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１．稲美町の概況 

本町は、1955（昭和 30）年に加古村、母里村、天満村の 3 村の合併により誕生

しました。兵庫県播磨平野東部の東播磨地域に位置し、東は神戸市、西は加古川市、

南は明石市、北は三木市と 4 市に隣接しており、総面積は 34.92  です。

図 2.1 本町位置図 

 もちの木（町木） 

コスモス（町花） 
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町内には、国道の通過、鉄道の乗り入れがなく、道路の広域幹線網として、臨海部

を東西に国道 2 号、加古川バイパス及び第二神明道路、東部を南北に国道 175 号が

町を取り巻く線形となっています。 

地形は、ほぼ全域が平坦で、標高は最高地点 92.2m 最低地点 22.3m であり、

東部から西部にかけて緩やかな傾斜地で分布しています。河川は草谷川、曇川、国安

川、喜瀬川が存在し、全ての河川が播磨灘に注いでいます。 

雨の少ない瀬戸内気候のうえ、印南野台地と呼ばれる台地に位置しているため、山

らしい山、大地を潤すほどの大きな河川はなく、水に恵まれない自然条件のなかで、

先人達は 7 世紀頃からため池を築造し、灌漑用水を確保することで農耕社会を築い

てきました。現在においても、県内最古と言われる天満大池、県内最大の加古大池等、

約 88 か所のため池が存在し、町全体の面積の 10.7％を占めています。

全体的に田園都市であり、農業基盤の整備を強化しながら阪神地域のベッドタウ

ンとして、昭和 40 年代以降に多くの住宅開発が行われ人口も急増し、2000（平成

12）年（国勢調査）に 32,000 人を超えましたが、近年はやや減少傾向にあります。 

本町上空からの写真 
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２．水道事業の沿革 

本町の水道事業は、1970（昭和 45）年 4 月 1 日に、西部・東部・南部簡易水道

が統合して誕生し、創設時の計画給水人口は 19,000 人、計画一日最大給水量は

7,600  /日でした。その後、給水区域の拡張、配水池の増設といった 2 度の拡張

を行い、安全な水道を町全域に安定供給できるよう努めてきました。 

現在は、2010（平成 22）年 6 月 30 日付兵庫県指令生第 99-1 号、計画給水人口

34,100 人、計画一日最大給水量 13,160  /日の事業認可をもって運営をしていま

す。 

表 2.1 事業認可の推移 

昭和 40 年代の水道施設建設の様子 
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３．職員の配置状況 

2005（平成 17）年の組織改革により、それまでの水道事業所を廃止し、下水道

課と統合して水道課となりました。水道課の職員数は現在 9 名（部長を除く）で、

そのうち水道事業の職員数は 7 名（部長を除く）となっています。 

職員の平均年齢は 44.6 歳で、やや高くなっています。 

 図 2.2 水道事業の職員配置 

稲美町役場 
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４．水道施設の概要 

本町の水道事業は、水源 14 か所、配水場 3 か所、加圧ポンプ場 1 か所を保有し

ています。各水源で取水した水は、各配水場で塩素滅菌処理をしており、処理され

た水は配水池に貯水した後に各エリアへ配水されています。 

本町の地形特性として、山らしい山がないため、自然流下で配水できるような標

高が高い位置への配水池の配置ができないことから、各配水場からポンプ圧送で配

水をしています。 

図 2.3 水道施設位置図 
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図 2.4 水道施設系統図 

自己水の他に兵庫県水道用水供給事業（神出浄水場）からの受水もしており、割

合は、概ね自己水が 90％、県水受水が 10％となっています。 

表 2.2 水量内訳表 
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取水施設 
14 か所の水源があり、全て地下水（深井戸）から取水しています。計画取水量は、

13,160  /日（西部系統 9,860  /日・東部系統 2,600  /日・南部系統 700  /日）

です。 

表 2.3 取水施設一覧表 

 西部 3 号取水井           西部 10 号取水井 

11



 第２章 水道事業の概要  

②浄水施設 
 取水した水は、３か所の配水場で次亜塩素による滅菌処理をしています。また、西

部配水場及び東部配水場では、侵食性遊離炭酸除去のための曝気塔（エアレーション

設備）を設置しています。 

表 2.4 浄水施設一覧表 

西部配水場 東部配水場 

南部配水場 
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③配水施設 
配水系統は、西部・東部・南部・東部加圧の４系統に分かれており、各配水池及

び加圧ポンプ場からポンプ圧送された水は、配水本管、配水支管を経て各家庭へ給

水されています。

西部配水場（第１配水池） 西部配水場（第２配水池） 

 表 2.5 配水施設一覧表 

 西部配水場（第３配水池） 東部配水場 
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④加圧施設 
東部加圧ポンプ場は、西部配水場からの送水にて受水し、本町の給水区域内でも

比較的標高が高い「草谷地区・下草谷地区の一部」に加圧配水するために設置して

います。

表 2.6 加圧施設一覧表 

東部加圧ポンプ場 
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図 2.5 配水系統図 

本町管内の西側半分の区域を西部配水系統（黄）が占めています。また、東側半

分の区域の大部分が東部配水系統（青）、東南部が南部配水系統（緑）、北東部が

東部加圧系統（橙）となっています。  

東部加圧系統 

西部系統 

東部系統 

南部系統 
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⑤管路 
 本町管内に布設されている管路の総延長は、約 283km（φ50mm 以下、約 14km

除く）であり、その内訳は以下の通りです。 

 ◆用途別管路延長 

導水管の総延長は約 5km で、そのうち約 4km が西部系統、残りの約 1km が東

部・南部系統で布設されています。送水管の総延長は、約 6km で、西部配水場から

東部加圧ポンプ場に向けて布設されています。 

また、配水管の総延長は約 272km であり、布設割合は、全体の約 96％を占めて

います。 

図 2.6 用途別管路延長 

図 2.7 系統別管路内訳図 
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◆口径別管路延長 

導水管は、φ150mm からφ300mm、送水管は、φ300mm で布設されています。 

配水管は、φ75mm からφ100mm の布設割合が全体の約 5 割を占めます。また、

本町管内で布設されている最大口径はφ600mm ですが、現在、メイン路線の「百丁

場・五軒屋線」の布設替えに併せて縮径（ダウンサイジング）を図っており、当工事

の竣工後には、管内の最大口径は施設場内でφ500mm、道路埋設部ではφ400mm

となります。 

今後も管路更新計画にのっとり、布設替えに併せて、現在の水需要に適した口径に

縮径していく予定です。 

図 2.8 口径別管路延長 
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◆管種別管路延長 

導水管、送水管、配水本管といった基幹管路については、管体強度が大きく、衝撃

に強いダクタイル鋳鉄管が布設されており、全体の約 4 割弱を占めています。 

 硬質ポリ塩化ビニル管は、φ100mm 以下の配水支管に多く使用されており、総延

長は約 158km になります。 

図 2.9 管種別管路延長 

◆継手別管路延長 

 ダクタイル鋳鉄管のうち、耐震継手を有する管は約 20km となっています。耐震

継手とは、地震時の地盤変動に対して、管の継手部に伸縮性や可撓（かとう）性能を

持たせることによって地震による変位を吸収する継手です。  

 また、硬質ポリ塩化ビニル管のうち、半数以上が TS 継手となっています。TS 継

手とは、管の継手部を接着剤で接合した継手です。耐震性能はなく、漏水の発生の可

能性が高い継手です。 

図 2.10 継手別管路延長 
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◆年度別布設延長 

管路の年度別布設延長は図 2.11 の通りとなっています。南部配水場、西部第１配

水池が建設された昭和 40 年代後半をはじめに、西部第２配水池が建設された昭和

50 年代前半には急速に管路整備が行われています。

 また、1997（平成 9）年頃から 2003（平成 15）年頃にかけても下水道の普及整

備に伴い、大規模な管路整備を実施しています。 

図 2.11 年度別布設延長 

各年代別の布設延長割合は下表の通りです。 

表 2.7 年代別布設延長割合表 
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