
  沿　　　革

年 月 日

S24.5.14 海田市町は，陸軍軍用品集積所，奥海田村は海軍第11空廠の水道施設を改良

し水道事業の創設認可を受ける。

事業の概要

計画給水区域 海田市町・奥海田村の一部

計画給水人口 5,000人

計画1日最大給水量 (工場を含む)

  施設の概要

取水設備 取水井戸 能　力 (2基)

浄水設備 滅菌機(壁掛式)  2台

送水設備 送水ポンプ  3台

配水設備 配水池 容　量  1池

配水管 延　長 1,829ｍ

総事業費 5,000,000円

S25.9.1 海田市町・奥海田村においてそれぞれ町内の一部に給水を開始する。

S31.9.30 海田市・東海田町両町の合併により海田町水道事業となる。

S32.5.27 第1期上水道拡張事業変更認可 (厚生大臣) (蟹原浄水場)

事業の概要

計画給水区域 海田町全域

計画給水人口 10,000人 (昭和42年目標)

計画1日最大給水量

施設の概要

取水設備 取水井戸 能　力 1基

取水埋梁 能　力 1基

浄水設備 緩速ろ過池 能　力 3池(内1池予備)

塩素滅菌機 ＤＶ自立型 2台

送水設備 送水ポンプ 4台

送水井 1池

送水管 φ300m/m　Ｌ=408ｍ

配水設備 配水池容量 1池

1池(改良)

配水管 延　長 24,955m

総事業費 80,850,000円

S34.6.1 新井戸水給水開始

S37.3.1 第1期上水道拡張工事完了

S43.4.1 地方公営企業法の全部適用となる。

事 項



年 月 日 事 項

S43.4.1 料金改定

S44.10.15 水道事業変更認可 (県知事) (砂走ポンプ所)

事業の概要

施設の概要

取水設備 取水井戸 1基

浄水設備 滅菌機 (壁掛式) (内1台予備) 2台

送水設備 送水ポンプ 1台

送水管 φ150m/m L=165m

S46.1.7 第2期拡張事業変更認可(厚生大臣)(国信浄水場)

事業の概要

計画給水区域 海  田  町

計画給水人口 30,000人 (昭和55年目標)

計画1日最大給水量

工  期    自  昭和47. 2. 1    至  昭和50. 3.20

S46.2.22 瀬野川河川取水権の許可 (県知事)

許可取水量

S46.4.1 料金改定

S47.2.24 第2期拡張事業変更認可 (厚生大臣)

取水地点と浄水方法の変更

(事業の概要は昭和46.1.7認可のものに同じ)

施設の概要

取水設備 能　力 1基

導水設備 導水管 φ350m/m　L=100m

浄水設備 急速ろ過池 能　力 1基

滅菌機 (壁掛式) 3台 (内1台予備)

送水設備 送水ポンプ 3台 (内1台予備)

送水管 φ300m/m L=100m

浄水池 1池

配水設備 配水池容量 1池

配水管延長 53,521m (昭 50. 3.20現在)

高台地配水設備西の谷ポンプ所

能　力

配水池 1池

排水設備 排水槽 1池

総事業費 545,613,000円

S48.4.1 料金改定

取水井戸及び接合井



年 月 日 事 項

S48.10.1 第2期拡張工事 (国信浄水場完成)

S50.4.1 料金改定

S50.9.2 水道事業変更認可 (県知事) (砂走ポンプ所)

事業の概要

取水地点(第3水源)を海田町東海田横田1215番の5地先から海田町東海田

横田1195番地に変更

S54.4.1 料金改定

S55.4.15 二級河川瀬野川における水利権更新許可 (県知事)

S57.4.1 料金改定

S58.7.29 第3期拡張事業変更認可 (県知事)

事業の概要

計画給水人口を30,000人から35,000人に変更（昭和70年目標）

S61.4.1 広島県営広島水道用水供給事業より受水開始

受水量 1日

61年 62年 63年

64年 65年 66年

67年 68年 69年

70年

S61.4.1 料金改定

S61.4.1 上水道配水管等8年整備工事計画策定

H1.4.1 消費税の導入に伴う料金改定（税率３％）

H2.2.28 広島県営広島水道用水供給事業受水量見直し

H3.3.15 第3期拡張第1次変更

　給水区域の拡張(未給水地区解消のため )

H4.10.1 水道部となる(庶務課・工務課)

H5.3.31 未給水地区解消

H5.4.1 水道事業会計システム導入



年 月 日 事 項

H7.6.20 三迫配水池完成 PCタンク有効容量

H8.2.29 広島県営広島水道用水供給事業受水量見直し

H8.3.31 法適用以来初めての赤字決算となる。

H9.4.1 消費税法の一部改正に伴う料金改定（税率５％）

H9.10.1 水道部制を廃止，水道課となる。

H10.4.1 浄水場夜間業務を全面民間委託とする。

H11.2.26 広島県営広島水道用水供給事業受水量見直し

H11.7.1 4･5階直結給水開始

H12.1.1 検針事務にハンディターミナルを導入する。

H12.10.1 部制復活，上下水道部となる。（庶務課・水道課）

H13.2.28 蟹原浄水場に自然ろ過施設完成 処理能力

H13.2.28 水道施設整備等基本計画策定

H13.6.8 第3期拡張第2次変更

　浄水方法の変更

　事業の概要

計画給水人口を35,000人から31,500人に変更（平成27年目標）

H14.2.21 広島県営広島水道用水供給事業受水量見直し

H14.4.1 料金改定

福祉減免制度を導入

H15.1.27 広島県営広島水道用水供給事業受水量見直し

H17.2.28 広島県営広島水道用水供給事業受水量見直し

H17.11.14 ペットボトル「海田の水」製作

H18.4.1 上下水道部を廃止し，水道課となる。

コンビニ収納開始



年 月 日 事 項

H20.2.5 広島県営広島水道用水供給事業受水量見直し

H20.3.31 水道事業ビジョン作成

H21.3.17 海田町水道施設管理システムの導入

H21.3.31 水道PR用リーフレット『かいたの水道』作成

H23.2.7 広島県営広島水道用水供給事業受水量見直し

H24.4.1 検針業務を業者委託とする。

H25.4.1 ペットボトル「海田の水」販売開始

H25.4.24 石原配水池改修工事開始

H26.2.27 広島県営広島水道用水供給事業受水量見直し

H26.4.1 下水道課と統合し，上下水道課となる。

消費税法の一部改正に伴う料金改定（税率８％）

H27.3.31 石原配水池改修工事完了 RCタンク2池有効容量


