
ちとせのみず

千歳市水道局
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お 届 け し ま す 、 き れ い な 水 を 。  
きれいに返します、自然と未来へ。 

千歳市水道局の基本理念 
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豊富で良質な水の安定供給、衛⽣的で
快適な⽣活環境、健全な水循環の持続 
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ちとせのみず
　千歳市の水道は、主に千歳川支流の内別川から造っています。内別川の水源は60数か所
に及ぶ湧

ゆうすいぐん
水群であり、水環境の保全状況が極めて優良であることから、昭和60年３月に環

境庁（現環境省）により「ナイベツ川湧
ゆうすい

水」として「名水百選」に認定されました。

ちとせの水道のあゆみ
　 千歳市の水道事業は、昭和30年に
春日町の浄水場から給水を開始したの
が始まりです。その後、人口が増加
し、浄水施設の能力が限界に近づいた
ため、42年からは現在の蘭越浄水場
から給水を行っています。また、支笏
湖温泉地区では、シリセツナイ川と地
下水を水源として29年から簡易水道
による給水を行っています。　
　平成30年度末の水道普及率は、
99.9％と高い水準になっています。

石狩東部広域水道企業団からの受水
　 千歳市は、石狩東部広域水道企業団の
構成団体として、漁川浄水場と千歳川浄水
場から水道水の供給を受けています（受
水）。
　漁川浄水場からの受水は、増え続ける給
水人口に対応するため、昭和59年４月から
開始しました。

　また、同企業団は、その後も続く給水人
口の増加や産業の集積などによる将来の水
不足に対応するため、夕張シューパロダム建設事業への参画により千歳川の水利権を取得し
たうえ、良好な水質と安定的な水量を持つ上流部に千歳川浄水場を設置しており、千歳市は
平成27年４月から受水を開始しました。

蘭越浄水場

臨空工業団地配水池

1 2

ちとせの水道



漁川

内別川

千 歳 川

千 歳 市

支 笏 湖

駒里配水ポンプ場

上長都高架配水池

蘭越浄水場

臨空工業団地配水池泉沢高架配水池

支笏湖配水池

上水道水源

水　　源 配水能力

内　別　川 表　流　水 32,950m³/ 日

千　歳　川 表　流　水 3,550m³/ 日

地　下　水 深　井　戸 2,000m³/ 日

石狩東部広域水道
企業団からの受水

漁 川 浄 水 場 4,000m³/ 日

千歳川浄水場 11,900m³/ 日

　合計 54,400m³/ 日

支笏湖畔地区簡易水道水源

水　　源 配水能力

シリセツナイ川 伏　流　水 450m³/ 日

地　　下　　水 深　井　戸 850m³/ 日

　合計 1,300m³/ 日

凡　　例

行政区域

上水道区域

簡易水道区域

専用水道区域

配水池

ポンプ場

駒里増圧ポンプ場

中央増圧ポンプ場

東千歳送水ポンプ場

東千歳配水池
黒沢増圧ポンプ場

新川増圧ポンプ場

東丘増圧ポンプ場

祝梅配水ポンプ場

蘭越配水池
水道局

平成31年４月現在
※地理院地図（電子国土web）を加工して作成

漁川浄水場
（石狩東部広域水道企業団）

千歳川浄水場
（石狩東部広域水道企業団）
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給水区域と水道施設位置図



蘭越配水池の水道水
を、高所にある泉沢
高架配水池に送水し
ます。

石狩東部広域水道企業
団の漁川浄水場から受
水した水道水を市街地
に配水します。

送水された水道水を
東千歳地区に配水し
ます。

蘭越浄水場で作ら
れた水道水を市街
地に配水します。

支笏湖

蘭越浄水場

東千歳配水池
P

東千歳送水
ポンプ場

上長都
高架配水池

P

駒里配水
ポンプ場

東千歳地区

石狩東部広域水道
企業団千歳川

浄水場（千歳）

石狩東部広域
水道企業団

漁川浄水場 恵庭

泉沢地区

蘭越配水池

千歳市街

石狩東部広域水道企業団の千
歳川浄水場から受水した水道
水を市街地に配水します。

P

泉沢送水
ポンプ場

着水井
川から流れた水と一
緒に、ゴミや魚、木
の葉などが入ってき
ます。
これらを籠の中に入
れて取り除きます。

薬品混和池
水の中の小さ
なゴミを取る
ために凝集剤
を入れて、か
き混ぜます。

フロック形成池
さらにゆっくり
とかきまぜ、ゴ
ミなどをくっつ
けて、大きく重
くさせます。

沈でん池
フロック形成池か
ら流れてきた水を
傾斜板にそって流
し、大きくなった
ゴミなどを下に沈
めます。

ろ過池
特殊な砂の中を
通して、目に見
えないゴミを取
り除きます。

浄水池
ろ過池から流れ
てきたきれいな
水を塩素殺菌し
ます。

浄水場には次のような装置があり、これらを用いて内別川、千歳川から取り入れた水を
浄水処理しています。浄水後は、ポンプで高所にある蘭越配水池に送水します。

内別川

千
歳
川

泉沢高架配水池

上長都高架配水池

配水池との高低差により、
千歳市街に配水しています。
自然流下式

支笏湖畔地区簡易水道区域 cv
z

P

蘭越配水池へ

市街地から送水された水
道水を、高所にある東千
歳配水池に送水します。

送水された水道水
を泉沢地区に配水
します。

市街地から送水され
た水道水を、ポンプ
で駒里地区に配水し
ます。

泉沢高架
配水池

漁
川

P

祝梅配水
ポンプ場

市街地から送水された
水道水を、ポンプで祝
梅地区に配水します。

祝梅地区駒里地区

臨空工業団地
配水池
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水道水がとどくまで



水道情報館

　名水ふれあい公園は、ナイベツ川湧水が名水百選に選ばれたことを記念して、平成元年
10月に開園しました。
　約７千㎡の敷地内に、ナイベツ川湧水の噴出口を再現した湧水池や内別川沿いに散策路を
設けるなど、水に親しめる公園として整備しました。平成５年２月には「北海道まちづくり
百選」にも選ばれており、毎年約５万人の方が訪れます。
　また、公園に隣接する蘭越浄水場の管理棟１階には、水道情報館を設置しており、水道や
下水道に関する情報や観光情報を提供しています。

ナイベツ川湧水
　名水百選に認定された「ナイベツ川湧

ゆうすい
水」が流れる内別川は、千歳川の支流で長さが

2.5kmほどの小河川です。川の水量は、源
げ ん と う ぶ

頭部では約13,000㎥/日ですが、そこから千歳
川の合流点まで大小の湧水が集まり、蘭越浄水場の取水地点では約60,000㎥/日に達して
おり、そのうち約36,800㎥/日を取水しています。そのほかに、浄水場に隣接する千歳川
からは約4,000㎥/日を取水することができ、地下水の取水を除いたこれらの原水を浄水処
理した後の配水能力としては36,500㎥/日となっています。さらに、石狩東部広域水道企
業団からも15,900㎥/日の用水の供給を受けることができますので、日々の市民生活や経
済活動に十分な量の水を確保しています。

～ 名水百選とは ～
　環境庁（現環境省）は、全国各地に存在する清

せいちょう
澄な水を再発見し、広く国民に紹

介して河川などの水質保全の認識を深めてもらうことを目的として、昭和60年に
全国で100か所の名水を選定しました。

良質な水
　水をおいしく飲むための要素と
して特に重要なのは、水温です。
ちとせの水道水（内別川、千歳
川、漁川を水源とする水）は、夏
でも冷たく、いつでもおいしい状
態で飲むことができます。
　また、厚生省（現厚生労働省）
の「おいしい水」の水質要件に
は、清涼感を与える遊離炭酸、水
の味を特徴づける硬度など、右表
の７項目が挙げられており、ちと
せの水道水はこれらの要件に概ね
適合しています。

湧水池

壁泉

内別川沿いの散策路

内別川源頭部

【場　　所】
千歳市蘭越４
（道々支笏湖公園線を支笏湖方面に向かっ
て左側。JR千歳駅から車で10分。）
【開園期間】
４月第４土曜日～11月15日
【開園時間】
９時～18時（４月第４土曜日～9月30日）
９時～17時（10月1日～11月15日）

おいしい水の要件
（水質項目、数値）

内別川
(蘭越
浄水場）

千歳川
（臨空工業
団地配水池）

漁川
（上長都高架
配水池）

蒸発残留物 30 ～
200mg/L 102 124 83

硬度 10 ～
100mg/L 23 48 22

遊離炭酸 3 ～ 30mg/L 8 8 3

過マンガン酸
カリウム消費量 3mg/L 以下 0.4 0.6 1.2

臭気強度 3 以下 1 1 1

残留塩素 0.4mg/L 以下 0.47 0.46 0.46

水温 20℃以下 4 ～ 10 3 ～ 19 1 ～ 19

※平成30年度平均値

ナイベツ川湧水の噴出口
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名水ふれあい公園豊富で良質なちとせの水



水の循環
　海や川の水が太陽の熱で温められ、蒸発して雲になります。雲は雨や雪となって地上
に降り、人々は生活用水や経済活動に水道として利用しています。利用された水は下水
道に流され、きれいにしてから、再び川や海に流されます。このように、水が自然の中
で回っていることを「水の循環」といいます。水道と下水道は健全な水の循環の確保に
重要な役割を担っています。

ちとせの下水道のあゆみ
　下水道事業は、昭和35年に都市
下水路として計画を策定し、昭和
36年に着工したのが始まりです。
その後、昭和39年に公共下水道事
業として事業認可を受け、昭和46
年には、急速な市街地の開発に対応
するため終末処理場の建設に着手
し、51年から運転を開始していま
す。

　平成30年度末現在、下水道普及
率は98.3％、水洗化率は99.9％と高い水準になっており、市民の快適な生活環境と千
歳川の清流を守っています。

　また、公共下水道処理区域以外の生活環境向上を目的に、個別排水処理施設整備事業
として合併処理浄化槽による水洗化を進めています。

下水道の役割
下水道には大きく分けて２つの役割があります。

①生活環境の向上
　トイレやお風呂などの生活排
水を貯めずに、速やかに下水道
管に流すことにより、害虫の発
生や悪臭のない、快適で衛生的
な暮らしを実現しています。ま
た、大雨の時でも、雨水を速や
かに排水したり、雨水を一時的
に貯留したりすることで、街を
浸水の被害から守っています。

②自然環境の保全
　家庭や工場から排出される汚水を下水道管に流して浄化センターに集め、きれいに
してから川に放流することにより、川や海の水質の悪化を防いでいます。　

千歳市浄化センター
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ちとせの下水道

下水道の役割



漁川

内別川

千歳川

千 歳 市

支 笏 湖

水道局

泉沢汚水中継ポンプ場

東雲汚水中継ポンプ場

支笏湖畔汚水中継ポンプ場

浄化センター

スラッジセンター

凡　　例

行政区域

下水道処理区域

処理場

ポンプ場

平成31年４月現在
※地理院地図（電子国土web）を加工して作成

下水道処理水量

処 理 能 力 64,200m³/ 日

総　流　入　水　量 56,057m³/ 日

汚　　　水　　　量　　 51,341m³/ 日

雨　　　水　　　量 4,716m³/ 日

放　　　流　　　水 53,388m³/ 日

汚泥量（スラッジセンター受入） 902㎥ / 日

乾　燥　汚　泥　量 12m³/ 日
平成29年度現在
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下水道処理区と下水道施設位置図



支笏湖

内別川

千
歳
川

千歳市浄化センター

千歳市スラッジ
センター

集めた下水をきれ
いにして、千歳川
に放流します。

下水道管を通して、下水を浄化
センターに集めます。

浄化センターで発生した汚泥は、
専用の管 約 でスラッジセン
ターに送られます。

浄化センターでは、次のような処理を行い、よごれた水をきれいにしています。

反応タンクに
空気を送る装置

反応タンク

スラッジセンターでは、次のような処理を行い、汚泥を乾燥処理しています。
乾燥処理には、環境センターのごみ焼却により生じる廃熱を有効利用しています。

乾燥機 外観

汚泥を再利用する
ため脱水・乾燥さ
せます。

乾燥処理した汚泥は、再資源
化施設でセメントや肥料の材
料として再利用されます。

脱水機 外観

最終沈でん池
沈みやすくなった
汚れを沈めて、き
れいになった上の
方の水と汚れに分
けます。

消毒設備
きれいになっ
た水を消毒し
て、千歳川に
放流します。

沈砂池
大きなゴミや
土砂を取り除
きます。

反応タンク
空気を送り込み、汚
れを食べる微生物を
活性化させて、汚れ
を沈みやすくさせま
す。

最初沈でん池
汚水をゆっくり流
して、沈砂池で取
り除けなかった汚
れを沈めます。

取り除いた汚れは
汚泥として

スラッジセンターへ

分流式の地域で
は、雨水は直接
河川に放流され
ます。

千歳川に
放流

支笏湖畔地区

千歳市
環境センター環境センターのごみ

焼却時の廃熱を、汚
泥の乾燥に利用して
います。

脱水機
濃縮された汚泥をさ
らに機械の回転力に
より脱水します。

濃縮機
回転による遠心力を
利用して汚泥を濃縮
します。

乾燥機
脱水した汚泥をスチ
ーム熱により乾燥し
ます。
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下水が川にかえるまで



施設の更新
　千歳市は東西の長さが57kmですが、市
内にある水道管の延長は約700kmもありま
す。また、下水道管の延長は約1,000kmで
あり、千歳ー京都間に相当する長さがありま
す。
　水道事業の創設から約60年、下水道事業で
は約50年が経過しており、将来的に管路など
の本格的な更新時期が到来します。水道管の
耐用年数は管の材質や埋設された地質などに
応じて40年から120年に設定し、下水道管に
ついては50年以上を基本として腐食などの劣
化状況に応じて更新時期を定めています。
　また、浄水場や浄化センターなどの建物や
機械、電気設備については、それぞれ適切な
更新時期を設定したうえ、施設の機能維持の
重要度・優先度も考慮しながら計画的に更新
しています。

施設の管理
　豊富で良質な水を提供し、衛生的な水環
境を保全する役割のある水道と下水道は、
市民生活や経済活動を支える重要な公共施
設です。そのため、将来にわたって安定的
に事業を継続し、その役割を果たしていく
ため、計画的な施設の点検・調査、修繕・
更新を行っています。

　また、事業の経営に必要な資金の大部分
は利用者からの料金で賄われ、独立採算を
基本として運営していますので、合理的な
料金設定とともに経営の効率化にも努めて
います。

下水道管内カメラ調査
施工前 施工後

マンホール点検 腐食した下水道管の管更生

添架管（橋に取りつけた管）点検 漏水修理 老朽化した水道管からの漏水 配水管老朽度診断調査

引用：水道PRパッケージ
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施設の管理と更新



　千歳市水道局では、災害時などの
の応急給水のため、平成20年に給
水車を配備しました。この給水車
は、２㎥のタンクと、積載した水を
20ｍ以上の高さまで送り出すポン
プが装備されています。

平成30年
北海道胆振東部地震における対応
　平成30年北海道胆振東部地震では、浄水場
などの水道施設や水道管には被害はなく、ま
た、大規模停電（ブラックアウト）下におい
ても、施設に設置している自家発電機により
水道水を送り出すことができていました。し
かし、共同住宅など、ポンプで各戸に水道水
を送っている建物で、水道が使用できない状
況が発生したことから、水道局では市内９か
所に応急給水所を設置しました。

　また、千歳市の近隣で大きな被害を受けた安平町や厚真町へ職員を派遣し、給水支援や漏
水箇所の調査を行いました。
　このような市町村を越えた相互支援活動は、平成23年に発生した東北地方太平洋沖地震
（東日本大震災）でも行われており、宮城県へ職員を派遣し、給水支援活動を行いました。

　日本では、毎年、各地で自然災害が発生しており、多
くの人命や財産が失われております。そのような事態に
も適切に対応できるよう、千歳市水道局ではソフト面と
ハード面での対策を行っています。

　ソフト面では、災害や事故の発生時の対応マニュアル
の整備や水道局独自の対応訓練の実施、千歳市が他の防
災関係機関と協力して実施している防災訓練や日本水道
協会が実施する災害時相互応援訓練への参加などを通じ
て、災害時にも適切に対応できるように備えています。
　また、総合防災訓練では、水道局が備蓄している防災
資機材や用品を展示し、参加している市民の方々の防災
意識の向上に役立てています。

　ハード面では、管路の更新計画に基づく水道管の入替えにあわせて、水道管の耐震化を実
施しています。
　給水区域の拡大時に整備した水道管には耐震性能の低い管があり、大きな地震が発生した
場合には、つなぎ目が外れて漏

ろうすい
水が発生する可能性があります。このようなことが発生しな

いよう、新しく埋設する水道管はつなぎ目が曲がりに強く、地震が発生しても外れない耐震
管としています。

給水車

安平町給水支援（胆振東部地震時）

水道事故対応訓練
水道局に開設した応急給水所（胆振東部地震時）

厚真町漏水調査（胆振東部地震時）

防災用品展示

更新後は、つなぎ目が外れない耐震管になります。

一般管 耐震管

引用：水道PRパッケージ
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昭和27（1952）年 ４月
５月

９月
28（1953）年 ４月

　

12月

29（1954）年 ６月
30（1955）年 １月
32（1957）年12月
36（1961）年12月

　

37（1962）年 ８月
40（1965）年 ４月
42（1967）年 ３月

43（1968）年 ３月

８月

水道事業施行議案可決
上水道新設工事認可申請（昭和28年３月認可）
　給水人口　22,000人　　１人当たり225ℓ／日
　最大配水量　4,950㎥／日　　　
　計画目標年次　昭和37年度
　浄水施設　千歳川伏流水　　
　配水施設　高架水槽・自然流下
湖畔地区簡易水道工事施行議案可決
簡易水道布設工事認可申請（28年５月認可）
　給水人口　2,000人　　１人当たり150ℓ／日
　最大配水量　450㎥／日　　　　
　計画目標年次　昭和43年度
上水道新設工事着手
簡易水道布設工事着手（昭和29年３月完成）
千歳町上水道条例制定
給水開始
創設工事完成総事業費87,509千円
第1期拡張工事事業変更申請・認可
　給水人口　40,000人　　１人当たり250ℓ／日
　最大配水量　10,000㎥／日　
　計画目標年次　昭和46年度
　浄水施設　千歳川支流内別川表流水、急速ろ過
　配水施設　配水池・自然流下
第１期拡張工事着手
料金改定　上水道36％値上げ
第１期拡張工事完成
　総事業費　221,905千円
第２期拡張工事事業変更申請・認可
　給水人口　85,000人　　１人当たり400ℓ／日
　最大配水量　34,000㎥／日　　
　計画目標年次　昭和58年度
　浄水施設　着水井・混和池・浄水池・滅菌設備
　配水施設　ポンプ・配水池・配水本管
　事業費　1,557,433千円
第２期拡張工事着手

内別川原水汚濁防止のため薬品混和池、沈でん池の補修着手（昭和
46年12月完成）
長都・釜加地区水道施設工事着手（昭和51年３月完成）
駒里地区に専用水道利用組合設立、上水道分水
航空自衛隊千歳基地へ分水開始
陸上自衛隊北千歳駐屯地へ分水開始
陸上自衛隊東千歳駐屯地へ分水開始
料金改定　上水道、簡易水道61.76％値上げ
第２期拡張工事事業の一部変更申請・認可
　給水人口　68,250人　　１人当たり最大給水量　498ℓ／日
　事業費継続分　1,670,934千円
　新規分　　　　1,099,471千円
駒里専用水道廃止
支笏湖畔地区簡易水道第２期拡張事業変更申請・認可
　給水人口　450人　　１人当たり最大給水量　2,888ℓ／日
　最大給水量　1,300㎥／日　　　
　計画目標年次　昭和62年度
　取水施設　深井戸　
　導水施設　導水ポンプ・導水管
　浄水施設　混和池　
　配水施設　配水池・配水本管
料金改定　簡易水道272.24％値上げ
第３期拡張工事事業変更申請・認可
　給水人口　77,400人　　1人当たり最大給水量　542ℓ／日
　最大給水量　42,000㎥／日　　　
　計画目標年次　昭和60年度
　取水施設　取水井　　　　　　　　
　導水施設　導水ポンプ・導水管
　浄水施設　着水井・薬品沈でん池・急速ろ過池・浄水池
　送水施設　送水ポンプ室及びポンプ設備
　配水施設　配水池・高架配水池・配水本管
料金改定　上水道45.5％値上げ
上長都高架配水池（球形ＲＣドームＰＣ造2,034㎥）新設
石狩東部広域水道企業団（創設事業）から受水開始

昭和45（1970）年 ７月

46（1971）年10月
47（1972）年12月
48（1973）年12月
49（1974）年10月
50（1975）年11月
51（1976）年 ７月
53（1978）年 ２月

３月
４月

55（1980）年 ４月
57（1982）年 ５月

58（1983）年 ４月
12月

59（1984）年 ４月

2,770,405 千円
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62（1987）年 ３月
62（1987）年 ３月

63（1988）年 ７月
12月

平成元（1989）年 ４月
10月

２（1990）年 ４月
４（1992）年 ２月
６（1994）年 ８月

７（1995）年11月
８（1996）年 ４月

７月
10月

９（1997）年 ４月
10（1998）年 ３月

10月

薬品沈澱池　１池（12,500㎥）築造
第４期拡張工事事業変更申請・認可
　給水人口　82,470人　　１人当たり最大給水量　521ℓ／日
　最大給水量　44,800㎥／日
　計画目標年次　平成４年度
　取水施設　取水井　
　導水施設　導水ポンプ・導水管　
　浄水施設　着水井・薬品沈でん池・急速ろ過池・浄水池
　送水施設　送水ポンプ室・ポンプ設備
　配水施設　配水池・配水本管
東千歳地区水道管布設工事着手（平成元年11月完成）
東千歳地区一部給水開始
料金改定　上水道、簡易水道３％（消費税相当分）値上げ
名水ふれあい公園開園
料金改定　上水道、簡易水道1.93％値下げ
千歳川からの取水開始（祝梅川からの振り替え）
第５期拡張工事事業変更申請・認可
　給水人口　89,400人　　１人当たり最大給水量　568ℓ／日　　　
　最大給水量　50,800㎥／日　　
　計画目標年次　平成10年度
　取水施設　取水井　
　導水施設　導水ポンプ・導水管
　浄水施設　オゾン接触槽、活性炭接触槽、塩素滅菌設備
　送水施設　送水管　　
　配水施設　配水池
千歳市公営企業経営審議会設置
新千歳空港周辺プロジェクト関連の幹線配水管整備事業着手（平成15
年３月完成）
地下水高度浄水処理施設稼動
料金改定　上水道45.90％、簡易水道28.39％値上げ
料金改定　上水道、簡易水道２％（消費税相当分）値上げ
蘭越浄水場新管理棟完成
蘭越浄水場浄水池及び送水ポンプ場建設着手

夕張シューパロダムを水源として農業用水との振り替えを条件に千
歳川からの取水が許可
蘭越浄水場浄水池及び送水ポンプ場供用開始
水道局新庁舎に移転
フロック形成池・沈でん池機械設備・上屋建築工事着手
薬品注入設備増設（建築・機械・電気）
フロック形成池・沈でん池　機械設備・上屋建築工事完成
第６期拡張事業変更申請・認可
　給水人口　93,900人　　１人最大給水量　597ℓ／日
　最大給水量　54,400㎥／日　　
　計画目標年次　平成27年度　
　配水施設　配水池新設
急速ろ過池洗浄強度増強工事着手
臨空工業団地配水池・泉沢幹線配水管事業着手
臨空工業団地配水池工事着手
泉沢幹線配水管工事着手
急速ろ過池洗浄強度増強工事完成
料金改定　上水道、簡易水道３％（消費税相当分）値上げ
臨空工業団地配水池・泉沢幹線配水管供用開始
石狩東部広域水道企業団（拡張事業）から受水開始
料金改定　上水道17.5％値上げ

平成11（1999）年 ６月

12（2000）年 ３月
13（2001）年 ４月
15（2003）年11月
17（2005）年 ２月

３月
５月

７月
18（2006）年 ９月
20（2008）年10月
21（2009）年 ３月

26（2014）年 ４月
27（2015）年 ３月

４月
30（2018）年 ４月
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昭和36（1961）年 ８月
39（1964）年 ５月

６月
44（1969）年 ７月

46（1971）年 ５月
48（1973）年 ６月

51（1976）年 ４月
５月

52（1977）年 ２月

７月
12月

53（1978）年４月
12月

54（1979）年 ４月

10月

58（1983）年２月

８月

59（1984）年 ２月

４月
60（1985）年12月
61（1986）年 ４月

都市下水路として下水道事業着手
千歳市公共下水道事業認可（第１次（当初）認可）
　処理面積　130ha
千歳市下水道条例制定
第2次（第1回変更）認可
　処理面積　330ha
千歳下水終末処理場建設着手
第３次認可
　処理面積　990ha
千歳市水洗便所改造資金貸付条例制定
千歳下水終末処理場運転開始
　処理能力　7,400㎥／日
第４次認可（支笏湖畔特定環境保全公共下水道事業の追加）
　処理面積（支笏湖畔特定環境保全公共下水道のみ） 31ha
東雲汚水中継ポンプ場建設着手
第５次認可（支笏湖畔下水終末処理場構造変更）
東雲汚水中継ポンプ場運転開始
支笏湖畔下水終末処理場建設着手
千歳下水終末処理場第1系列拡張完了運転開始
　処理能力　22,200㎥／日
第６次認可（泉沢地区の区域拡大）
　処理面積　1,519ha
下水道使用料改定
支笏湖畔特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例制定
支笏湖畔下水終末処理場（支笏浄湖苑）運転開始
　処理能力　1,080㎥／日
千歳川横断下水道工事完成
　口径　3,000㎜
豊里汚水中継ポンプ場運転開始（暫定）
第１・２・３工業団地汚水受入開始
千歳下水終末処理場第２系列運転開始
　処理能力　29,600㎥／日

第７次認可（泉沢地区の区域拡大）
　処理面積　1,970ha
豊里汚水中継ポンプ場運転開始
千歳下水終末処理場第２系列拡張完了運転開始
　処理能力　44,400㎥／日
第８次認可（旭ヶ丘、上長都地区の区域拡大）
　処理面積　2,054ha
デザイン公共桝蓋設置（仲の橋通）
千歳下水終末処理場第３系列運転開始
　処理能力　56,000㎥／日
第９次認可（美々汚泥処理センターを反映）
　処理面積　2,590ha
第10次認可（合流区域の分流化を反映）
　処理面積　2,730ha
第11次認可（支笏湖畔処理区拡張）
　処理面積（支笏湖畔特定環境保全公共下水道のみ） 40ha
第12次認可（美々、流通地区の区域拡大）
　処理面積　3,016ha
千歳下水終末処理場汚泥乾燥設備運転開始
千歳市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例制定
第13次認可（OA、根志越第3地区の区域拡大）
　処理面積　3,078ha
千歳下水終末処理場第３条系列拡張完了運転開始
　処理能力　67,600㎥／日　
美々汚泥処理センター建設工事着手
第14次認可（勇舞、根志越第4、蘭越地区の区域拡大）
　処理面積　3,197ha
第15次認可（蘭越地区の区域拡大）
　処理面積　3,216ha
地方公営企業法適用
第16次認可（みどり台、北信濃第3地区の区域拡大）
　処理面積　3,309ha

昭和62（1987）年 ３月

４月

63（1988）年 ７月

12月
平成４（1992）年 ２月

３月

５（1993）年 ４月

６（1994）年 ２月

６月

７（1995）年 ３月
７月

８（1996）年 １月

３月

９（1997）年 ３月
10（1998）年 ８月

11（1999）年 ６月

12（2000）年 ４月
６月
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平成13（2001）年 ４月
８月

15（2003）年 ４月
16（2004）年 ３月

10月

18（2006）年 ３月
19（2007）年 ３月

４月
20（2008）年 ４月

21（2009）年 １月

23（2011）年 ２月
24（2012）年 ２月

26（2014）年 ３月

28（2016）年 ６月
29（2017）年 ４月

９月
30（2018）年 ４月
31（2019）年 ２月

水道局新庁舎に移転
第17次認可（勇舞第二地区を区域拡大）
　処理面積　3,319ha
　千歳下水終末処理場を千歳市浄化センターへ、美々汚泥処理
　センターを千歳市スラッジセンターへ名称変更
千歳市スラッジセンター第１系列供用開始
第18次認可（支笏湖畔特定環境保全公共下水道事業の期間延伸）
千歳市浄化センター第４系列運転開始
　処理能力　79,200㎥／日
第19次認可（事業期間延伸）
第20次認可（合流式下水道緊急改善事業を反映）
千歳市スラッジセンター第２系列供用開始
第21次認可（北陽高校前地区の区域拡大）
　処理面積　3,350ha
第22次認可（あずさ地区の区域拡大）
　処理面積　3,357ha
第23次認可（支笏湖畔特定環境保全公共下水道事業の期間延伸）
第24次認可（千歳処理区と支笏湖畔処理区の統合を反映）
　処理面積　3,402ha　　　
　千歳市浄化センターの処理能力　74,200㎥／日
　千歳市浄化センター場内ポンプ場雨水滞水池供用開始
第25次認可（平和地区の区域拡大）
　処理面積　3,452ha　　　
　浄化センターの処理能力　64,200㎥／日
　水処理系列を4.0系列から3.5系列に変更
第26次認可
支笏湖畔汚水中継ポンプ場共用開始
第27次認可（千歳川第15排水区と第16排水区の区域変更）
下水道使用料改定　15.0％値下げ
第28次認可（千歳市スラッジセンターの汚泥処理方法変更）
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●水　道　料　金
上水道
用途区分 口径区分 基本料金 従量水量と料金

一般用

25mm
以下

830 円

【１～８m³】
10 円

【９m³ ～】
159 円

40mm 1,140 円
50mm 3,240 円
75mm 5,710 円

100mm 10,030 円
150mm 29,060 円
200mm 48,550 円

浴場用 — 6,430 円
【１～ 100m³】

５円
【101m³ ～】

90 円

（税抜） 簡易水道（支笏湖温泉地区）
用途区分 基本水量 基本料金 従量水量 従量料金

一般用 ８m³ 1,110 円
９m³ ～ 50m³ 161 円
51m³ ～ 1,000m³ 163 円
1,001m³ ～ 165 円

臨時用 ８m³ 1,900 円 ９m³ ～ 165 円

（税抜）

●下水道使用料
区域 汚水種類 終末処理場

への接続
基　本
使用料 従量水量 従量使用料

処
理
区
域
内

一般汚水
接続あり 550 円

１m³ ～ ８m³ ９円
９m³ ～ 50m³ 95 円
51m³ ～ 1,000m³ 99 円

1,001m³　　～ 103 円

接続なし 100 円
１m³ ～ ８m³ １円
９m³ ～ 14 円

公衆浴場
接続あり

5,100 円
１m³ ～ 300m³ １円

301m³ ～ 25 円

温泉水
の汚水 13,000 円

１m³ ～ ８m³ ３円
９m³ ～ 11 円

処
理
区
域
外

一般汚水
接続あり 860 円

１m³ ～ ８m³ 10 円
９m³ ～ 50m³ 101 円
51m³ ～ 1,000m³ 105 円

1,001m³ ～ 109 円

接続なし 170 円
１m³ ～ ８m³ １円
９m³ ～ 22 円

（税抜）

お問い合わせ項目 連絡先 電話番号
水道・下水道の使用開始、使用中止 お引越し受付専用フリーダイヤル 0120−910−203

水道料金・下水道使用料やメーターの
検針について 水道局料金センター 0123−24−3253

給水装置の修理や水道の凍結、排水管
の詰まり 水道修理センター 0123−23−5590

人槽区分 月額使用料

５人槽 2,125 円
６人槽 2,295 円
７人槽 2,550 円
８人槽 2,720 円
10 人槽 3,315 円

●個別排水
　処理施設使用料

（税抜）

水道料金・下水道使用料

お問い合わせ先
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