




はじめに

平成29年3月　川崎市上下水道事業管理者

　本市では、大正13年に市制を施行し、その後、市域の拡大、商工業の発展、住環境の
整備などにより人口が増加し、現在では約149万人もの人口を有する大都市となっ
ております。
　本市の水道事業は市制施行に先立ち、大正10年に給水を開始し、工業用水道事業
は昭和12年に全国初の公営工業用水道事業として給水を開始し、その後の人口増加
や工業発展に伴い数次にわたる拡張事業を行ってきました。
　近年では将来の水需要を踏まえ、給水能力の見直しを主軸とする再構築事業を実
施し、施設規模の適正化を図るとともに耐震化を進めながら、絶えず安定的に良質
な水道水及び工業用水をお客さまに供給しています。
　また、下水道事業は昭和６年に浸水対策として工事に着手し、その後生活環境改
善のための汚水処理や公共用水域の水質保全のための高度処理の導入、合流式下水
道の改善などを着実に進めるとともに、地球温暖化対策への貢献や地震対策など時
代に応じて下水道に求められる様々な機能が適切に発揮できるよう、多様な取組を
行っています。
　このように、上下水道はこれまでも本市の発展と歩調を合わせ、事業を推進して
まいりましたが、基本的な機能である「水道及び工業用水の安定供給」と「汚水処理・
雨水排除」の重要性は、将来にわたっても不変であることから、これからも市民や事
業者の皆さまの生活や経済活動を支える重要なインフラシステムであり続けるため
に、その指針として、将来を見据えた「川崎市上下水道ビジョン」とその実施計画で
ある「川崎市上下水道事業中期計画」を策定しました。
　今後は、このビジョンに掲げる基本理念「健全な水循環により市民の生活を守る
川崎の上下水道」の下、理想とする事業の将来像に向けて、職員一同全力で取り組ん
でまいりますので、皆さまの御理解と御協力をよろしくお願いいたします。
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