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はじめに 

令和３年度は、断続的に緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発令

されるなど、新型コロナウイルス感染症が前年度から引き続き社会生活

に影響を及ぼしました。  

一方、延期されていた東京オリンピック・パラリンピックが開催さ

れ、アスリート達の活躍が人々に感動と勇気を与えた年でもありまし

た。  

そのような中での所沢市水道事業及び下水道事業の事業内容を令和３

年度上下水道事業年報としてまとめました。  

ここで、令和３年度の取り組みなど簡単に紹介させていただきます。  

水道事業でございますが、令和３年度末の給水状況としては、給水戸

数は 165,867戸（前年度比 1,588戸の増加）、給水人口は 343,735人（前年

度比 262人の減少）、普及率は 99.99％、年間配水量は35,708,690㎥（前年

度比 505,720㎥の減少）となりました。  

水道施設の整備においては、老朽管の更新事業として、市内各地区に

耐震性を有するダクタイル鋳鉄管等 8,826.7ｍを整備しました。また、

浄水場施設では、災害時における安定給水を図るため、浄水池及び配水

池それぞれ１か所の耐震補強工事を行うとともに、東部浄水場監視制御

装置更新工事を実施しました。  

下水道事業でございますが、普及状況としては、令和３年度末の行政

区域内人口 343,752人に対し、処理区域内人口は 326,740人（前年度比  

1,753人の増加）、普及率は 95.1％、水洗化人口は 322,349人（前年度比  

2,233人の増加）、水洗化率は 98.7％となりました。  

下水道施設の整備においては、第４期市街化調整区域整備事業の２年

度目として、汚水管 7,278ｍを布設しました。また、雨水を地下に浸透

させることにより雨水流出抑制を図り、浸水被害の軽減につながる道路

雨水桝 210か所の浸透化、さらに、緊急輸送道路下のマンホール３か所

の耐震化などの地震対策工事を実施しました。  

私たち所沢市上下水道局は、今後も、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まいります。  

 

 

所沢市上下水道事業管理者  

平田   仁  
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