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はじめに 

 

本市水道事業は、昭和 12 年（1937 年）に水

道が通水して以来、安全でおいしい水道水の

廉価での供給に努めてきました。  

一方、下水道事業は、昭和 32 年（1957 年）

に公共下水道の整備を開始して以来、生活環

境の向上や都市型水害の防止に取り組んでき

ました。  

各々の道を歩んできた水道事業と下水道事

業ですが、少子高齢化による人口増の鈍化、  

施設や管路の老朽化と更新需要の増加、災害に強いライフラインの

構築に向けた耐震化などの災害対策（危機管理）の必要性、多様化す

るお客様ニーズへの対応など、近年様々な課題への対応が求められ

てきました。  

 そこで、このような様々な課題に対応するべく、平成 25 年度に組

織統合を行い「所沢市上下水道部」として新たなスタートを切り、平

成 29 年度には機構改革を行い「所沢市上下水道局」へと名称変更す

るとともに、経営課、窓口サービス課を新設することで、経営基盤の

強化やサービス向上を図りました。  

 今後も、水道事業と下水道事業が一体となった効率的な経営のも

と、災害に強いライフラインの構築を進めるだけでなく、いのちの水

を２４時間３６５日安定して供給するとともに、お使いいただいた

水を再度きれいにして地球に戻すことで、良好な水循環社会の形成

を担って参ります。  

 

 

 

所沢市上下水道事業管理者 

中村 俊明 
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