49.11.1
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表 4－6 簡易水道事業にかかる水源の整理計画 

事業種別 地域名 現在給水人口，人 水源名 水源種別 許可水量m3/日 給水開始年月日

大沢野地域 猪谷南部 49 猪谷南部水源 湧水 59 S42.4.1

寺津 27 寺津水源 湧水 91 S43.4.1

吉野 24 吉野水源 表流水 廃止 S44.4.1

猪谷北部 43 猪谷北部水源 湧水 59 S49.4.1

布尻 82 布尻水源 表流水 廃止 S57.12.1

町長 114 町長水源 表流水 廃止 S59.12.1

大山地域 小見 723 亀谷水源 深井戸 330 S47.11

瀬戸蔵水源 伏流水 廃止 S56.7

本宮水源 伏流水 廃止 S42.3

粟巣野水源（1） 深井戸 廃止 S50.3

粟巣野水源（2） 湧水 328 S60.1

粟巣野水源（3） 湧水 328 S63.5

原水源 湧水 328 S48.3

岡田 67 岡田水源 深井戸 26 S47.11

八尾地域 川倉 68 川倉第1水源 湧水 S30.3.21

川倉第2水源 湧水 S29.4.1

桐谷 56 桐谷水源 湧水 34 S31.4.1
野積 327 野積第1水源 湧水

野積第2水源 湧水
布谷 68 布谷第1水源 湧水

布谷第2水源 湧水

茗ヶ原 75 茗ヶ原第1水源 湧水

茗ヶ原第2水源 湧水

上笹原 77 上笹原（低区）水源 湧水 廃止 S57.4.1

上笹原（高区）水源 湧水 廃止 S57.4.1

婦中地域 音川 1499 河原町水源 浅井戸 廃止 S50.9.1

山田地域 山田村 1732 中村第1水源 湧水 廃止 S62.3

中村第2水源 湧水 廃止 S62.3

中村第3水源 湧水 廃止 S62.3

若土第1水源 伏流水 418 H3.4.1

若土第2水源 伏流水 404 H12.5

細入地域 猪谷 298 猪谷水源 湧水 156 S37.3.31

片掛 85 片掛水源 湧水 115 S44.12.1

蟹寺 56 蟹寺第1水源 湧水

蟹寺第2水源 湧水

蟹寺第3水源 湧水

笹津 82 笹津水源 湧水 53 S45.12.1

岩稲 79 岩稲水源 湧水 82 S46.11.1

楡原 934 石黒谷水源 湧水 50

脇谷水源 表流水 43

芦生水源 湧水 400

割山水源 予備 新設

庵谷 121 入道水源 湧水 65

山口水源 湧水 65

計 6,686 23施設 3,532

大沢野地域 舟渡 37 舟渡水源 表流水 廃止 S55.12.1

小糸・伏木 51 小糸・伏木水源 表流水 廃止 S62.12.1

大山地域 才覚地・中地山 42 才覚地水源 湧水 23 S42.11

中地山水源 湧水 22 S48.12

牧 44 牧水源 湧水 14 S47.11

小佐波 0 小佐波水源 表流水 1 S48.12

八尾地域 河筋 62 河筋水源 湧水 廃止 S54.2.19

中筋 44 中筋水源 湧水 廃止 S61.2.1

平沢 59 平沢水源 湧水 48 S63.5.1

東布谷 37 東布谷水源 湧水 14 S64.1.1

三ツ松 59 三ツ松水源 湧水 17 H3.4.1

入谷 37 入谷水源 湧水 12 H8.6.1

計 472 11施設 151

八尾地域 尾久 0 尾久水源 湧水 廃止 S50.11.1

大下 0 大下水源 湧水 廃止 S61.4.1

下仁歩 42 下仁歩水源 湧水 12 H5.9.1

西川倉 74 西川倉水源 湧水 廃止 H8.6.1

柚木 0 柚木水源 湧水 廃止 H10.6.1

坂尾 26 坂尾水源 湧水 廃止 H11.7.1

河西 50 河西水源 湧水 48 H12.6.1

山田地域 谷 18 谷水源 湧水 7 S50.4.1

計 210 8施設 67

廃止

S49.6.15廃止

S40.12.24

S35.4.1

S39.12.1

29 S52.12.25

廃止 S54.4.1

上水道
（旧・簡易

水道施
設）

上水道
（旧・飲料
水供給施

設）

上水道

（旧・小規
模水道施

設）

69

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水道事業統合及び施設の統廃合・再構築の事例集
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