埼玉県加須市の水道事業の変遷 について
鈴
埼玉県加須市は ,昭和 2
9
年 に市 としてスター T
l
して以来 ,水道事業に力を注 いで きている｡市以
前にあった各地域 ごとの小規模な給水設備 を順次
統合 した り,水道 の普及 していない地域に水道管
を拡張す るな どして,現在 ではその給水区域はほ
ぼ市 内全域に及ぶ ようにな っていた｡
加須市では ,その水源はすべて地下水に頼 って
いた｡一方 ,埼玉県では国の方策に基づ き,地下
水の過剰採取 に よる地盤沈下対策や ,増大 してい
く水需要に対応 で きるだけの水源の確保を 目的 と
して ,河川水を水源 とす る広域水道を建設 した｡
そ して,加須市 の ように水道事業をお こな ってい
る企業体に,県 の水を買 うことに よって地下水か
ら河川水‑の移行を促 している｡ しか し地下水の
みであった水源 に県か ら河川水を購入 し混ぜてい
くとい うことは ,経済的負担が重 くの しかか って
くるとい うことだけではな く,河川水 と地下水 と
の水質 の違 いか ら生ず る問題 も生 じ,す ぐには う
ま くいかないのが実状である｡
この ように加須市の水道事業は,国そ して埼玉
県の水道事業 に関す る方策をぬ きに して単独で考
えることはで きない｡ よって,この論文では ,現
在 までの国 ･県 の水道事業の流れを眺めた上で,
加須市 の水道事業を考えることに よ り,今後 の加
須市 の水道事業 の姿 ･展望を浮 き彫 りに してい く｡
その際 ,県で非常に重要な問題 とされている地盤
沈下を も考察 の対象 とす る｡
埼玉県加須市 は関東平野 の中央にあ り,関東造
盆地運動の中心 となる埼玉県北東部に位置 してい
る｡ この地域 では ,昭和 40
年代か ら,地下水の過
剰採取 に よる著 しい地盤沈下が見 られ るようにな
り,現在で も沈下 は鈍化の傾 向にあるものの,全
国有数 の規模 で続 いている｡
この地域 では水道水の水源の大部分を地下水に
頼 っている市町村がほ とん どであ ったが ,埼玉県

木

順

子

では,国の水資 源 開発基本計 画や広 域化促進 と
い った方策を基に地盤沈下対策 として水道用水供
給事業に着手 した｡利根川や荒川な どの河川水の
水利権を得て ,各水道事業体に供給す るとい うも
のである｡現在水道用水供給事業 は ,県南部を給
水対象地域 とす る広域第一水道 ,県北部を給水対
象地域 とす る広域第二水道 の 2種類が営 まれてい
る しか し,これ ら県の水道用水供給事業には,
水利権の確保 ,広域第一水道 と広域第二水道 の統
合な どとい った様 々な問題が残 されている｡
｡

一方 ,加須市 では昭和 35年 2月に上水道を敷設
し, 5回にわた る拡張計画を経 て,現在ではその
給水区域はほぼ 市内全域に達 した｡上水道敷設以
前は浅井戸か らの地下水を こして使用 した り,集
落 ごとに 自家用水道や簡易水道を造 った りしてい
た｡
昭和5
9
年か らは県水を導入 し,年 々その受水量
を増加 させてはいるものの､昭和 6
3
年 で総取水量
3.
4
% と,他 市町村に比較
に対す る県水 の割合が 1
す るとかな りの遅れを とっている｡
また,上水道 の普及 とともに簡易水道は順次統
合 されてい ったが ,末だ三簡易水道が上水道 の給
水対象地域 内にあるに もかかわ らず ,現存 してい
る｡
他の加須市 の水道事業の問題 として,漏水が多
い とい うことが挙げ られ る 加須市 の漏水は県 内
｡

で ワース ト5位 以内に入 るほ どで ,対策の必要を
迫 られている
｡

地盤沈下対策には,やは り水道 の水源を地下水
か ら河川水に移行 させ ることが望 ま しい｡そのた
めには,まず市 内すべてを上水道 で統一 し,県水
を受け入れ るよ うに整備 して,隣接市町村 との統
合 の準備を しなければな らない｡それには,県の
よ り積極的な広域化推進 ,市町村‑ の協力が必要
である｡
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