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１ はじめに 

 
鳥取市の上水道は、大正４年１０月１日給水開始以来、市勢の発展とともに歩み続け、「市

民の水道」として、市民生活の向上と産業文化の振興に多大なる役割を果たしてきました。 
平成２９年度からは鳥取市簡易水道事業等（６０簡易水道事業、１専用水道及び９飲料水
供給施設）を上水道に統合し、給水範囲は鳥取市のほぼ全域に拡大しました。 
水質検査は、安全かつ清浄な水の供給を確保できているか判断するために、水道法第２０
条「水質検査」で水道事業体の義務として定められてます。鳥取市では、江山浄水場の原水
及び浄水の他に、統合前の簡易水道区域を含めた全地域の水源及び末端給水栓で検査を実施
しています。 
令和 2年 9月には江山浄水場内に水質検査棟を新築し、検査体制を強化しました。今後も

市民のみなさまに安心して水道水を使用していただけるよう、常にきめ細かな水質検査を行
い、安全安心な水の安定供給に尽力していきます。 
  

２ 水質検査の概要 

 
この水質試験年報は、令和 3年４月１日から令和 4年３月３１日までの水質試験結果を収

録したものです。 
 

（１）水質基準項目等 
各配水系統の配水管の末端になる地点を選び、水道法に定められている検査を実施し
ました。各検査項目の概要は以下のとおりです。 
ア 毎日検査項目（３項目） 

給水栓において 1日 1回以上検査することがすることが義務づけられてい
る項目です。色、濁り、消毒の残留効果の３項目があります。 

イ 水質基準項目（５１項目） 
「水質基準に関する省令」で規定された水道水質の基準となる項目です。水
道水は全５１項目において、この基準に適合していなければなりません。 

ウ 水質管理目標設定項目検査（２７項目） 
水質基準項目の他に、水道水質管理上留意すべきとして設定されている項

目です。鳥取市水道局では消毒剤として二酸化塩素を使用していないため、
二酸化塩素とその分解物である亜塩素酸を除いた２５項目の検査を行いまし
た。 

 

 

（２）指標菌及びクリプトスポリジウム等 
「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に基づき、検査を実施しました。 
指標菌及びクリプトスポリジウム等の概要は次のとおりです。 
ア 指標菌（大腸菌、嫌気性芽胞菌） 

水道原水の糞便による汚染の指標となる菌のこと。 
イ クリプトスポリジウム及びジアルジア 

  塩素による殺菌が困難な耐塩素性病原生物のこと。 
 
 地域ごとに各検査を行っている地点数を以下の表に示しました。 
 

毎日検査 指標菌
クリプトスポ
リジウム等

給水栓 原水 給水栓 原水 給水栓 原水 原水
江山浄水場
配水区域

14 7 16 4 3 4 4

鳥取地域
(統合前簡水)

13 13 13 0 0 13 7

国府地域 10 11 10 1 1 11 6

福部地域 3 3 3 1 1 3 0

河原地域 10 8 10 1 1 8 1

用瀬地域 7 7 7 1 1 7 3

佐治地域 12 13 12 1 1 13 9

気高地域 6 11 11 1 1 11 3

鹿野地域 6 8 6 1 1 8 6

青谷地域
(統合前上水)

6 4 6 1 1 4 3

青谷地域
(統合前簡水)

6 6 6 1 1 6 5

計 93 91 100 13 12 88 47

：公益財団法人　鳥取県保健事業団に委託

水質基準項目 水質管理目標
設定項目

　このほかに、江山浄水場の浄水出口及び千代川をはじめとする一部の河川表流水についても検査を実施しています。

　国府地域の栃本浄水場は、令和３年10月に大石系へハード統合したことで使用中止となりました。原水の検査は年度途
中までとなりましたが、検査地点数として数えています。
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　３　　水質基準及び試験方法
  （１） 水質基準項目

1 一般細菌
1 mLの検水で形成される集
落数が100以下であること

標準寒天培地法

2 大腸菌 検出されないこと 特定酵素基質培地法
3 カドミウム及びその化合物 0.003 mg/L以下 ICP‐MS法
4 水銀及びその化合 0.0005 mg/L以下 還元気化‐原子吸光光度法
5 セレン及びその化合物 0.01 mg/L以下 ICP‐MS法
6 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下 ICP‐MS法
7 ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 ICP‐MS法
8 六価クロム化合物 0.02 mg/L以下 ICP‐MS法
9 亜硝酸態窒素 0.04 mg/L以下 イオンクロマトグラフ法
10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/L以下 イオンクロマトグラフ‐ポストカラム法
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/L以下 イオンクロマトグラフ法
12 フッ素及びその化合物 0.8 mg/L以下 イオンクロマトグラフ法
13 ホウ素及びその化合物 1.0 mg/L以下 ICP‐MS法
14 四塩化炭素 0.002 mg/L以下 HS‐GC‐MS法
15 1,4‐ジオキサン 0.05 mg/L以下 固相抽出‐GC‐MS法

16
シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び
トランス‐1,2‐ジクロロエチレン

0.04 mg/L以下 HS‐GC‐MS法

17 ジクロロメタン 0.02 mg/L以下 HS‐GC‐MS法
18 テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 HS‐GC‐MS法
19 トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下 HS‐GC‐MS法
20 ベンゼン 0.01 mg/L以下 HS‐GC‐MS法
21 塩素酸 0.6 mg/L以下 イオンクロマトグラフ法
22 クロロ酢酸 0.02 mg/L以下 LC-MS法
23 クロロホルム 0.06 mg/L以下 HS‐GC‐MS法
24 ジクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 LC-MS法
25 ジブロモクロロメタン 0.1 mg/L以下 HS‐GC‐MS法
26 臭素酸 0.01 mg/L以下 LC-MS法
27 総トリハロメタン 0.1 mg/L以下 *１
28 トリクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 LC-MS法
29 ブロモジクロロメタン 0.03 mg/L以下 HS‐GC‐MS法
30 ブロモホルム 0.09 mg/L以下 HS‐GC‐MS法
31 ホルムアルデヒド 0.08 mg/L以下 溶媒抽出‐誘導体化‐GC‐MS法
32 亜鉛及びその化合物 1.0 mg/L以下 ICP‐MS法
33 アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L以下 ICP‐MS法
34 鉄及びその化合物 0.3 mg/L以下 ICP‐MS法
35 銅及びその化合物 1.0 mg/L以下 ICP‐MS法
36 ナトリウム及びその化合物 200 mg/L以下 ICP‐MS法
37 マンガン及びその化合物 0.05 mg/L以下 ICP‐MS法
38 塩化物イオン 200 mg/L以下 イオンクロマトグラフ法
39 硬度（カルシウム・マグネシウム等）300 mg/L以下 ICP‐MS法
40 蒸発残留物 500 mg/L以下 重量法
41 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L以下 固相抽出‐高速液体クロマトグラフ法
42 ジェオスミン 0.00001 mg/L以下 HS‐GC-MS法
43 ２‐メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L以下 HS‐GC-MS法
44 非イオン界面活性剤 0.02 mg/L以下 固相抽出‐高速液体クロマトグラフ法
45 フェノール類 0.005 mg/L以下 LC-MS法
46 有機物（TOC） 3 mg/L以下 全有機炭素計測定法
47 ｐH値 5.8以上8.6以下 ガラス電極法
48 味 異常でないこと 官能法
49 臭気 異常でないこと 官能法
50 色度 5度以下 透過光測定法
51 濁度 2度以下 透過光測定法

*１　クロロホルム・ジブロモクロロメタン・ブロモジクロロメタン・ブロモホルムのそれぞれの濃度の総和

基準値 検査方法項目

　（２） 水質管理目標設定項目

1 アンチモン及びその化合物 0.02 mg/L以下 ICP-MS法
2 ウラン及びその化合物 0.002 mg/L以下 ICP-MS法
3 ニッケル及びその化合物 0.02 mg/L以下 ICP-MS法
5 1,2‐ジクロロエタン 0.004 mg/L以下 HS‐GC‐MS法
8 トルエン 0.4 mg/L以下 HS‐GC‐MS法
9 フタル酸ジ（2‐エチルヘキシル） 0.08 mg/L以下 溶媒抽出-GC-MS法
10 亜塩素酸　       *1 0.6 mg/L以下 *1
12 二酸化塩素      *1 0.6 mg/L以下 *1
13 ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L以下 溶媒抽出-GC-MS法
14 抱水クロラール 0.02 mg/L以下 溶媒抽出-GC-MS法

15 農薬類　　　　　*2
検出値と目標値の比の
和として、1以下

農薬ごとに定められた方法による

16 残留塩素 1 mg/L以下 DPD法
17 カルシウム・マグネシウム等（硬度） 10～100 mg/L ICP-MS法
18 マンガン及びその化合物 0.01 mg/L以下 ICP-MS法
19 遊離炭酸 20 mg/L以下 滴定法
20 1,1,1‐トリクロロエタン 0.3 mg/L以下 HS‐GC‐MS法
21 メチル‐ｔ‐ブチルエーテル 0.02 mg/L以下 HS‐GC‐MS法

有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） 3 mg/L以下 滴定法
有機物（TOC）　　*3 3 mg/L以下 全有機炭素計測定法

23 臭気強度（TON) 3以下 官能法
24 蒸発残留物 30～200 mg/L以下 重量法
25 濁度 1度以下 透過光測定法
26 ｐH値 7.5程度 ガラス電極法
27 腐食性（ランゲリア指数） -1程度以上 計算法
28 従属栄養細菌 2,000 個/mL以下 R2A寒天培地法
29 1,1‐ジクロロエチレン 0.1 mg/L以下 HS‐GC‐MS法
30 アルミニウム及びその化合物 0.1 mg/L以下 ICP-MS法

31
ペルフルオロオクタンスルホン酸
（PFOS）
及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）

0.00005 mg/L以下
固相抽出－液体クロマトグラフ－質
量分析法

*1　殺菌剤として次亜塩素酸ナトリウムを使用しているため実施していません。
*2　項目の内訳については次ページを参照のこと。

項目 目標値 検査方法
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*3　TOCは有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）との相関関係がとれているため、自己検査で行う地点
ではTOCの値を採用します。なお、過マンガン酸カリウム消費量10 mg/Lに対してTOCを5 mg/Lとすること
が妥当であると考えられています。
 （平成１４年度厚生科学研究・分担研究報告書「WHO飲料水水質ガイドライン改訂等に対応する水道における化学物質等に関する研究」より）
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　３　　水質基準及び試験方法
  （１） 水質基準項目

1 一般細菌
1 mLの検水で形成される集
落数が100以下であること

標準寒天培地法

2 大腸菌 検出されないこと 特定酵素基質培地法
3 カドミウム及びその化合物 0.003 mg/L以下 ICP‐MS法
4 水銀及びその化合 0.0005 mg/L以下 還元気化‐原子吸光光度法
5 セレン及びその化合物 0.01 mg/L以下 ICP‐MS法
6 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下 ICP‐MS法
7 ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 ICP‐MS法
8 六価クロム化合物 0.02 mg/L以下 ICP‐MS法
9 亜硝酸態窒素 0.04 mg/L以下 イオンクロマトグラフ法
10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/L以下 イオンクロマトグラフ‐ポストカラム法
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/L以下 イオンクロマトグラフ法
12 フッ素及びその化合物 0.8 mg/L以下 イオンクロマトグラフ法
13 ホウ素及びその化合物 1.0 mg/L以下 ICP‐MS法
14 四塩化炭素 0.002 mg/L以下 HS‐GC‐MS法
15 1,4‐ジオキサン 0.05 mg/L以下 固相抽出‐GC‐MS法

16
シス‐1,2‐ジクロロエチレン及び
トランス‐1,2‐ジクロロエチレン

0.04 mg/L以下 HS‐GC‐MS法

17 ジクロロメタン 0.02 mg/L以下 HS‐GC‐MS法
18 テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 HS‐GC‐MS法
19 トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下 HS‐GC‐MS法
20 ベンゼン 0.01 mg/L以下 HS‐GC‐MS法
21 塩素酸 0.6 mg/L以下 イオンクロマトグラフ法
22 クロロ酢酸 0.02 mg/L以下 LC-MS法
23 クロロホルム 0.06 mg/L以下 HS‐GC‐MS法
24 ジクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 LC-MS法
25 ジブロモクロロメタン 0.1 mg/L以下 HS‐GC‐MS法
26 臭素酸 0.01 mg/L以下 LC-MS法
27 総トリハロメタン 0.1 mg/L以下 *１
28 トリクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 LC-MS法
29 ブロモジクロロメタン 0.03 mg/L以下 HS‐GC‐MS法
30 ブロモホルム 0.09 mg/L以下 HS‐GC‐MS法
31 ホルムアルデヒド 0.08 mg/L以下 溶媒抽出‐誘導体化‐GC‐MS法
32 亜鉛及びその化合物 1.0 mg/L以下 ICP‐MS法
33 アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L以下 ICP‐MS法
34 鉄及びその化合物 0.3 mg/L以下 ICP‐MS法
35 銅及びその化合物 1.0 mg/L以下 ICP‐MS法
36 ナトリウム及びその化合物 200 mg/L以下 ICP‐MS法
37 マンガン及びその化合物 0.05 mg/L以下 ICP‐MS法
38 塩化物イオン 200 mg/L以下 イオンクロマトグラフ法
39 硬度（カルシウム・マグネシウム等）300 mg/L以下 ICP‐MS法
40 蒸発残留物 500 mg/L以下 重量法
41 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L以下 固相抽出‐高速液体クロマトグラフ法
42 ジェオスミン 0.00001 mg/L以下 HS‐GC-MS法
43 ２‐メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L以下 HS‐GC-MS法
44 非イオン界面活性剤 0.02 mg/L以下 固相抽出‐高速液体クロマトグラフ法
45 フェノール類 0.005 mg/L以下 LC-MS法
46 有機物（TOC） 3 mg/L以下 全有機炭素計測定法
47 ｐH値 5.8以上8.6以下 ガラス電極法
48 味 異常でないこと 官能法
49 臭気 異常でないこと 官能法
50 色度 5度以下 透過光測定法
51 濁度 2度以下 透過光測定法

*１　クロロホルム・ジブロモクロロメタン・ブロモジクロロメタン・ブロモホルムのそれぞれの濃度の総和

基準値 検査方法項目

　（２） 水質管理目標設定項目

1 アンチモン及びその化合物 0.02 mg/L以下 ICP-MS法
2 ウラン及びその化合物 0.002 mg/L以下 ICP-MS法
3 ニッケル及びその化合物 0.02 mg/L以下 ICP-MS法
5 1,2‐ジクロロエタン 0.004 mg/L以下 HS‐GC‐MS法
8 トルエン 0.4 mg/L以下 HS‐GC‐MS法
9 フタル酸ジ（2‐エチルヘキシル） 0.08 mg/L以下 溶媒抽出-GC-MS法
10 亜塩素酸　       *1 0.6 mg/L以下 *1
12 二酸化塩素      *1 0.6 mg/L以下 *1
13 ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L以下 溶媒抽出-GC-MS法
14 抱水クロラール 0.02 mg/L以下 溶媒抽出-GC-MS法

15 農薬類　　　　　*2
検出値と目標値の比の
和として、1以下

農薬ごとに定められた方法による

16 残留塩素 1 mg/L以下 DPD法
17 カルシウム・マグネシウム等（硬度） 10～100 mg/L ICP-MS法
18 マンガン及びその化合物 0.01 mg/L以下 ICP-MS法
19 遊離炭酸 20 mg/L以下 滴定法
20 1,1,1‐トリクロロエタン 0.3 mg/L以下 HS‐GC‐MS法
21 メチル‐ｔ‐ブチルエーテル 0.02 mg/L以下 HS‐GC‐MS法

有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） 3 mg/L以下 滴定法
有機物（TOC）　　*3 3 mg/L以下 全有機炭素計測定法

23 臭気強度（TON) 3以下 官能法
24 蒸発残留物 30～200 mg/L以下 重量法
25 濁度 1度以下 透過光測定法
26 ｐH値 7.5程度 ガラス電極法
27 腐食性（ランゲリア指数） -1程度以上 計算法
28 従属栄養細菌 2,000 個/mL以下 R2A寒天培地法
29 1,1‐ジクロロエチレン 0.1 mg/L以下 HS‐GC‐MS法
30 アルミニウム及びその化合物 0.1 mg/L以下 ICP-MS法

31
ペルフルオロオクタンスルホン酸
（PFOS）
及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）

0.00005 mg/L以下
固相抽出－液体クロマトグラフ－質
量分析法

*1　殺菌剤として次亜塩素酸ナトリウムを使用しているため実施していません。
*2　項目の内訳については次ページを参照のこと。

項目 目標値 検査方法
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*3　TOCは有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）との相関関係がとれているため、自己検査で行う地点
ではTOCの値を採用します。なお、過マンガン酸カリウム消費量10 mg/Lに対してTOCを5 mg/Lとすること
が妥当であると考えられています。
 （平成１４年度厚生科学研究・分担研究報告書「WHO飲料水水質ガイドライン改訂等に対応する水道における化学物質等に関する研究」より）
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　（３） 農薬類　（水質管理目標設定項目）

目標値 検査方法
1 1,3-ジクロロプロペン（D-D） 0.05 mg/L HS-GC-MS法
2 2,2-DPA（ダラポン） 0.08 mg/L LC-MS法
3 2,4-D（2,4-PA） 0.02 mg/L 固相抽出-誘導体化-GC-MS法
4 EPN 0.004 mg/L 固相抽出-GC-MS法
5 MCPA 0.005 mg/L LC-MS法
6 アシュラム 0.9 mg/L LC-MS法
7 アセフェート 0.006 mg/L LC-MS法
8 アトラジン 0.01 mg/L 固相抽出-GC-MS法
9 アニロホス 0.003 mg/L 固相抽出-GC-MS法
10 アミトラズ 0.006 mg/L LC-MS法
11 アラクロール 0.03 mg/L 固相抽出-GC-MS法
12 イソキサチオン 0.005 mg/L 固相抽出-GC-MS法
13 イソフェンホス 0.001 mg/L 固相抽出-GC-MS法
14 イソプロカルブ（MIPC） 0.01 mg/L 固相抽出-GC-MS法
15 イソプロチオラン（IPT） 0.3 mg/L 固相抽出-GC-MS法
16 イプロベンホス（IBP） 0.09 mg/L 固相抽出-GC-MS法
17 イミノクタジン 0.006 mg/L 固相抽出-LC-MS法
18 インダノファン 0.009 mg/L 固相抽出-GC-MS法
19 エスプロカルブ 0.03 mg/L 固相抽出-GC-MS法
20 エトフェンプロックス 0.08 mg/L 固相抽出-GC-MS法
21 エンドスルファン（ベンゾエピン） 0.01 mg/L 固相抽出-GC-MS法
22 オキサジクロメホン 0.02 mg/L LC-MS法
23 オキシン銅（有機銅） 0.03 mg/L LC-MS法
24 オリサストロビン 0.1 mg/L 固相抽出-GC-MS法
25 カズサホス 0.0006 mg/L 固相抽出-GC-MS法
26 カフェンストロール 0.008 mg/L 固相抽出-GC-MS法
27 カルタップ 0.08 mg/L LC-MS法
28 カルバリル（NAC） 0.02 mg/L 固相抽出-LC-MS法
29 カルボフラン 0.0003 mg/L 固相抽出-LC-MS法
30 キノクラミン（ACN） 0.005 mg/L 固相抽出-GC-MS法
31 キャプタン 0.3 mg/L 固相抽出-GC-MS法
32 クミルロン 0.03 mg/L 固相抽出-GC-MS法
33 グリホサート 2 mg/L 誘導体化-固相抽出-LC-MS法
34 グルホシネート 0.02 mg/L 誘導体化-固相抽出-LC-MS法
35 クロメプロップ 0.02 mg/L LC-MS法
36 クロルニトロフェン（CNP） 0.0001 mg/L 固相抽出-GC-MS法
37 クロルピリホス 0.003 mg/L 固相抽出-GC-MS法
38 クロロタロニル（TPN） 0.05 mg/L 固相抽出-GC-MS法
39 シアナジン 0.001 mg/L 固相抽出-GC-MS法
40 シアノホス（CYAP） 0.003 mg/L 固相抽出-GC-MS法
41 ジウロン（DCMU） 0.02 mg/L 固相抽出-LC-MS法
42 ジクロベニル（DBN） 0.03 mg/L 固相抽出-GC-MS法
43 ジクロルボス（DDVP） 0.008 mg/L 固相抽出-GC-MS法
44 ジクワット 0.01 mg/L 固相抽出-HPLC法
45 ジスルホトン（エチルチオメン） 0.004 mg/L 固相抽出-GC-MS法
46 ジチオカルバメート系農薬 0.005 mg/L HS-GC-MS法
47 ジチオピル 0.009 mg/L 固相抽出-GC-MS法
48 シハロホップブチル 0.006 mg/L 固相抽出-GC-MS法
49 シマジン（CAT） 0.003 mg/L 固相抽出-GC-MS法
50 ジメタメトリン 0.02 mg/L 固相抽出-GC-MS法
51 ジメトエート 0.05 mg/L 固相抽出-GC-MS法
52 シメトリン 0.03 mg/L 固相抽出-GC-MS法
53 ダイアジノン 0.003 mg/L 固相抽出-GC-MS法
54 ダイムロン 0.8 mg/L 固相抽出-LC-MS法
55 0.01 mg/L HS-GC-MS法

項目

ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート

目標値 検査方法
56 チアジニル 0.1 mg/L LC-MS法
57 チウラム 0.02 mg/L 固相抽出-LC-MS法
58 チオジカルブ 0.08 mg/L 固相抽出-LC-MS法
59 チオファネートメチル 0.3 mg/L LC-MS法
60 チオベンカルブ 0.02 mg/L 固相抽出-GC-MS法
61 テフリルトリオン 0.002 mg/L LC-MS法
62 テルブカルブ（MBPMC） 0.02 mg/L 固相抽出-GC-MS法
63 トリクロピル 0.006 mg/L 固相抽出-誘導体化-GC-MS法
64 トリクロルホン（DEP） 0.005 mg/L 固相抽出-GC-MS法
65 トリシクラゾール 0.1 mg/L 固相抽出-LC-MS法
66 トリフルラリン 0.06 mg/L 固相抽出-GC-MS法
67 ナプロパミド 0.03 mg/L 固相抽出-GC-MS法
68 パラコート 0.005 mg/L 固相抽出-LC-MS法
69 ピペロホス 0.0009 mg/L 固相抽出-GC-MS法
70 ピラクロニル 0.01 mg/L LC-MS法
71 ピラゾキシフェン 0.004 mg/L 固相抽出-GC-MS法
72 ピラゾリネート（ピラゾレート） 0.02 mg/L LC-MS法
73 ピリダフェンチオン 0.002 mg/L 固相抽出-GC-MS法
74 ピリブチカルブ 0.02 mg/L 固相抽出-GC-MS法
75 ピロキロン 0.05 mg/L 固相抽出-GC-MS法
76 フィプロニル 0.0005 mg/L 固相抽出-LC-MS法
77 フェニトロチオン（MEP） 0.01 mg/L 固相抽出-GC-MS法
78 フェノブカルブ（BPMC） 0.03 mg/L 固相抽出-GC-MS法
79 フェリムゾン 0.05 mg/L LC-MS法
80 フェンチオン（MPP） 0.006 mg/L 固相抽出-GC-MS法
81 フェントエート（PAP） 0.007 mg/L 固相抽出-GC-MS法
82 フェントラザミド 0.01 mg/L LC-MS法
83 フサライド 0.1 mg/L 固相抽出-GC-MS法
84 ブタクロール 0.03 mg/L 固相抽出-GC-MS法
85 ブタミホス 0.02 mg/L 固相抽出-GC-MS法
86 ブプロフェジン 0.02 mg/L 固相抽出-GC-MS法
87 フルアジナム 0.03 mg/L LC-MS法
88 プレチラクロール 0.05 mg/L 固相抽出-GC-MS法
89 プロシミドン 0.09 mg/L 固相抽出-GC-MS法
90 プロチオホス 0.007 mg/L 固相抽出-GC-MS法
91 プロピコナゾール 0.05 mg/L 固相抽出-GC-MS法
92 プロピザミド 0.05 mg/L 固相抽出-GC-MS法
93 プロベナゾール 0.03 mg/L 固相抽出-LC-MS法
94 ブロモブチド 0.1 mg/L 固相抽出-GC-MS法
95 ベノミル 0.02 mg/L LC-MS法
96 ペンシクロン 0.1 mg/L 固相抽出-GC-MS法
97 ベンゾビシクロン 0.09 mg/L LC-MS法
98 ベンゾフェナップ 0.005 mg/L LC-MS法
99 ベンタゾン 0.2 mg/L 固相抽出-誘導体化-GC-MS法
100 ペンディメタリン 0.3 mg/L 固相抽出-GC-MS法
101 ベンフラカルブ 0.02 mg/L LC-MS法
102 ベンフルラリン（ベスロジン） 0.01 mg/L 固相抽出-GC-MS法
103 ベンフレセート 0.07 mg/L 固相抽出-GC-MS法
104 ホスチアゼート 0.003 mg/L 固相抽出-GC-MS法
105 マラチオン（マラソン） 0.7 mg/L 固相抽出-GC-MS法
106 メコプロップ（MCPP） 0.05 mg/L 固相抽出-誘導体化-GC-MS法
107 メソミル 0.03 mg/L 固相抽出-LC-MS法
108 メタラキシル 0.2 mg/L 固相抽出-GC-MS法
109 メチダジオン（DMTP） 0.004 mg/L 固相抽出-GC-MS法
110 メトミノストロビン 0.04 mg/L 固相抽出-GC-MS法
111 メトリブジン 0.03 mg/L 固相抽出-GC-MS法
112 メフェナセット 0.02 mg/L 固相抽出-GC-MS法
113 メプロニル 0.1 mg/L 固相抽出-GC-MS法
114 モリネート 0.005 mg/L 固相抽出-GC-MS法

項目
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　（３） 農薬類　（水質管理目標設定項目）

目標値 検査方法
1 1,3-ジクロロプロペン（D-D） 0.05 mg/L HS-GC-MS法
2 2,2-DPA（ダラポン） 0.08 mg/L LC-MS法
3 2,4-D（2,4-PA） 0.02 mg/L 固相抽出-誘導体化-GC-MS法
4 EPN 0.004 mg/L 固相抽出-GC-MS法
5 MCPA 0.005 mg/L LC-MS法
6 アシュラム 0.9 mg/L LC-MS法
7 アセフェート 0.006 mg/L LC-MS法
8 アトラジン 0.01 mg/L 固相抽出-GC-MS法
9 アニロホス 0.003 mg/L 固相抽出-GC-MS法
10 アミトラズ 0.006 mg/L LC-MS法
11 アラクロール 0.03 mg/L 固相抽出-GC-MS法
12 イソキサチオン 0.005 mg/L 固相抽出-GC-MS法
13 イソフェンホス 0.001 mg/L 固相抽出-GC-MS法
14 イソプロカルブ（MIPC） 0.01 mg/L 固相抽出-GC-MS法
15 イソプロチオラン（IPT） 0.3 mg/L 固相抽出-GC-MS法
16 イプロベンホス（IBP） 0.09 mg/L 固相抽出-GC-MS法
17 イミノクタジン 0.006 mg/L 固相抽出-LC-MS法
18 インダノファン 0.009 mg/L 固相抽出-GC-MS法
19 エスプロカルブ 0.03 mg/L 固相抽出-GC-MS法
20 エトフェンプロックス 0.08 mg/L 固相抽出-GC-MS法
21 エンドスルファン（ベンゾエピン） 0.01 mg/L 固相抽出-GC-MS法
22 オキサジクロメホン 0.02 mg/L LC-MS法
23 オキシン銅（有機銅） 0.03 mg/L LC-MS法
24 オリサストロビン 0.1 mg/L 固相抽出-GC-MS法
25 カズサホス 0.0006 mg/L 固相抽出-GC-MS法
26 カフェンストロール 0.008 mg/L 固相抽出-GC-MS法
27 カルタップ 0.08 mg/L LC-MS法
28 カルバリル（NAC） 0.02 mg/L 固相抽出-LC-MS法
29 カルボフラン 0.0003 mg/L 固相抽出-LC-MS法
30 キノクラミン（ACN） 0.005 mg/L 固相抽出-GC-MS法
31 キャプタン 0.3 mg/L 固相抽出-GC-MS法
32 クミルロン 0.03 mg/L 固相抽出-GC-MS法
33 グリホサート 2 mg/L 誘導体化-固相抽出-LC-MS法
34 グルホシネート 0.02 mg/L 誘導体化-固相抽出-LC-MS法
35 クロメプロップ 0.02 mg/L LC-MS法
36 クロルニトロフェン（CNP） 0.0001 mg/L 固相抽出-GC-MS法
37 クロルピリホス 0.003 mg/L 固相抽出-GC-MS法
38 クロロタロニル（TPN） 0.05 mg/L 固相抽出-GC-MS法
39 シアナジン 0.001 mg/L 固相抽出-GC-MS法
40 シアノホス（CYAP） 0.003 mg/L 固相抽出-GC-MS法
41 ジウロン（DCMU） 0.02 mg/L 固相抽出-LC-MS法
42 ジクロベニル（DBN） 0.03 mg/L 固相抽出-GC-MS法
43 ジクロルボス（DDVP） 0.008 mg/L 固相抽出-GC-MS法
44 ジクワット 0.01 mg/L 固相抽出-HPLC法
45 ジスルホトン（エチルチオメン） 0.004 mg/L 固相抽出-GC-MS法
46 ジチオカルバメート系農薬 0.005 mg/L HS-GC-MS法
47 ジチオピル 0.009 mg/L 固相抽出-GC-MS法
48 シハロホップブチル 0.006 mg/L 固相抽出-GC-MS法
49 シマジン（CAT） 0.003 mg/L 固相抽出-GC-MS法
50 ジメタメトリン 0.02 mg/L 固相抽出-GC-MS法
51 ジメトエート 0.05 mg/L 固相抽出-GC-MS法
52 シメトリン 0.03 mg/L 固相抽出-GC-MS法
53 ダイアジノン 0.003 mg/L 固相抽出-GC-MS法
54 ダイムロン 0.8 mg/L 固相抽出-LC-MS法
55 0.01 mg/L HS-GC-MS法

項目

ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート

目標値 検査方法
56 チアジニル 0.1 mg/L LC-MS法
57 チウラム 0.02 mg/L 固相抽出-LC-MS法
58 チオジカルブ 0.08 mg/L 固相抽出-LC-MS法
59 チオファネートメチル 0.3 mg/L LC-MS法
60 チオベンカルブ 0.02 mg/L 固相抽出-GC-MS法
61 テフリルトリオン 0.002 mg/L LC-MS法
62 テルブカルブ（MBPMC） 0.02 mg/L 固相抽出-GC-MS法
63 トリクロピル 0.006 mg/L 固相抽出-誘導体化-GC-MS法
64 トリクロルホン（DEP） 0.005 mg/L 固相抽出-GC-MS法
65 トリシクラゾール 0.1 mg/L 固相抽出-LC-MS法
66 トリフルラリン 0.06 mg/L 固相抽出-GC-MS法
67 ナプロパミド 0.03 mg/L 固相抽出-GC-MS法
68 パラコート 0.005 mg/L 固相抽出-LC-MS法
69 ピペロホス 0.0009 mg/L 固相抽出-GC-MS法
70 ピラクロニル 0.01 mg/L LC-MS法
71 ピラゾキシフェン 0.004 mg/L 固相抽出-GC-MS法
72 ピラゾリネート（ピラゾレート） 0.02 mg/L LC-MS法
73 ピリダフェンチオン 0.002 mg/L 固相抽出-GC-MS法
74 ピリブチカルブ 0.02 mg/L 固相抽出-GC-MS法
75 ピロキロン 0.05 mg/L 固相抽出-GC-MS法
76 フィプロニル 0.0005 mg/L 固相抽出-LC-MS法
77 フェニトロチオン（MEP） 0.01 mg/L 固相抽出-GC-MS法
78 フェノブカルブ（BPMC） 0.03 mg/L 固相抽出-GC-MS法
79 フェリムゾン 0.05 mg/L LC-MS法
80 フェンチオン（MPP） 0.006 mg/L 固相抽出-GC-MS法
81 フェントエート（PAP） 0.007 mg/L 固相抽出-GC-MS法
82 フェントラザミド 0.01 mg/L LC-MS法
83 フサライド 0.1 mg/L 固相抽出-GC-MS法
84 ブタクロール 0.03 mg/L 固相抽出-GC-MS法
85 ブタミホス 0.02 mg/L 固相抽出-GC-MS法
86 ブプロフェジン 0.02 mg/L 固相抽出-GC-MS法
87 フルアジナム 0.03 mg/L LC-MS法
88 プレチラクロール 0.05 mg/L 固相抽出-GC-MS法
89 プロシミドン 0.09 mg/L 固相抽出-GC-MS法
90 プロチオホス 0.007 mg/L 固相抽出-GC-MS法
91 プロピコナゾール 0.05 mg/L 固相抽出-GC-MS法
92 プロピザミド 0.05 mg/L 固相抽出-GC-MS法
93 プロベナゾール 0.03 mg/L 固相抽出-LC-MS法
94 ブロモブチド 0.1 mg/L 固相抽出-GC-MS法
95 ベノミル 0.02 mg/L LC-MS法
96 ペンシクロン 0.1 mg/L 固相抽出-GC-MS法
97 ベンゾビシクロン 0.09 mg/L LC-MS法
98 ベンゾフェナップ 0.005 mg/L LC-MS法
99 ベンタゾン 0.2 mg/L 固相抽出-誘導体化-GC-MS法
100 ペンディメタリン 0.3 mg/L 固相抽出-GC-MS法
101 ベンフラカルブ 0.02 mg/L LC-MS法
102 ベンフルラリン（ベスロジン） 0.01 mg/L 固相抽出-GC-MS法
103 ベンフレセート 0.07 mg/L 固相抽出-GC-MS法
104 ホスチアゼート 0.003 mg/L 固相抽出-GC-MS法
105 マラチオン（マラソン） 0.7 mg/L 固相抽出-GC-MS法
106 メコプロップ（MCPP） 0.05 mg/L 固相抽出-誘導体化-GC-MS法
107 メソミル 0.03 mg/L 固相抽出-LC-MS法
108 メタラキシル 0.2 mg/L 固相抽出-GC-MS法
109 メチダジオン（DMTP） 0.004 mg/L 固相抽出-GC-MS法
110 メトミノストロビン 0.04 mg/L 固相抽出-GC-MS法
111 メトリブジン 0.03 mg/L 固相抽出-GC-MS法
112 メフェナセット 0.02 mg/L 固相抽出-GC-MS法
113 メプロニル 0.1 mg/L 固相抽出-GC-MS法
114 モリネート 0.005 mg/L 固相抽出-GC-MS法

項目
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 ４　浄水処理方法

鳥
　
取
　
地
　
域
 

(
統
 
合
 
前
 
簡
 
水

)

神戸
浄水場

深井戸 神戸配水池へ

御熊
浄水場

深井戸 御熊配水池へ

明治配水池へ

明治
浄水場

浅井戸
前処理
装置

ろ過
ポンプ槽

活性炭
ろ過装置

上町配水池
面影配水池
米里配水池
若葉台配水池
中ノ郷配水池
下味野配水池
徳尾配水池
山手配水池
丸山調整池へ

浄水池

浄水池

落河内配水池へ

妙徳寺配水池へ

百谷
浄水場

深井戸

高路
浄水場

深井戸
着水
酸化槽

急速
ろ過

酸化槽
急速
ろ過

細見
浄水場

(配水)接合井

浄水池 高路配水池へ

辛川配水池へ

岩坪配水池へ

上砂見配水池へ

着水
酸化槽

深井戸

除鉄除マン
ガン装置

細見配水池へ深井戸

急速
ろ過

浄水池

有富
浄水場

緩速
ろ過

有富
配水池

表流水
（予備水源）

浅井戸

原水槽 膜ろ過 浄水池 河内配水池へ

取水堰 矢矯
配水池

(配水)(湧水)

集水埋管
（伏流水）

ポンプ井

（伏流水）

浄水施設

浄水池

取水施設

原水槽

導水施設

矢矯
浄水場

岩坪
浄水場

深井戸
辛川
浄水場

上砂見
浄水場

送配水

着水井

水源名称

叶水源地
（１号系）

立形集水井

河内
浄水場

江
山
浄
水
場
 
配
水
区
域

浅井戸

膜ろ過

深井戸

叶水源地
（２号系）

深井戸

ポンプ井

塩素
混和池

膜ろ過

向国安
水源地

妙徳寺
浄水場

江山
浄水場

原水
調整池

集水埋管
（伏流水）

次亜

苛性

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

次亜

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ Ｐ

次亜

Ｐ Ｐ

次亜

次亜

次亜

次亜

次亜

次亜

Ｐ

次亜

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ Ｐ

次亜
次亜

次亜

Ｐ Ｐ

Ｐ
次亜

Ｐ

次亜

Ｐ

Ｐ

次亜

浅井戸 浄水池 曳田配水池へ

渡一木
浄水場

浅井戸
強制曝気装置

浄水池 渡一木配水池へ（脱炭酸）

水根
浄水場

深井戸 浄水池 水根配水池へ

（配水）

蔵見
浄水場

深井戸 中配水池へ

上地
浄水場

曳田
浄水場

楠城配水池へ
楠城
浄水場

深井戸

曝気装置

上野
浄水場

深井戸 上野(第1)配水池へ

着水井 酸化池

国
 
府
 
地
 
域

着水
酸化槽

除鉄除マン
ガン装置

浄水池

神護
浄水場

深井戸

深井戸

神垣
浄水場

深井戸
(第1取水井)

着水槽

福
　
部
　
地
　
域

雨滝配水池へ

大石
浄水場

深井戸 大石配水池へ

栃本
浄水場

深井戸 栃本配水池へ

雨滝
浄水場

神垣配水池へ

深井戸
(第2取水井)

稲常
浄水場

浅井戸 浄水池 稲常配水池へ

深井戸 箭渓八重原配水池へ

浄水地

河
　
原
　
地
　
域

深井戸
(2号取水井)

山崎
浄水場

着水井

除マンガ
ン装置

神護配水池へ

中河原配水池へ
深井戸

(1号取水井)

箭渓
浄水場

浄水施設 送配水水源名称 取水施設 導水施設

高岡
浄水場

高岡配水池へ深井戸

荒舟
浄水場

集水槽
(伏流水)

減圧
水槽

荒舟配水池へ

上地
配水池

取水桝
(伏流水)

Ｐ
次亜

ＰＰ

ＰＰ

Ｐ

次亜

Ｐ

Ｐ

次亜

次亜

ＰＰＰ

Ｐ

次亜

Ｐ
次亜

Ｐ

次亜

ＰＰ

Ｐ

次亜

Ｐ

次亜

Ｐ

次亜

次亜

次亜

Ｐ

送風
炭酸ガス 次亜

次亜

Ｐ

ＰＰ

次亜

次亜

Ｐ

ＰＰ

Ｐ Ｐ

次亜

次亜
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 ４　浄水処理方法

鳥
　
取
　
地
　
域
 

(

統
 
合
 
前
 
簡
 
水

)

神戸
浄水場

深井戸 神戸配水池へ

御熊
浄水場

深井戸 御熊配水池へ

明治配水池へ

明治
浄水場

浅井戸
前処理
装置

ろ過
ポンプ槽

活性炭
ろ過装置

上町配水池
面影配水池
米里配水池
若葉台配水池
中ノ郷配水池
下味野配水池
徳尾配水池
山手配水池
丸山調整池へ

浄水池

浄水池

落河内配水池へ

妙徳寺配水池へ

百谷
浄水場

深井戸

高路
浄水場

深井戸
着水
酸化槽

急速
ろ過

酸化槽
急速
ろ過

細見
浄水場

(配水)接合井

浄水池 高路配水池へ

辛川配水池へ

岩坪配水池へ

上砂見配水池へ

着水
酸化槽

深井戸

除鉄除マン
ガン装置

細見配水池へ深井戸

急速
ろ過

浄水池

有富
浄水場

緩速
ろ過

有富
配水池

表流水
（予備水源）

浅井戸

原水槽 膜ろ過 浄水池 河内配水池へ

取水堰 矢矯
配水池

(配水)(湧水)

集水埋管
（伏流水）

ポンプ井

（伏流水）

浄水施設

浄水池

取水施設

原水槽

導水施設

矢矯
浄水場

岩坪
浄水場

深井戸
辛川
浄水場

上砂見
浄水場

送配水

着水井

水源名称

叶水源地
（１号系）

立形集水井

河内
浄水場

江
山
浄
水
場
 
配
水
区
域

浅井戸

膜ろ過

深井戸

叶水源地
（２号系）

深井戸

ポンプ井

塩素
混和池

膜ろ過

向国安
水源地

妙徳寺
浄水場

江山
浄水場

原水
調整池

集水埋管
（伏流水）

次亜

苛性

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

次亜

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ Ｐ

次亜

Ｐ Ｐ

次亜

次亜

次亜

次亜

次亜

次亜

Ｐ

次亜

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ Ｐ

次亜
次亜

次亜

Ｐ Ｐ

Ｐ
次亜

Ｐ

次亜

Ｐ

Ｐ

次亜

浅井戸 浄水池 曳田配水池へ

渡一木
浄水場

浅井戸
強制曝気装置

浄水池 渡一木配水池へ（脱炭酸）

水根
浄水場

深井戸 浄水池 水根配水池へ

（配水）

蔵見
浄水場

深井戸 中配水池へ

上地
浄水場

曳田
浄水場

楠城配水池へ
楠城
浄水場

深井戸

曝気装置

上野
浄水場

深井戸 上野(第1)配水池へ

着水井 酸化池

国
 
府
 
地
 
域

着水
酸化槽

除鉄除マン
ガン装置

浄水池

神護
浄水場

深井戸

深井戸

神垣
浄水場

深井戸
(第1取水井)

着水槽

福
　
部
　
地
　
域

雨滝配水池へ

大石
浄水場

深井戸 大石配水池へ

栃本
浄水場

深井戸 栃本配水池へ

雨滝
浄水場

神垣配水池へ

深井戸
(第2取水井)

稲常
浄水場

浅井戸 浄水池 稲常配水池へ

深井戸 箭渓八重原配水池へ

浄水地

河
　
原
　
地
　
域

深井戸
(2号取水井)

山崎
浄水場

着水井

除マンガ
ン装置

神護配水池へ

中河原配水池へ
深井戸

(1号取水井)

箭渓
浄水場

浄水施設 送配水水源名称 取水施設 導水施設

高岡
浄水場

高岡配水池へ深井戸

荒舟
浄水場

集水槽
(伏流水)

減圧
水槽

荒舟配水池へ

上地
配水池

取水桝
(伏流水)

Ｐ
次亜

ＰＰ

ＰＰ

Ｐ

次亜

Ｐ

Ｐ

次亜

次亜

ＰＰＰ

Ｐ

次亜

Ｐ
次亜

Ｐ

次亜

ＰＰ

Ｐ

次亜

Ｐ

次亜

Ｐ

次亜

次亜

次亜

Ｐ

送風
炭酸ガス 次亜

次亜

Ｐ

ＰＰ

次亜

次亜

Ｐ

ＰＰ

Ｐ Ｐ

次亜

次亜

－8－－7－



小河内第２配水池へ
神馬配水池へ

佐
　
治
　
地
　
域

(旧)津無
浄水場

湧水口 (旧)津無配水池へ

津野
浄水場

取水堰
(津野第1水源)

取水堰
(津野第2水源)

取水堰
(津野第3水源)

津野
配水池

（配水）

（配水）

西加茂
浄水場

浅井戸 西加茂配水池へ

津無
浄水場

深井戸 津無配水池へ

浅井戸

中佐治
浄水場

取水堰
(湧水)

取水槽
中佐治第1
配水池

中島
浄水場

上安蔵
浄水場

河
　
原
　
地
　
域

樟原
浄水場

深井戸
No.1(浄水場内)

北村
水源地

用
　
瀬
　
地
　
域

深井戸

表流水

（配水）

用瀬
浄水場

浅井戸

浄水池

落河内配水池へ

新田
浄水場

集水埋管
（湧水）

接合井 緩速ろ過池

（配水）配水池

社中央
浄水場

粗ろ過池 膜ろ過装置 社中央配水池へ

用瀬配水池へ

浅井戸(予備)
No.2(工場敷地内)

大村配水池へ

配水池

大村
浄水場

浅井戸

落河内
浄水場

浅井戸

小河内
浄水場

調整池

深井戸

送配水

屋住
浄水場

浅井戸 屋住配水池へ

上安蔵
配水池

（配水）

樟原配水池へ

取水井

水源名称 取水施設

浄水池
江波
配水池

集水管
(伏流水)

取水堰

導水施設 浄水施設

配水池

（配水）
江波
浄水場

華立
浄水場

深井戸
中和
貯水槽

膜ろ過
装置

浄水池 古市配水池へ

逆洗
水槽

上向式緩
速ろ過池

次亜

Ｐ

Ｐ

次亜

Ｐ

次亜

Ｐ

次亜

Ｐ

次亜

Ｐ

Ｐ

次亜

Ｐ

Ｐ

次亜

次亜

次亜

Ｐ

次亜

次亜

Ｐ

Ｐ

次亜

Ｐ

Ｐ

次亜

Ｐ

Ｐ

次亜

次亜

炭酸ガス

次亜

次亜

Ｐ

次亜

×４

船磯調整池へ

気
　
高
　
地
　
域

矢口配水池へ

船磯
浄水場

湧水
(集水槽)

移動床
処理
水槽

急速ろ過
装置

浄水池

会下
浄水場

深井戸
(郡家水源)

会下
調整池

会下配水池へ

殿
浄水場

深井戸 殿配水池へ

八幡
浄水場

深井戸
八幡
調整池

勝見配水池へ

高江
浄水場

深井戸
(高江第1水源)

高江
調整池

深井戸
(高江第2水源)

高江配水池へ

深井戸
(郡家第2水源)

水源名称 取水施設 導水施設 浄水施設 送配水

佐
　
治
　
地
　
域

大水
浄水場

湧水口
減圧
水槽

減圧
水槽

大水
配水池

（配水）

畑
浄水場

湧水口
取水
貯水槽

畑
配水池

（配水）

つく谷
浄水場

湧水口
(第1取水口)

受水槽

尾際配水池へ

湧水口
(第2取水口)

減圧
水槽

つく谷
配水池

つく谷配水池へ

余戸
浄水場

湧水口
余戸
配水池

（配水）

深井戸

河本
浄水場

湧水口
河本
配水池

（配水）

尾際
浄水場

深井戸
着水
酸化槽

除鉄除マン
ガン装置

浄水池

万蔵
浄水場

浅井戸
(一部配水)
万蔵配水池へ

下光元
浄水場

深井戸
下光元
調整池

上光配水池へ

宿
浄水場

深井戸 宿配水池へ

宝木高地区配水池へ

下坂本
浄水場

深井戸

常松瑞穂
浄水場

宝木
浄水場

深井戸

次亜

次亜

次亜

次亜

Ｐ

次亜

Ｐ Ｐ

Ｐ

次亜

Ｐ Ｐ

次亜

Ｐ

次亜

Ｐ

次亜

次亜

Ｐ

次亜

Ｐ
次亜

次亜

Ｐ Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

次亜 PAC

Ｐ

Ｐ

Ｐ

次亜

ＰＰ

次亜

Ｐ

Ｐ

次亜

－10－－9－



小河内第２配水池へ
神馬配水池へ

佐
　
治
　
地
　
域

(旧)津無
浄水場

湧水口 (旧)津無配水池へ

津野
浄水場

取水堰
(津野第1水源)

取水堰
(津野第2水源)

取水堰
(津野第3水源)

津野
配水池

（配水）

（配水）

西加茂
浄水場

浅井戸 西加茂配水池へ

津無
浄水場

深井戸 津無配水池へ

浅井戸

中佐治
浄水場

取水堰
(湧水)

取水槽
中佐治第1
配水池

中島
浄水場

上安蔵
浄水場

河
　
原
　
地
　
域

樟原
浄水場

深井戸
No.1(浄水場内)

北村
水源地

用
　
瀬
　
地
　
域

深井戸

表流水

（配水）

用瀬
浄水場

浅井戸

浄水池

落河内配水池へ

新田
浄水場

集水埋管
（湧水）

接合井 緩速ろ過池

（配水）配水池

社中央
浄水場

粗ろ過池 膜ろ過装置 社中央配水池へ

用瀬配水池へ

浅井戸(予備)
No.2(工場敷地内)

大村配水池へ

配水池

大村
浄水場

浅井戸

落河内
浄水場

浅井戸

小河内
浄水場

調整池

深井戸

送配水

屋住
浄水場

浅井戸 屋住配水池へ

上安蔵
配水池

（配水）

樟原配水池へ

取水井

水源名称 取水施設

浄水池
江波
配水池

集水管
(伏流水)

取水堰

導水施設 浄水施設

配水池

（配水）
江波
浄水場

華立
浄水場

深井戸
中和
貯水槽

膜ろ過
装置

浄水池 古市配水池へ

逆洗
水槽

上向式緩
速ろ過池

次亜

Ｐ

Ｐ

次亜

Ｐ

次亜

Ｐ

次亜

Ｐ

次亜

Ｐ

Ｐ

次亜

Ｐ

Ｐ

次亜

次亜

次亜

Ｐ

次亜

次亜

Ｐ

Ｐ

次亜

Ｐ

Ｐ

次亜

Ｐ

Ｐ

次亜

次亜

炭酸ガス

次亜

次亜

Ｐ

次亜

×４

船磯調整池へ

気
　
高
　
地
　
域

矢口配水池へ

船磯
浄水場

湧水
(集水槽)

移動床
処理
水槽

急速ろ過
装置

浄水池

会下
浄水場

深井戸
(郡家水源)

会下
調整池

会下配水池へ

殿
浄水場

深井戸 殿配水池へ

八幡
浄水場

深井戸
八幡
調整池

勝見配水池へ

高江
浄水場

深井戸
(高江第1水源)

高江
調整池

深井戸
(高江第2水源)

高江配水池へ

深井戸
(郡家第2水源)

水源名称 取水施設 導水施設 浄水施設 送配水

佐
　
治
　
地
　
域

大水
浄水場

湧水口
減圧
水槽

減圧
水槽

大水
配水池

（配水）

畑
浄水場

湧水口
取水
貯水槽

畑
配水池

（配水）

つく谷
浄水場

湧水口
(第1取水口)

受水槽

尾際配水池へ

湧水口
(第2取水口)

減圧
水槽

つく谷
配水池

つく谷配水池へ

余戸
浄水場

湧水口
余戸
配水池

（配水）

深井戸

河本
浄水場

湧水口
河本
配水池

（配水）

尾際
浄水場

深井戸
着水
酸化槽

除鉄除マン
ガン装置

浄水池

万蔵
浄水場

浅井戸
(一部配水)
万蔵配水池へ

下光元
浄水場

深井戸
下光元
調整池

上光配水池へ

宿
浄水場

深井戸 宿配水池へ

宝木高地区配水池へ

下坂本
浄水場

深井戸

常松瑞穂
浄水場

宝木
浄水場

深井戸

次亜

次亜

次亜

次亜

Ｐ

次亜

Ｐ Ｐ

Ｐ

次亜

Ｐ Ｐ

次亜

Ｐ

次亜

Ｐ

次亜

次亜

Ｐ

次亜

Ｐ
次亜

次亜

Ｐ Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

次亜 PAC

Ｐ

Ｐ

Ｐ

次亜

ＰＰ

次亜

Ｐ

Ｐ

次亜

－10－－9－



深井戸 河原配水池へ

ろ過機

表流水
(小畑第2水源)

調整槽 急速 青谷小畑 (配水)ろ過機

（配水）

露谷
浄水場

湧水
露谷
配水池

（配水）

青谷小畑
浄水場

表流水
(小畑第1水源)

合流槽 着水井

河原
水源地

連続移動床

八葉寺
浄水場

湧水 接合井
八葉寺
配水池

（配水）

蔵内
配水池

（配水）

河原配水池へ
配水池

（配水）

長和瀬
浄水場

深井戸

早牛
浄水場

表流水
急速
ろ過機

早牛
配水池

長和瀬配水池へ

蔵内
浄水場

青
　
谷
　
地
　
域
 

(

統
　
合
　
前
　
簡
　
水

)
桑原
浄水場

表流水 移動床
緩速
ろ過池

桑原
配水池

湧水 原水槽
急速
ろ過機

城山
浄水場

原水槽 膜ろ過

鹿
　
野
　
地
　
域

湧水
（不動山水源）

青
　
谷
　
地
　
域
 

(

統
　
合
　
前
　
上
　
水

)

原水池

矢原
浄水場

伏流水

今市
浄水場

浅井戸

浅井戸

浅井戸
（鳴滝水源）

勝谷
浄水場

勝谷配水池へ浅井戸

浅井戸
(今市第2)

鹿野小畑
浄水場

集水管
(伏流水)

接合井

浅井戸
(今市第1)

鹿野
浄水場

水源名称 取水施設 導水施設 浄水施設 送配水

今市配水池へ

（配水）
河内下条
配水池

河内上条
浄水場

河内下条
浄水場

湧水
(取水桝)

鹿野小畑
配水池

（配水）

（配水）
城山
配水池

河内上条配水池へ

矢原配水池へ

鹿野配水池へＰ
次亜

Ｐ

次亜

Ｐ

Ｐ
次亜

次亜

次亜

次亜

Ｐ

次亜

Ｐ

Ｐ

Ｐ

次亜

PAC

PAC 次亜

次亜

次亜

Ｐ

Ｐ

PAC

次亜

次亜

次亜

PAC

Ｐ

次亜

次亜

Ｐ

 （４）　給水栓水の採水地点
地域 採水地点 対象となる水源 配水池系統 ページ

円通寺 米里配水池 38
浜坂八丁目 中ノ郷配水池 40
福部町細川 湯山配水池 42

覚寺 円護寺配水池 44
滝山 小西谷配水池 46

国府町美歎 美歎配水池 48
国府町玉鉾 面影配水池 50

湖山町西三丁目 桂見配水池 52
大畑 吉岡配水池 54

賀露町北二丁目 賀露配水池 56
内海中 末恒配水池 58
西円通寺 下味野高地区配水池 60

湖山町東一丁目 徳尾配水池 62
越路 若葉台配水池 64

河原町片山 片山配水池 66
河原町郷原 山手配水池 68

槇原 河内水源 小原配水池 78
矢矯 矢矯水源 矢矯配水池 80
瀬田蔵 妙徳寺水源 妙徳寺配水池 82
有富 有富水源 有富配水池 84
福井 辛川水源 辛川配水池 86
岩坪 岩坪水源 岩坪配水池 88
上砂見 上砂見水源 上砂見配水池 90
細見 細見水源 細見配水池 92
高路 高路水源 高路配水池 94
百谷 百谷水源 百谷配水池 96
上原 明治水源 明治配水池 98
中砂見 神戸水源 神戸配水池 100
御熊 御熊水源 御熊配水池 102

国府町糸谷 高岡水源 高岡配水池 110
山崎第１水源
山崎第２水源

国府町神垣 神垣第２水源 神垣配水池 114
国府町雨滝 雨滝水源 雨滝配水池 116
国府町石井谷 大石水源 大石配水池 118
国府町栃本 栃本水源 栃本配水池 120
国府町神護 神護水源 神護配水池 122
国府町楠城 楠城水源 楠城配水池 124
国府町上地 上地水源 上地配水池 126
国府町荒舟 荒舟水源 荒舟配水池 128

112

江山
浄水場
配水
区域

国府
地域

鳥取
地域
(統合前
簡水
区域)

叶水源
向国安水源

国府町岡益 清水配水池

－15－－11－



 ５　給水区域
　(1) 鳥取・国府・福部地域

位置図

－12－　　　　



　(2) 河原・用瀬・佐治地域

位置図

－13－　　　　



位置図

(3) 気高・鹿野・青谷地域

－14－　　　　



深井戸 河原配水池へ

ろ過機

表流水
(小畑第2水源)

調整槽 急速 青谷小畑 (配水)ろ過機

（配水）

露谷
浄水場

湧水
露谷
配水池

（配水）

青谷小畑
浄水場

表流水
(小畑第1水源)

合流槽 着水井

河原
水源地

連続移動床

八葉寺
浄水場

湧水 接合井
八葉寺
配水池

（配水）

蔵内
配水池

（配水）

河原配水池へ
配水池

（配水）

長和瀬
浄水場

深井戸

早牛
浄水場

表流水
急速
ろ過機

早牛
配水池

長和瀬配水池へ

蔵内
浄水場

青
　
谷
　
地
　
域
 

(

統
　
合
　
前
　
簡
　
水

)

桑原
浄水場

表流水 移動床
緩速
ろ過池

桑原
配水池

湧水 原水槽
急速
ろ過機

城山
浄水場

原水槽 膜ろ過

鹿
　
野
　
地
　
域

湧水
（不動山水源）

青
　
谷
　
地
　
域
 

(

統
　
合
　
前
　
上
　
水

)

原水池

矢原
浄水場

伏流水

今市
浄水場

浅井戸

浅井戸

浅井戸
（鳴滝水源）

勝谷
浄水場

勝谷配水池へ浅井戸

浅井戸
(今市第2)

鹿野小畑
浄水場

集水管
(伏流水)

接合井

浅井戸
(今市第1)

鹿野
浄水場

水源名称 取水施設 導水施設 浄水施設 送配水

今市配水池へ

（配水）
河内下条
配水池

河内上条
浄水場

河内下条
浄水場

湧水
(取水桝)

鹿野小畑
配水池

（配水）

（配水）
城山
配水池

河内上条配水池へ

矢原配水池へ

鹿野配水池へＰ
次亜

Ｐ

次亜

Ｐ

Ｐ
次亜

次亜

次亜

次亜

Ｐ

次亜

Ｐ

Ｐ

Ｐ

次亜

PAC

PAC 次亜

次亜

次亜

Ｐ

Ｐ

PAC

次亜

次亜

次亜

PAC

Ｐ

次亜

次亜

Ｐ

 （４）　給水栓水の採水地点
地域 採水地点 対象となる水源 配水池系統 ページ

円通寺 米里配水池 38
浜坂八丁目 中ノ郷配水池 40
福部町細川 湯山配水池 42

覚寺 円護寺配水池 44
滝山 小西谷配水池 46

国府町美歎 美歎配水池 48
国府町玉鉾 面影配水池 50

湖山町西三丁目 桂見配水池 52
大畑 吉岡配水池 54

賀露町北二丁目 賀露配水池 56
内海中 末恒配水池 58
西円通寺 下味野高地区配水池 60

湖山町東一丁目 徳尾配水池 62
越路 若葉台配水池 64

河原町片山 片山配水池 66
河原町郷原 山手配水池 68

槇原 河内水源 小原配水池 78
矢矯 矢矯水源 矢矯配水池 80
瀬田蔵 妙徳寺水源 妙徳寺配水池 82
有富 有富水源 有富配水池 84
福井 辛川水源 辛川配水池 86
岩坪 岩坪水源 岩坪配水池 88
上砂見 上砂見水源 上砂見配水池 90
細見 細見水源 細見配水池 92
高路 高路水源 高路配水池 94
百谷 百谷水源 百谷配水池 96
上原 明治水源 明治配水池 98
中砂見 神戸水源 神戸配水池 100
御熊 御熊水源 御熊配水池 102

国府町糸谷 高岡水源 高岡配水池 110
山崎第１水源
山崎第２水源

国府町神垣 神垣第２水源 神垣配水池 114
国府町雨滝 雨滝水源 雨滝配水池 116
国府町石井谷 大石水源 大石配水池 118
国府町栃本 栃本水源 栃本配水池 120
国府町神護 神護水源 神護配水池 122
国府町楠城 楠城水源 楠城配水池 124
国府町上地 上地水源 上地配水池 126
国府町荒舟 荒舟水源 荒舟配水池 128

112

江山
浄水場
配水
区域

国府
地域

鳥取
地域
(統合前
簡水
区域)

叶水源
向国安水源

国府町岡益 清水配水池
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地域 採水地点 対象となる水源等 配水池系統 ページ
福部町蔵見 蔵見水源 中配水池 132
福部町左近 上野水源 上野第１配水池 134
福部町箭渓 箭渓水源 箭渓八重原配水池 136
河原町小畑 曳田水源 小畑配水池 148
河原町釜口 曳田水源 散岐配水池 150
河原町布袋 曳田水源 曳田配水池 152
河原町渡一木 渡一木水源 渡一木配水池 154
河原町水根 水根水源 水根配水池 156
河原町稲常 稲常水源 稲常配水池 158
河原町弓河内 北村水源 北村配水池 160
河原町神馬 小河内水源 神馬配水池 162
河原町北村 落河内水源 落河内配水池 164
河原町小河内 新田水源 新田配水池 166
用瀬町用瀬 用瀬水源 用瀬配水池 172
用瀬町鷹狩 大村水源 大村配水池 174
用瀬町宮原 樟原水源 樟原配水池 176
用瀬町安蔵 社中央水源 社中央配水池 178
用瀬町安蔵 上安蔵水源 上安蔵配水池 180
用瀬町屋住 屋住水源 屋住配水池 182
用瀬町江波 江波水源 江波配水池 184

華立水源
中島水源

佐治町加瀬木 中佐治水源 中佐治第２配水池 194
佐治町加茂 西加茂水源 西加茂配水池 196
佐治町津無 津無水源 津無配水池 198
佐治町津野 津野水源 津野配水池 200
佐治町加茂 大水水源 大水配水池 202
佐治町畑 畑水源 畑配水池 204

佐治町つく谷 つく谷水源 つく谷配水池 206
佐治町余戸 余戸水源 余戸配水池 208
佐治町河本 河本水源 河本配水池 210
佐治町尾際 尾際水源 尾際配水池 212
佐治町加茂 万蔵水源 万蔵配水池 214

河原
地域

用瀬
地域

佐治
地域

佐治町古市 古市配水池 192

福部
地域

地域 採水地点 対象となる水源等 配水池系統 ページ
気高町下光元 下光元水源 上光配水池 222
気高町富吉 宝木水源 宝木配水池 224
気高町酒津 宝木水源 酒津配水池 226
気高町奥沢見 宝木水源 宝木配水池 228
気高町土居 宿水源 宿配水池 230

下坂本水源
常松瑞穂水源

気高町浜村 八幡水源 勝見配水池 234
郡家第２水源
高江第１水源

高江第２水源(休止中)
気高町山宮 殿水源 飯里配水池 238
気高町会下 会下水源 会下配水池 240
気高町八束水 船磯水源 船磯配水池 242
鹿野町鹿野 鹿野水源 鹿野配水池 250

今市第１水源
今市第２水源

鹿野町宮方 勝谷水源 勝谷配水池 254
鹿野町河内 河内上条水源 河内上条配水池 256

河内下条水源
矢原水源

鹿野町水谷 鹿野小畑水源 鹿野小畑配水池 260
不動山水源
鳴滝水源
不動山水源
鳴滝水源
不動山水源
鳴滝水源
不動山水源
鳴滝水源

青谷町小畑 青谷小畑水源 青谷小畑配水池 280
青谷小畑水源
河原水源

青谷町澄水 桑原水源 桑原配水池 288
青谷町長和瀬 長和瀬水源 長和瀬配水池 290
青谷町蔵内 蔵内水源 蔵内配水池 292
青谷町八葉寺 八葉寺水源 八葉寺配水池 294
青谷町早牛 早牛水源 早牛配水池 296
青谷町露谷 露谷水源 露谷配水池 298

矢口配水池 232気高
地域

気高町八幡

青谷
地域
(統合前
簡水
区域)

青谷第３配水池

山田配水池

城山配水池

絹見配水池

河原配水池

258

気高町日光

青谷町山根

青谷町夏泊

青谷町山田

青谷町大坪

青谷町絹見

272

274

276

278

青谷
地域
(統合前
上水
区域)

高江配水池 236

鹿野
地域

鹿野町今市

鹿野町河内

282

今市配水池

河内下条配水池

252
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地域 採水地点 対象となる水源等 配水池系統 ページ
福部町蔵見 蔵見水源 中配水池 132
福部町左近 上野水源 上野第１配水池 134
福部町箭渓 箭渓水源 箭渓八重原配水池 136
河原町小畑 曳田水源 小畑配水池 148
河原町釜口 曳田水源 散岐配水池 150
河原町布袋 曳田水源 曳田配水池 152
河原町渡一木 渡一木水源 渡一木配水池 154
河原町水根 水根水源 水根配水池 156
河原町稲常 稲常水源 稲常配水池 158
河原町弓河内 北村水源 北村配水池 160
河原町神馬 小河内水源 神馬配水池 162
河原町北村 落河内水源 落河内配水池 164
河原町小河内 新田水源 新田配水池 166
用瀬町用瀬 用瀬水源 用瀬配水池 172
用瀬町鷹狩 大村水源 大村配水池 174
用瀬町宮原 樟原水源 樟原配水池 176
用瀬町安蔵 社中央水源 社中央配水池 178
用瀬町安蔵 上安蔵水源 上安蔵配水池 180
用瀬町屋住 屋住水源 屋住配水池 182
用瀬町江波 江波水源 江波配水池 184

華立水源
中島水源

佐治町加瀬木 中佐治水源 中佐治第２配水池 194
佐治町加茂 西加茂水源 西加茂配水池 196
佐治町津無 津無水源 津無配水池 198
佐治町津野 津野水源 津野配水池 200
佐治町加茂 大水水源 大水配水池 202
佐治町畑 畑水源 畑配水池 204

佐治町つく谷 つく谷水源 つく谷配水池 206
佐治町余戸 余戸水源 余戸配水池 208
佐治町河本 河本水源 河本配水池 210
佐治町尾際 尾際水源 尾際配水池 212
佐治町加茂 万蔵水源 万蔵配水池 214

河原
地域

用瀬
地域

佐治
地域

佐治町古市 古市配水池 192

福部
地域

地域 採水地点 対象となる水源等 配水池系統 ページ
気高町下光元 下光元水源 上光配水池 222
気高町富吉 宝木水源 宝木配水池 224
気高町酒津 宝木水源 酒津配水池 226
気高町奥沢見 宝木水源 宝木配水池 228
気高町土居 宿水源 宿配水池 230

下坂本水源
常松瑞穂水源

気高町浜村 八幡水源 勝見配水池 234
郡家第２水源
高江第１水源

高江第２水源(休止中)
気高町山宮 殿水源 飯里配水池 238
気高町会下 会下水源 会下配水池 240
気高町八束水 船磯水源 船磯配水池 242
鹿野町鹿野 鹿野水源 鹿野配水池 250

今市第１水源
今市第２水源

鹿野町宮方 勝谷水源 勝谷配水池 254
鹿野町河内 河内上条水源 河内上条配水池 256
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鹿野町水谷 鹿野小畑水源 鹿野小畑配水池 260
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鳴滝水源
不動山水源
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不動山水源
鳴滝水源

青谷町小畑 青谷小畑水源 青谷小畑配水池 280
青谷小畑水源
河原水源

青谷町澄水 桑原水源 桑原配水池 288
青谷町長和瀬 長和瀬水源 長和瀬配水池 290
青谷町蔵内 蔵内水源 蔵内配水池 292
青谷町八葉寺 八葉寺水源 八葉寺配水池 294
青谷町早牛 早牛水源 早牛配水池 296
青谷町露谷 露谷水源 露谷配水池 298

矢口配水池 232気高
地域

気高町八幡

青谷
地域
(統合前
簡水
区域)

青谷第３配水池

山田配水池

城山配水池

絹見配水池

河原配水池

258

気高町日光

青谷町山根

青谷町夏泊

青谷町山田

青谷町大坪

青谷町絹見

272

274

276

278

青谷
地域
(統合前
上水
区域)

高江配水池 236

鹿野
地域

鹿野町今市

鹿野町河内

282

今市配水池

河内下条配水池
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 ６　水質検査結果
 （１）水質検査結果の概要

　　ア　水質基準項目検査(給水栓水)

江山浄水場　配水区域

項目 基準値 最大値
基準値の20％を
超過した地点

臭素酸 0.01 mg/L以下 0.003 mg/L 西円通寺、湖山町西三丁目

蒸発残留物 500 mg/L以下 107 mg/L
福部町細川、覚寺、
河原町片山

アルミニウム及びそ
の化合物

0.2 mg/L以下 0.06 mg/L 河原町郷原

有機物（全有機炭素
（TOC））

3 mg/L以下 0.7 mg/L 江山浄水場浄水

鳥取地域(統合前簡水区域)

項目 基準値 最大値
基準値の20％を
超過した系統

鉛及びその化合物 0.01 mg/L以下 0.004 mg/L 有富系

ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 0.003 mg/L 上砂見系

硝酸態窒素及び亜硝
酸態窒素

10 mg/L以下 2.15 mg/L 岩坪系

フッ素及びその化合
物

0.8 mg/L以下 0.23 mg/L
高路系、妙徳寺系、
上砂見系、細見系

塩素酸 0.6 mg/L以下 0.16 mg/L 御熊系、上砂見系、明治系

アルミニウム及びそ
の化合物

0.2 mg/L以下 0.07 mg/L 岩坪系

鉄及びその化合物 0.3 mg/L以下 0.17 mg/L
細見系、妙徳寺系、
有富系

マンガン及びその化
合物

0.05 mg/L以下 0.028 mg/L 細見系

カルシウム、マグネ
シウム等(硬度)

300 mg/L以下 81 mg/L
辛川系、神戸系、御熊系、
妙徳寺系、高路系

蒸発残留物 500 mg/L以下 180 mg/L
岩坪系を除く12地点
（最大：辛川系）

色度 5 度以下 2.9 度
細見系、妙徳寺系、有富系、
明治系、岩坪系

濁度 2 度以下 0.6 度 明治系、有富系

浄水及び給水栓水は、水質基準項目(51項目)の基準値にすべて適合しましたが、一部
の項目で基準値の20％を超過しました。超過した項目は下表のとおりです。

国府地域

項目 基準値 最大値
基準値の20％を
超過した系統

ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 0.003 mg/L 楠城系

フッ素及びその化合
物

0.8 mg/L以下 0.51 mg/L 雨滝系

塩素酸 0.6 mg/L以下 0.25 mg/L 神護系、雨滝系

ナトリウム及びその
化合物

200 mg/L以下 62 mg/L 雨滝系、神護系

マンガン及びその化
合物

0.05 mg/L以下 0.011 mg/L 上地系

カルシウム、マグネ
シウム等(硬度)

300 mg/L以下 71 mg/L 神垣系

蒸発残留物 500 mg/L以下 270 mg/L
雨滝系、神護系、神垣系、楠城
系、栃本系、高岡系、上地系

色度 5 度以下 2 度 上地系

福部地域

項目 基準値 最大値
基準値の20％を
超過した系統

フッ素及びその化合
物

0.8 mg/L以下 0.18 mg/L 箭渓系

塩素酸 0.6 mg/L以下 0.13 mg/L 蔵見系

カルシウム、マグネ
シウム等(硬度)

300 mg/L以下 65 mg/L 蔵見系、箭渓系

蒸発残留物 500 mg/L以下 162 mg/L 箭渓系、蔵見系

河原地域

項目 基準値 最大値
基準値の20％を
超過した系統

ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 0.003 mg/L 曳田系

硝酸態窒素及び亜硝
酸態窒素

10 mg/L以下 2.80 mg/L 渡一木系

フッ素及びその化合
物

0.8 mg/L以下 0.27 mg/L 小河内系

ジクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 0.013 mg/L 新田系

アルミニウム及びそ
の化合物

0.2 mg/L以下 0.06 mg/L 北村系
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 ６　水質検査結果
 （１）水質検査結果の概要

　　ア　水質基準項目検査(給水栓水)

江山浄水場　配水区域

項目 基準値 最大値
基準値の20％を
超過した地点

臭素酸 0.01 mg/L以下 0.003 mg/L 西円通寺、湖山町西三丁目

蒸発残留物 500 mg/L以下 107 mg/L
福部町細川、覚寺、
河原町片山

アルミニウム及びそ
の化合物

0.2 mg/L以下 0.06 mg/L 河原町郷原

有機物（全有機炭素
（TOC））

3 mg/L以下 0.7 mg/L 江山浄水場浄水

鳥取地域(統合前簡水区域)

項目 基準値 最大値
基準値の20％を
超過した系統

鉛及びその化合物 0.01 mg/L以下 0.004 mg/L 有富系

ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 0.003 mg/L 上砂見系

硝酸態窒素及び亜硝
酸態窒素

10 mg/L以下 2.15 mg/L 岩坪系

フッ素及びその化合
物

0.8 mg/L以下 0.23 mg/L
高路系、妙徳寺系、
上砂見系、細見系

塩素酸 0.6 mg/L以下 0.16 mg/L 御熊系、上砂見系、明治系

アルミニウム及びそ
の化合物

0.2 mg/L以下 0.07 mg/L 岩坪系

鉄及びその化合物 0.3 mg/L以下 0.17 mg/L
細見系、妙徳寺系、
有富系

マンガン及びその化
合物

0.05 mg/L以下 0.028 mg/L 細見系

カルシウム、マグネ
シウム等(硬度)

300 mg/L以下 81 mg/L
辛川系、神戸系、御熊系、
妙徳寺系、高路系

蒸発残留物 500 mg/L以下 180 mg/L
岩坪系を除く12地点
（最大：辛川系）

色度 5 度以下 2.9 度
細見系、妙徳寺系、有富系、
明治系、岩坪系

濁度 2 度以下 0.6 度 明治系、有富系

浄水及び給水栓水は、水質基準項目(51項目)の基準値にすべて適合しましたが、一部
の項目で基準値の20％を超過しました。超過した項目は下表のとおりです。

国府地域

項目 基準値 最大値
基準値の20％を
超過した系統

ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 0.003 mg/L 楠城系

フッ素及びその化合
物

0.8 mg/L以下 0.51 mg/L 雨滝系

塩素酸 0.6 mg/L以下 0.25 mg/L 神護系、雨滝系

ナトリウム及びその
化合物

200 mg/L以下 62 mg/L 雨滝系、神護系

マンガン及びその化
合物

0.05 mg/L以下 0.011 mg/L 上地系

カルシウム、マグネ
シウム等(硬度)

300 mg/L以下 71 mg/L 神垣系

蒸発残留物 500 mg/L以下 270 mg/L
雨滝系、神護系、神垣系、楠城
系、栃本系、高岡系、上地系

色度 5 度以下 2 度 上地系

福部地域

項目 基準値 最大値
基準値の20％を
超過した系統

フッ素及びその化合
物

0.8 mg/L以下 0.18 mg/L 箭渓系

塩素酸 0.6 mg/L以下 0.13 mg/L 蔵見系

カルシウム、マグネ
シウム等(硬度)

300 mg/L以下 65 mg/L 蔵見系、箭渓系

蒸発残留物 500 mg/L以下 162 mg/L 箭渓系、蔵見系

河原地域

項目 基準値 最大値
基準値の20％を
超過した系統

ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 0.003 mg/L 曳田系

硝酸態窒素及び亜硝
酸態窒素

10 mg/L以下 2.80 mg/L 渡一木系

フッ素及びその化合
物

0.8 mg/L以下 0.27 mg/L 小河内系

ジクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 0.013 mg/L 新田系

アルミニウム及びそ
の化合物

0.2 mg/L以下 0.06 mg/L 北村系
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河原地域

項目 基準値 最大値
基準値の20％を
超過した系統

カルシウム、マグネ
シウム等(硬度)

300 mg/L以下 82 mg/L 水根系

蒸発残留物 500 mg/L以下 186 mg/L
水根系、小河内系、稲常系、
渡一木系

色度 5 度以下 1.5 度 北村系、新田系

用瀬地域

項目 基準値 最大値
基準値の20％を
超過した系統

ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 0.005 mg/L 江波系

フッ素及びその化合
物

0.8 mg/L以下 0.17 mg/L 上安蔵系

クロロホルム 0.06 mg/L以下 0.013 mg/L 社中央系

総トリハロメタン 0.1 mg/L以下 0.022 mg/L 社中央系

トリクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 0.011 mg/L 社中央系、江波系

ブロモジクロロメタ
ン

0.03 mg/L以下 0.008 mg/L 江波系、社中央系

有機物（全有機炭素
（TOC））

3 mg/L以下 0.8 mg/L 江波系、社中央系

色度 5 度以下 2 度 江波系

佐治地域

項目 基準値 最大値
基準値の20％を
超過した系統

ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 0.003 mg/L 尾際系

硝酸態窒素及び亜硝
酸態窒素

10 mg/L以下 2.90 mg/L 西加茂系

蒸発残留物 500 mg/L以下 130 mg/L 尾際系、華立・中島系

色度 5 度以下 2 度 つく谷系

気高地域

項目 基準値 最大値
基準値の20％を
超過した系統

硝酸態窒素及び亜硝
酸態窒素

10 mg/L以下 3.7 mg/L 船磯系

塩化物イオン 200 mg/L以下 42 mg/L 船磯系

カルシウム、マグネ
シウム等(硬度)

300 mg/L以下 83 mg/L 八幡系

蒸発残留物 500 mg/L以下 210 mg/L
八幡系、船磯系、
高江第１・郡家第２系

色度 5 度以下 3 度 八幡系

鹿野地域

項目 基準値 最大値
基準値の20％を
超過した系統

ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 0.004 mg/L 勝谷系

フッ素及びその化合
物

0.8 mg/L以下 0.19 mg/L 勝谷系

蒸発残留物 500 mg/L以下 120 mg/L 勝谷系

色度 5 度以下 2 度 鹿野小畑系

濁度 2 度以下 0.8 度 鹿野小畑系

青谷地域（統合前上水区域）

青谷地域（統合前簡水区域）

項目 基準値 最大値
基準値の20％を
超過した系統

塩素酸 0.6 mg/L以下 0.15 mg/L 桑原系

アルミニウム及びそ
の化合物

0.2 mg/L以下 0.13 mg/L 八葉寺系、早牛系、桑原系

塩化物イオン 200 mg/L以下 45 mg/L 長和瀬系

カルシウム、マグネ
シウム等(硬度)

300 mg/L以下 81 mg/L 長和瀬系

蒸発残留物 500 mg/L以下 200 mg/L 長和瀬系、露谷系

色度 5 度以下 3 度 八葉寺系、早牛系、桑原系

　給水栓水について、基準値の20%を超過した項目はありません。
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河原地域

項目 基準値 最大値
基準値の20％を
超過した系統

カルシウム、マグネ
シウム等(硬度)

300 mg/L以下 82 mg/L 水根系

蒸発残留物 500 mg/L以下 186 mg/L
水根系、小河内系、稲常系、
渡一木系

色度 5 度以下 1.5 度 北村系、新田系

用瀬地域

項目 基準値 最大値
基準値の20％を
超過した系統

ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 0.005 mg/L 江波系

フッ素及びその化合
物

0.8 mg/L以下 0.17 mg/L 上安蔵系

クロロホルム 0.06 mg/L以下 0.013 mg/L 社中央系

総トリハロメタン 0.1 mg/L以下 0.022 mg/L 社中央系

トリクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 0.011 mg/L 社中央系、江波系

ブロモジクロロメタ
ン

0.03 mg/L以下 0.008 mg/L 江波系、社中央系

有機物（全有機炭素
（TOC））

3 mg/L以下 0.8 mg/L 江波系、社中央系

色度 5 度以下 2 度 江波系

佐治地域

項目 基準値 最大値
基準値の20％を
超過した系統

ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 0.003 mg/L 尾際系

硝酸態窒素及び亜硝
酸態窒素

10 mg/L以下 2.90 mg/L 西加茂系

蒸発残留物 500 mg/L以下 130 mg/L 尾際系、華立・中島系

色度 5 度以下 2 度 つく谷系

気高地域

項目 基準値 最大値
基準値の20％を
超過した系統

硝酸態窒素及び亜硝
酸態窒素

10 mg/L以下 3.7 mg/L 船磯系

塩化物イオン 200 mg/L以下 42 mg/L 船磯系

カルシウム、マグネ
シウム等(硬度)

300 mg/L以下 83 mg/L 八幡系

蒸発残留物 500 mg/L以下 210 mg/L
八幡系、船磯系、
高江第１・郡家第２系

色度 5 度以下 3 度 八幡系

鹿野地域

項目 基準値 最大値
基準値の20％を
超過した系統

ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 0.004 mg/L 勝谷系

フッ素及びその化合
物

0.8 mg/L以下 0.19 mg/L 勝谷系

蒸発残留物 500 mg/L以下 120 mg/L 勝谷系

色度 5 度以下 2 度 鹿野小畑系

濁度 2 度以下 0.8 度 鹿野小畑系

青谷地域（統合前上水区域）

青谷地域（統合前簡水区域）

項目 基準値 最大値
基準値の20％を
超過した系統

塩素酸 0.6 mg/L以下 0.15 mg/L 桑原系

アルミニウム及びそ
の化合物

0.2 mg/L以下 0.13 mg/L 八葉寺系、早牛系、桑原系

塩化物イオン 200 mg/L以下 45 mg/L 長和瀬系

カルシウム、マグネ
シウム等(硬度)

300 mg/L以下 81 mg/L 長和瀬系

蒸発残留物 500 mg/L以下 200 mg/L 長和瀬系、露谷系

色度 5 度以下 3 度 八葉寺系、早牛系、桑原系

　給水栓水について、基準値の20%を超過した項目はありません。
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　　イ　水質管理目標設定項目検査(原水、給水栓水)

　　ウ　毎日検査(給水栓水)

　　エ　 指標菌検査及びクリプトスポリジウム等検査結果(原水)

大腸菌 嫌気性芽胞菌
叶1号水源 12 7 0
叶2号水源 12 3 1
向国安水源 12 4 0

江山浄水場 原水 12 6 0
矢矯水源 12 2 1
有富水源 12 2 0
高路水源 12 1 0
明治水源 12 7 0
高岡水源 12 3 0
雨滝水源 12 1 0
大石水源 12 3 0
栃本水源 6 1 0
楠城水源 4 2 0

福部地域

江山浄水場
配水区域

検出回数(回/年)

国府地域

地域 水源名
検査回数
（回/年）

全ての水源で検出せず

鳥取地域
(統合前簡水)

腐食度を表すランゲリア指数（目標値：－1以上）は、福部地域以外の全ての地域
において目標値に達しませんでした（－1.1～－2.7）。
その他の項目（無機物、重金属、一般有機物、消毒副生成物）については、全て
の検査地点において目標値を満たしていました。
農薬類は、全ての検査地点において定量下限値未満でした。

給水栓水における１日１回の残留塩素では、法律で定められている0.1mg/L未満
の日はなく、色、濁りについても異常は認められませんでした。

各地域において、指標菌が検出された水源は下表のとおりです。
なお、クリプトスポリジウム及びジアルジアは全ての水源において検出されませ
んでした。

大腸菌 嫌気性芽胞菌
北村水源 4 1 0
新田水源 4 3 0
社中央水源 4 4 1
上安蔵水源 12 3 0
江波水源 12 9 1
中島水源 12 4 0
中佐治水源 12 3 0
西加茂水源 12 3 0
畑水源 12 7 0

つく谷水源 12 2 0
余戸水源 12 4 0
万蔵水源 12 3 0

気高地域 殿水源 12 1 0
今市第1水源 12 1 0
今市第2水源 12 5 0
矢原水源 12 1 0

鹿野小畑水源 12 4 0
不動山水源 4 1 0
鳴滝水源 4 3 0

青谷小畑水源 4 3 0
桑原水源 4 4 0
蔵内水源 12 2 0
八葉寺水源 12 2 0
早牛水源 12 9 0
露谷水源 12 1 0

佐治地域

検査回数
（回/年）

検出回数(回/年)

用瀬地域

河原地域

青谷地域
(統合前上水)

青谷地域
(統合前簡水)

地域 水源名

鹿野地域
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　　イ　水質管理目標設定項目検査(原水、給水栓水)

　　ウ　毎日検査(給水栓水)

　　エ　 指標菌検査及びクリプトスポリジウム等検査結果(原水)

大腸菌 嫌気性芽胞菌
叶1号水源 12 7 0
叶2号水源 12 3 1
向国安水源 12 4 0

江山浄水場 原水 12 6 0
矢矯水源 12 2 1
有富水源 12 2 0
高路水源 12 1 0
明治水源 12 7 0
高岡水源 12 3 0
雨滝水源 12 1 0
大石水源 12 3 0
栃本水源 6 1 0
楠城水源 4 2 0

福部地域

江山浄水場
配水区域

検出回数(回/年)

国府地域

地域 水源名
検査回数
（回/年）

全ての水源で検出せず

鳥取地域
(統合前簡水)

腐食度を表すランゲリア指数（目標値：－1以上）は、福部地域以外の全ての地域
において目標値に達しませんでした（－1.1～－2.7）。
その他の項目（無機物、重金属、一般有機物、消毒副生成物）については、全て
の検査地点において目標値を満たしていました。
農薬類は、全ての検査地点において定量下限値未満でした。

給水栓水における１日１回の残留塩素では、法律で定められている0.1mg/L未満
の日はなく、色、濁りについても異常は認められませんでした。

各地域において、指標菌が検出された水源は下表のとおりです。
なお、クリプトスポリジウム及びジアルジアは全ての水源において検出されませ
んでした。

大腸菌 嫌気性芽胞菌
北村水源 4 1 0
新田水源 4 3 0
社中央水源 4 4 1
上安蔵水源 12 3 0
江波水源 12 9 1
中島水源 12 4 0
中佐治水源 12 3 0
西加茂水源 12 3 0
畑水源 12 7 0

つく谷水源 12 2 0
余戸水源 12 4 0
万蔵水源 12 3 0

気高地域 殿水源 12 1 0
今市第1水源 12 1 0
今市第2水源 12 5 0
矢原水源 12 1 0

鹿野小畑水源 12 4 0
不動山水源 4 1 0
鳴滝水源 4 3 0

青谷小畑水源 4 3 0
桑原水源 4 4 0
蔵内水源 12 2 0
八葉寺水源 12 2 0
早牛水源 12 9 0
露谷水源 12 1 0

佐治地域

検査回数
（回/年）

検出回数(回/年)

用瀬地域

河原地域

青谷地域
(統合前上水)

青谷地域
(統合前簡水)

地域 水源名

鹿野地域
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(2) 水質検査結果一覧表
　ア　水質基準項目

（ア）江山浄水場 配水区域
河川表流水

千代川表流水（源太橋付近）
単位 水道水の水質基準 R3.4.5 R3.5.6 R3.6.1 R3.7.14 R3.8.16
－ － 晴 晴 晴 晴 曇
℃ － 11.7 19.2 23.2 31.1 26.8
℃ － 11.4 14.1 18.5 20.2 17.9

個/mL 100以下 90 350 390 1,300 800
検出されないこと 検出 検出 検出 検出 検出

mg/L 0.003以下 <0.0003   <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 0.38   0.48  
mg/L 0.8以下 <0.08   <0.08  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.002以下 <0.0002   <0.0002  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  

mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  

mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.6以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.06以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.09以下      
mg/L 0.08以下      
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.2以下 0.12   0.19  
mg/L 0.3以下 0.09   0.12  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 200以下 5.4   5.6  
mg/L 0.05以下 <0.005   0.011  
mg/L 200以下 5.3 5.7 6.7 5.4 4.7
mg/L 300以下 18   20  
mg/L 500以下 56   67  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 1.0 0.9 0.8 0.8 1.2

5.8-8.6 7.1 7.0 6.8 7.0 7.1
異常でないこと      
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 4.7 3.2 5.9 5.1 9.0
度 2度以下 2.3 1.4 6.1 3.5 24濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.2 R3.10.6 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.1 R4.3.2 最高 最低 平均
雨 雨 曇 晴／曇 雪 曇 曇 － － －

24.3 19.0 13.9 8.9 -0.7 3.3 6.5 31.1 -0.7 15.6
22.6 18.1 15.3 10.8 5.8 5.8 7.4 22.6 5.8 14.0

11,000 2,300 65 360 105 90 90 11,000 65 1,400
検出 検出 検出 検出 検出 検出 検出 検出 検出 12回検出

 <0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.001   <0.001   0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.36   0.61   0.61 0.36 0.46
 <0.08   <0.08   <0.08 <0.08 <0.08
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 0.02   0.25   0.25 0.02 0.15
 <0.03   0.15   0.15 <0.03 0.09
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 6.8   9.0   9.0 5.4 6.7
 <0.005   0.008   0.011 <0.005 <0.005

5.7 5.7 5.9 4.8 12.7 10.3 10.8 12.7 4.7 7.0
 25   24   25 18 22
 64   50   67 50 59
       <0.02 <0.02 <0.02
       0.000001 0.000001 0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.8 0.5 0.4 1.8 0.8 0.6 0.7 1.8 0.4 0.9
6.9 6.9 7.1 7.0 7.7 7.1 6.9 7.7 6.8 7.1

      
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

3.2 2.0 1.6 20 5.8 2.6 3.7 20 1.6 5.6
1.3 0.8 0.7 25 2.7 0.8 2.4 25 0.7 5.9
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(2) 水質検査結果一覧表
　ア　水質基準項目

（ア）江山浄水場 配水区域
河川表流水

千代川表流水（源太橋付近）
単位 水道水の水質基準 R3.4.5 R3.5.6 R3.6.1 R3.7.14 R3.8.16
－ － 晴 晴 晴 晴 曇
℃ － 11.7 19.2 23.2 31.1 26.8
℃ － 11.4 14.1 18.5 20.2 17.9

個/mL 100以下 90 350 390 1,300 800
検出されないこと 検出 検出 検出 検出 検出

mg/L 0.003以下 <0.0003   <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 0.38   0.48  
mg/L 0.8以下 <0.08   <0.08  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.002以下 <0.0002   <0.0002  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  

mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  

mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.6以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.06以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.09以下      
mg/L 0.08以下      
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.2以下 0.12   0.19  
mg/L 0.3以下 0.09   0.12  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 200以下 5.4   5.6  
mg/L 0.05以下 <0.005   0.011  
mg/L 200以下 5.3 5.7 6.7 5.4 4.7
mg/L 300以下 18   20  
mg/L 500以下 56   67  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 1.0 0.9 0.8 0.8 1.2

5.8-8.6 7.1 7.0 6.8 7.0 7.1
異常でないこと      
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 4.7 3.2 5.9 5.1 9.0
度 2度以下 2.3 1.4 6.1 3.5 24濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.2 R3.10.6 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.1 R4.3.2 最高 最低 平均
雨 雨 曇 晴／曇 雪 曇 曇 － － －

24.3 19.0 13.9 8.9 -0.7 3.3 6.5 31.1 -0.7 15.6
22.6 18.1 15.3 10.8 5.8 5.8 7.4 22.6 5.8 14.0

11,000 2,300 65 360 105 90 90 11,000 65 1,400
検出 検出 検出 検出 検出 検出 検出 検出 検出 12回検出

 <0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.001   <0.001   0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.36   0.61   0.61 0.36 0.46
 <0.08   <0.08   <0.08 <0.08 <0.08
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 0.02   0.25   0.25 0.02 0.15
 <0.03   0.15   0.15 <0.03 0.09
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 6.8   9.0   9.0 5.4 6.7
 <0.005   0.008   0.011 <0.005 <0.005

5.7 5.7 5.9 4.8 12.7 10.3 10.8 12.7 4.7 7.0
 25   24   25 18 22
 64   50   67 50 59
       <0.02 <0.02 <0.02
       0.000001 0.000001 0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.8 0.5 0.4 1.8 0.8 0.6 0.7 1.8 0.4 0.9
6.9 6.9 7.1 7.0 7.7 7.1 6.9 7.7 6.8 7.1

      
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

3.2 2.0 1.6 20 5.8 2.6 3.7 20 1.6 5.6
1.3 0.8 0.7 25 2.7 0.8 2.4 25 0.7 5.9

－25－－24－



原水
叶１号水源

単位 水道水の水質基準 R3.4.5 R3.5.6 R3.6.1 R3.7.14 R3.8.16
－ － 晴 晴 晴 晴 曇
℃ － 11.7 19.2 23.2 31.1 26.8
℃ － 13.3 15.9 19.5 24.7 25.9

個/mL 100以下 3 1 1 2 7
検出されないこと 検出 検出せず 検出 検出せず 検出

mg/L 0.003以下 <0.0003   <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 0.43   0.51  
mg/L 0.8以下 0.08   <0.08  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.002以下 <0.0002   <0.0002  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  

mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  

mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.6以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.06以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.09以下      
mg/L 0.08以下      
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02   <0.02  
mg/L 0.3以下 <0.03   <0.03  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 200以下 5.8   5.7  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  
mg/L 200以下 5.9 6.0 6.3 5.2 4.2
mg/L 300以下 20   21  
mg/L 500以下 49   61  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 0.3 <0.3 0.4 0.5

5.8-8.6 6.6 6.9 6.7 6.8 6.7
異常でないこと      
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 0.5 <0.5 0.9 0.9
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

     

濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.2 R3.10.6 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.1 R4.3.2 最高 最低 平均
雨 雨 曇 晴／曇 雪 曇 曇 － － －

24.3 19.0 13.9 8.9 -0.7 3.3 6.5 31.1 -0.7 15.6
27.2 24.1 18.8 13.9 7.3 7.8 7.2 27.2 7.2 17.1

3 1 0 4 1 1 1 7 0 2
検出 検出 検出せず 検出 検出せず 検出 検出せず 検出 検出せず 7回検出

 <0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.42   0.62   0.62 0.42 0.50
 0.08   <0.08   0.08 <0.08 <0.08
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02
 <0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 6.4   7.4   7.4 5.7 6.3
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

6.0 5.7 6.1 6.3 10.1 10.8 11.5 11.5 4.2 7.0
 23   28   28 20 23
 56   57   61 49 56
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.3 <0.3 <0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.5 <0.3 <0.3
6.8 6.6 6.7 6.9 6.7 6.7 6.7 6.9 6.6 6.7

      
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

0.5 0.6 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 0.9 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

       

－27－－26－



原水
叶１号水源

単位 水道水の水質基準 R3.4.5 R3.5.6 R3.6.1 R3.7.14 R3.8.16
－ － 晴 晴 晴 晴 曇
℃ － 11.7 19.2 23.2 31.1 26.8
℃ － 13.3 15.9 19.5 24.7 25.9

個/mL 100以下 3 1 1 2 7
検出されないこと 検出 検出せず 検出 検出せず 検出

mg/L 0.003以下 <0.0003   <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 0.43   0.51  
mg/L 0.8以下 0.08   <0.08  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.002以下 <0.0002   <0.0002  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  

mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  

mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.6以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.06以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.09以下      
mg/L 0.08以下      
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02   <0.02  
mg/L 0.3以下 <0.03   <0.03  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 200以下 5.8   5.7  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  
mg/L 200以下 5.9 6.0 6.3 5.2 4.2
mg/L 300以下 20   21  
mg/L 500以下 49   61  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 0.3 <0.3 0.4 0.5

5.8-8.6 6.6 6.9 6.7 6.8 6.7
異常でないこと      
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 0.5 <0.5 0.9 0.9
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

     

濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.2 R3.10.6 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.1 R4.3.2 最高 最低 平均
雨 雨 曇 晴／曇 雪 曇 曇 － － －

24.3 19.0 13.9 8.9 -0.7 3.3 6.5 31.1 -0.7 15.6
27.2 24.1 18.8 13.9 7.3 7.8 7.2 27.2 7.2 17.1

3 1 0 4 1 1 1 7 0 2
検出 検出 検出せず 検出 検出せず 検出 検出せず 検出 検出せず 7回検出

 <0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.42   0.62   0.62 0.42 0.50
 0.08   <0.08   0.08 <0.08 <0.08
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02
 <0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 6.4   7.4   7.4 5.7 6.3
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

6.0 5.7 6.1 6.3 10.1 10.8 11.5 11.5 4.2 7.0
 23   28   28 20 23
 56   57   61 49 56
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.3 <0.3 <0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.5 <0.3 <0.3
6.8 6.6 6.7 6.9 6.7 6.7 6.7 6.9 6.6 6.7

      
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

0.5 0.6 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 0.9 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

       

－27－－26－



原水
叶２号水源

単位 水道水の水質基準 R3.4.5 R3.5.6 R3.6.1 R3.7.14 R3.8.16
－ － 晴 晴 晴 晴 曇
℃ － 11.7 19.2 23.2 31.1 26.8
℃ － 14.6 16.4 19.9 24.6 25.7

個/mL 100以下 0 1 2 5 1
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出

mg/L 0.003以下 <0.0003   <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 0.42   0.50  
mg/L 0.8以下 <0.08   <0.08  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.002以下 <0.0002   <0.0002  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  

mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  

mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.6以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.06以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.09以下      
mg/L 0.08以下      
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02   <0.02  
mg/L 0.3以下 <0.03   <0.03  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 200以下 6.0   5.6  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  
mg/L 200以下 6.3 6.5 6.9 5.5 4.3
mg/L 300以下 22   22  
mg/L 500以下 65   54  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 0.3 0.3 0.4 0.6

5.8-8.6 6.6 6.7 6.6 6.8 6.8
異常でないこと      
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 0.6 0.5 1.1 1.4
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

     

濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.2 R3.10.6 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.1 R4.3.2 最高 最低 平均
雨 雨 曇 晴／曇 雪 曇 曇 － － －

24.3 19.0 13.9 8.9 -0.7 3.3 6.5 31.1 -0.7 15.6
27.3 24.7 19.1 14.3 6.8 7.5 7.0 27.3 6.8 17.3

6 2 0 3 0 1 1 6 0 2
検出 検出せず 検出せず 検出 検出せず 検出せず 検出せず 検出 検出せず 3回検出

 <0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.38   0.57   0.57 0.38 0.47
 <0.08   <0.08   <0.08 <0.08 <0.08
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02
 <0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 6.7   7.6   7.6 5.6 6.5
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

6.1 5.9 6.4 6.4 10.4 10.8 11.4 11.4 4.3 7.2
 25   28   28 22 24
 60   69   69 54 62
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.3 <0.3 <0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.6 <0.3 <0.3
6.6 6.7 6.7 6.8 6.7 6.6 6.7 6.8 6.6 6.7

      
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

0.6 0.6 0.5 0.6 <0.5 <0.5 0.6 1.4 <0.5 0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

       

－29－－28－



原水
叶２号水源

単位 水道水の水質基準 R3.4.5 R3.5.6 R3.6.1 R3.7.14 R3.8.16
－ － 晴 晴 晴 晴 曇
℃ － 11.7 19.2 23.2 31.1 26.8
℃ － 14.6 16.4 19.9 24.6 25.7

個/mL 100以下 0 1 2 5 1
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出

mg/L 0.003以下 <0.0003   <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 0.42   0.50  
mg/L 0.8以下 <0.08   <0.08  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.002以下 <0.0002   <0.0002  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  

mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  

mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.6以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.06以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.09以下      
mg/L 0.08以下      
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02   <0.02  
mg/L 0.3以下 <0.03   <0.03  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 200以下 6.0   5.6  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  
mg/L 200以下 6.3 6.5 6.9 5.5 4.3
mg/L 300以下 22   22  
mg/L 500以下 65   54  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 0.3 0.3 0.4 0.6

5.8-8.6 6.6 6.7 6.6 6.8 6.8
異常でないこと      
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 0.6 0.5 1.1 1.4
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

     

濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.2 R3.10.6 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.1 R4.3.2 最高 最低 平均
雨 雨 曇 晴／曇 雪 曇 曇 － － －

24.3 19.0 13.9 8.9 -0.7 3.3 6.5 31.1 -0.7 15.6
27.3 24.7 19.1 14.3 6.8 7.5 7.0 27.3 6.8 17.3

6 2 0 3 0 1 1 6 0 2
検出 検出せず 検出せず 検出 検出せず 検出せず 検出せず 検出 検出せず 3回検出

 <0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.38   0.57   0.57 0.38 0.47
 <0.08   <0.08   <0.08 <0.08 <0.08
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02
 <0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 6.7   7.6   7.6 5.6 6.5
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

6.1 5.9 6.4 6.4 10.4 10.8 11.4 11.4 4.3 7.2
 25   28   28 22 24
 60   69   69 54 62
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.3 <0.3 <0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.6 <0.3 <0.3
6.6 6.7 6.7 6.8 6.7 6.6 6.7 6.8 6.6 6.7

      
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

0.6 0.6 0.5 0.6 <0.5 <0.5 0.6 1.4 <0.5 0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

       

－29－－28－



原水
向国安水源

単位 水道水の水質基準 R3.4.5 R3.5.6 R3.6.1 R3.7.14 R3.8.16
－ － 晴 晴 晴 晴 曇
℃ － 11.7 19.2 23.2 31.1 26.8
℃ － 13.1 15.2 16.5 20.2 21.8

個/mL 100以下 0 1 2 7 9
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出 検出

mg/L 0.003以下 <0.0003   <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 0.54   0.65  
mg/L 0.8以下 <0.08   0.09  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.002以下 <0.0002   <0.0002  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  

mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  

mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.6以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.06以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.09以下      
mg/L 0.08以下      
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02   <0.02  
mg/L 0.3以下 <0.03   <0.03  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 200以下 6.8   6.5  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  
mg/L 200以下 6.9 7.3 7.0 5.8 6.2
mg/L 300以下 28   27  
mg/L 500以下 70   64  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 0.4 0.6

5.8-8.6 6.6 6.6 6.6 6.8 6.5
異常でないこと      
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 0.8 1.7
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 0.2

     

濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.2 R3.10.6 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.1 R4.3.2 最高 最低 平均
雨 雨 曇 晴／曇 雪 曇 曇 － － －

24.3 19.0 13.9 8.9 -0.7 3.3 6.5 31.1 -0.7 15.6
22.3 20.7 17.9 14.2 9.5 10.4 10.3 22.3 9.5 16.0

6 5 1 3 2 1 1 9 0 3
検出 検出 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出 検出せず 4回検出

 <0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.46   0.91   0.91 0.46 0.64
 <0.08   <0.08   0.09 <0.08 <0.08
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02
 <0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 7.3   8.1   8.1 6.5 7.2
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

6.3 6.7 6.9 6.3 9.3 10.4 11.1 11.1 5.8 7.5
 30   35   35 27 30
 59   67   70 59 65
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 0.3 <0.3 0.3 <0.3 0.6 <0.3 <0.3
6.4 6.7 6.5 6.7 6.6 6.5 6.8 6.8 6.4 6.6

      
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

0.5 <0.5 <0.5 0.9 0.8 <0.5 <0.5 1.7 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 0.1 0.3 <0.1 <0.1 0.3 <0.1 <0.1

       

－31－－30－



原水
向国安水源

単位 水道水の水質基準 R3.4.5 R3.5.6 R3.6.1 R3.7.14 R3.8.16
－ － 晴 晴 晴 晴 曇
℃ － 11.7 19.2 23.2 31.1 26.8
℃ － 13.1 15.2 16.5 20.2 21.8

個/mL 100以下 0 1 2 7 9
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出 検出

mg/L 0.003以下 <0.0003   <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 0.54   0.65  
mg/L 0.8以下 <0.08   0.09  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.002以下 <0.0002   <0.0002  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  

mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  

mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.6以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.06以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.09以下      
mg/L 0.08以下      
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02   <0.02  
mg/L 0.3以下 <0.03   <0.03  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 200以下 6.8   6.5  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  
mg/L 200以下 6.9 7.3 7.0 5.8 6.2
mg/L 300以下 28   27  
mg/L 500以下 70   64  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 0.4 0.6

5.8-8.6 6.6 6.6 6.6 6.8 6.5
異常でないこと      
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 0.8 1.7
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 0.2

     

濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.2 R3.10.6 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.1 R4.3.2 最高 最低 平均
雨 雨 曇 晴／曇 雪 曇 曇 － － －

24.3 19.0 13.9 8.9 -0.7 3.3 6.5 31.1 -0.7 15.6
22.3 20.7 17.9 14.2 9.5 10.4 10.3 22.3 9.5 16.0

6 5 1 3 2 1 1 9 0 3
検出 検出 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出 検出せず 4回検出

 <0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.46   0.91   0.91 0.46 0.64
 <0.08   <0.08   0.09 <0.08 <0.08
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02
 <0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 7.3   8.1   8.1 6.5 7.2
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

6.3 6.7 6.9 6.3 9.3 10.4 11.1 11.1 5.8 7.5
 30   35   35 27 30
 59   67   70 59 65
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 0.3 <0.3 0.3 <0.3 0.6 <0.3 <0.3
6.4 6.7 6.5 6.7 6.6 6.5 6.8 6.8 6.4 6.6

      
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

0.5 <0.5 <0.5 0.9 0.8 <0.5 <0.5 1.7 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 0.1 0.3 <0.1 <0.1 0.3 <0.1 <0.1

       

－31－－30－



　原水
　　　向国安系原水　(向国安系さく井)

さく井1号 さく井2号 さく井3号
項　　　　目 単位 水道水の水質基準 R3.6.7 R3.6.7 R3.6.7

天候 － － 晴 晴 晴
気温 ℃ － 27.8 27.8 27.8
水温 ℃ － 18.2 18.0 17.9

一般細菌 個/mL 100以下 1 1 0
大腸菌 検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず

カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003
水銀及びその化合物 mg/L 0.0005以下 <0.00005 <0.00005 <0.00005
セレン及びその化合物 mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
鉛及びその化合物 mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
六価クロム化合物 mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002
亜硝酸態窒素 mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004

シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10以下 0.42 0.62 0.32

フッ素及びその化合物 mg/L 0.8以下 <0.08 <0.08 <0.08
ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1

四塩化炭素 mg/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002
1,4-ジオキサン mg/L 0.003以下 <0.005 <0.005 <0.005

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

㎎/L 0.004以下 <0.004 <0.004 <0.004
ジクロロメタン mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002

テトラクロロエチレン mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
トリクロロエチレン mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001

ベンゼン mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
塩素酸 mg/L 0.6以下    

クロロ酢酸 mg/L 0.02以下    
クロロホルム mg/L 0.06以下    
ジクロロ酢酸 mg/L 0.03以下    

ジブロモクロロメタン mg/L 0.1以下    
臭素酸 mg/L 0.01以下    

総トリハロメタン mg/L 0.1以下    
トリクロロ酢酸 mg/L 0.03以下    

ブロモジクロロメタン mg/L 0.03以下    
ブロモホルム mg/L 0.09以下    

ホルムアルデヒド mg/L 0.08以下    
亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1

アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02
鉄及びその化合物 mg/L 0.3以下 0.29 <0.03 0.25
銅及びその化合物 mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1

ナトリウム及びその化合物 mg/L 200以下 10.5 8.6 11.1
マンガン及びその化合物 mg/L 0.05以下 0.029 <0.005 0.021

塩化物イオン mg/L 200以下 9.6 8.0 9.4
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) mg/L 300以下 51 37 49

蒸発残留物 mg/L 500以下 100 88 88
陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02

ジェオスミン mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001
2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001

非イオン界面活性剤 mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002
フェノール類 mg/L 0.005以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005

有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3
ｐＨ値 5.8-8.6 6.5 6.6 6.6
味 異常でないこと    
臭気 異常でないこと 沼沢臭 異常なし 異常なし
色度 度 5度以下 0.6 <0.5 <0.5
濁度 度 2度以下 0.2 <0.1 <0.1

クリーンベンチ（細菌培養室）
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　原水
　　　向国安系原水　(向国安系さく井)

さく井1号 さく井2号 さく井3号
項　　　　目 単位 水道水の水質基準 R3.6.7 R3.6.7 R3.6.7

天候 － － 晴 晴 晴
気温 ℃ － 27.8 27.8 27.8
水温 ℃ － 18.2 18.0 17.9

一般細菌 個/mL 100以下 1 1 0
大腸菌 検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず

カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003
水銀及びその化合物 mg/L 0.0005以下 <0.00005 <0.00005 <0.00005
セレン及びその化合物 mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
鉛及びその化合物 mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
六価クロム化合物 mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002
亜硝酸態窒素 mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004

シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10以下 0.42 0.62 0.32

フッ素及びその化合物 mg/L 0.8以下 <0.08 <0.08 <0.08
ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1

四塩化炭素 mg/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002
1,4-ジオキサン mg/L 0.003以下 <0.005 <0.005 <0.005

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

㎎/L 0.004以下 <0.004 <0.004 <0.004
ジクロロメタン mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002

テトラクロロエチレン mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
トリクロロエチレン mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001

ベンゼン mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
塩素酸 mg/L 0.6以下    

クロロ酢酸 mg/L 0.02以下    
クロロホルム mg/L 0.06以下    
ジクロロ酢酸 mg/L 0.03以下    

ジブロモクロロメタン mg/L 0.1以下    
臭素酸 mg/L 0.01以下    

総トリハロメタン mg/L 0.1以下    
トリクロロ酢酸 mg/L 0.03以下    

ブロモジクロロメタン mg/L 0.03以下    
ブロモホルム mg/L 0.09以下    

ホルムアルデヒド mg/L 0.08以下    
亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1

アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02
鉄及びその化合物 mg/L 0.3以下 0.29 <0.03 0.25
銅及びその化合物 mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1

ナトリウム及びその化合物 mg/L 200以下 10.5 8.6 11.1
マンガン及びその化合物 mg/L 0.05以下 0.029 <0.005 0.021

塩化物イオン mg/L 200以下 9.6 8.0 9.4
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) mg/L 300以下 51 37 49

蒸発残留物 mg/L 500以下 100 88 88
陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02

ジェオスミン mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001
2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001

非イオン界面活性剤 mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002
フェノール類 mg/L 0.005以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005

有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3
ｐＨ値 5.8-8.6 6.5 6.6 6.6
味 異常でないこと    
臭気 異常でないこと 沼沢臭 異常なし 異常なし
色度 度 5度以下 0.6 <0.5 <0.5
濁度 度 2度以下 0.2 <0.1 <0.1

クリーンベンチ（細菌培養室）

－33－－32－



原水
江山浄水場　原水槽

単位 水道水の水質基準 R3.4.5 R3.5.6 R3.6.1 R3.7.14 R3.8.16
－ － 晴 晴 晴 晴 曇
℃ － 11.7 19.2 23.2 31.1 26.8
℃ － 12.8 14.9 18.1 20.1 21.3

個/mL 100以下 2 3 3 19 30
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出 検出

mg/L 0.003以下 <0.0003   <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 0.46   0.57  
mg/L 0.8以下 <0.08   <0.08  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.002以下 <0.0002   <0.0002  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  

mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  

mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.6以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.06以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.09以下      
mg/L 0.08以下      
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02   <0.02  
mg/L 0.3以下 <0.03   0.05  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 200以下 6.3   5.9  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  
mg/L 200以下 6.4 6.6 6.8 5.6 4.9
mg/L 300以下 24   23  
mg/L 500以下 61   41  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 0.3 0.4 0.6

5.8-8.6 6.6 6.7 6.6 6.8 6.5
異常でないこと      
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 3.7 3.2 0.8 2.3
度 2度以下 <0.1 1.6 1.4 4.0 0.7濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.2 R3.10.6 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.1 R4.3.2 最高 最低 平均
雨 雨 曇 晴／曇 雪 曇 曇 － － －

24.3 19.0 13.9 8.9 -0.7 3.3 6.5 31.1 -0.7 15.6
22.5 21.0 17.3 13.7 9.3 9.2 9.2 22.5 9.2 15.8

13 3 0 3 5 0 1 30 0 7
検出 検出 検出せず 検出 検出 検出せず 検出せず 検出 検出せず 6回検出

 <0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.42   0.74   0.74 0.42 0.55
 0.09   <0.08   0.09 <0.08 <0.08
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02
 <0.03   <0.03   0.05 <0.03 <0.03
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 6.8   7.8   7.8 5.9 6.7
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

6.2 6.2 6.5 6.4 9.8 10.7 11.4 11.4 4.9 7.3
 26   30   30 23 26
 60   59   61 41 55
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.4 0.3 0.6 <0.3 <0.3
6.3 6.7 6.6 6.8 6.7 6.6 6.7 6.8 6.3 6.6

      
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

0.7 1.2 <0.5 <0.5 1.4 <0.5 0.5 3.7 <0.5 1.2
<0.1 0.4 <0.1 <0.1 0.6 <0.1 0.2 4.0 <0.1 0.7

－35－－34－



原水
江山浄水場　原水槽

単位 水道水の水質基準 R3.4.5 R3.5.6 R3.6.1 R3.7.14 R3.8.16
－ － 晴 晴 晴 晴 曇
℃ － 11.7 19.2 23.2 31.1 26.8
℃ － 12.8 14.9 18.1 20.1 21.3

個/mL 100以下 2 3 3 19 30
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出 検出

mg/L 0.003以下 <0.0003   <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 0.46   0.57  
mg/L 0.8以下 <0.08   <0.08  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.002以下 <0.0002   <0.0002  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  

mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  

mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.6以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.06以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.09以下      
mg/L 0.08以下      
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02   <0.02  
mg/L 0.3以下 <0.03   0.05  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 200以下 6.3   5.9  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  
mg/L 200以下 6.4 6.6 6.8 5.6 4.9
mg/L 300以下 24   23  
mg/L 500以下 61   41  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 0.3 0.4 0.6

5.8-8.6 6.6 6.7 6.6 6.8 6.5
異常でないこと      
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 3.7 3.2 0.8 2.3
度 2度以下 <0.1 1.6 1.4 4.0 0.7濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.2 R3.10.6 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.1 R4.3.2 最高 最低 平均
雨 雨 曇 晴／曇 雪 曇 曇 － － －

24.3 19.0 13.9 8.9 -0.7 3.3 6.5 31.1 -0.7 15.6
22.5 21.0 17.3 13.7 9.3 9.2 9.2 22.5 9.2 15.8

13 3 0 3 5 0 1 30 0 7
検出 検出 検出せず 検出 検出 検出せず 検出せず 検出 検出せず 6回検出

 <0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.42   0.74   0.74 0.42 0.55
 0.09   <0.08   0.09 <0.08 <0.08
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02
 <0.03   <0.03   0.05 <0.03 <0.03
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 6.8   7.8   7.8 5.9 6.7
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

6.2 6.2 6.5 6.4 9.8 10.7 11.4 11.4 4.9 7.3
 26   30   30 23 26
 60   59   61 41 55
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.4 0.3 0.6 <0.3 <0.3
6.3 6.7 6.6 6.8 6.7 6.6 6.7 6.8 6.3 6.6

      
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

0.7 1.2 <0.5 <0.5 1.4 <0.5 0.5 3.7 <0.5 1.2
<0.1 0.4 <0.1 <0.1 0.6 <0.1 0.2 4.0 <0.1 0.7

－35－－34－



浄水
江山浄水場　緊急遮断弁室

単位 水道水の水質基準 R3.4.6 R3.5.12 R3.6.7 R3.7.5 R3.8.18
－ － 晴 曇 晴 雨 曇／雨
℃ － 12.7 21.5 27.8 25.2 24.8
℃ － 13.7 15.5 17.7 20.5 21.4

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003   <0.0003
mg/L 0.0005以下  <0.00005    
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  0.42   0.70
mg/L 0.8以下  <0.08   <0.08
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.002以下  <0.0002   <0.0002
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005

mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004

mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下 0.002 0.002 0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.3以下  <0.03   <0.03
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 200以下  9.9   11.8
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005
mg/L 200以下 7.1 7.7 7.6 7.9 6.7
mg/L 300以下  27   24
mg/L 500以下  76   84
mg/L 0.2以下  <0.02    
mg/L 0.00001以下  <0.000001    
mg/L 0.00001以下  <0.000001    
mg/L 0.02以下  <0.002    
mg/L 0.005以下  <0.0005    
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.4

5.8-8.6 7.0 7.2 7.1 7.1 7.0
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.45 0.57 0.55 0.50 0.75
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.7 R3.10.5 R3.11.10 R3.12.6 R4.1.6 R4.2.8 R4.3.2 最高 最低 平均
曇 晴 晴 曇 晴 雨／晴 曇 － － －

21.3 28.1 14.8 6.4 2.4 3.1 6.5 28.1 2.4 16.2
22.1 21.6 16.9 12.7 9.4 8.8 8.4 22.1 8.4 15.7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

  <0.0003   <0.0003  <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  0.46   0.56  0.70 0.42 0.54
  0.13   0.08  0.13 <0.08 <0.08
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.0002   <0.0002  <0.0002 <0.0002 <0.0002
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004

  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.02   <0.02  <0.02 <0.02 <0.02
  <0.03   <0.03  <0.03 <0.03 <0.03
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  11.3   11.1  11.8 9.9 11.0
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

6.9 7.2 7.0 7.1 11.1 11.8 12.1 12.1 6.7 8.4
  28   29  29 24 27
  85   91  91 76 84
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.7 <0.3 0.7 <0.3 <0.3
6.8 7.0 7.2 7.2 7.2 7.1 7.0 7.2 6.8 7.1

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.64 0.55 0.55 0.53 0.50 0.48 0.52 0.75 0.45 0.55

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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浄水
江山浄水場　緊急遮断弁室

単位 水道水の水質基準 R3.4.6 R3.5.12 R3.6.7 R3.7.5 R3.8.18
－ － 晴 曇 晴 雨 曇／雨
℃ － 12.7 21.5 27.8 25.2 24.8
℃ － 13.7 15.5 17.7 20.5 21.4

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003   <0.0003
mg/L 0.0005以下  <0.00005    
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  0.42   0.70
mg/L 0.8以下  <0.08   <0.08
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.002以下  <0.0002   <0.0002
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005

mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004

mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下 0.002 0.002 0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.3以下  <0.03   <0.03
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 200以下  9.9   11.8
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005
mg/L 200以下 7.1 7.7 7.6 7.9 6.7
mg/L 300以下  27   24
mg/L 500以下  76   84
mg/L 0.2以下  <0.02    
mg/L 0.00001以下  <0.000001    
mg/L 0.00001以下  <0.000001    
mg/L 0.02以下  <0.002    
mg/L 0.005以下  <0.0005    
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.4

5.8-8.6 7.0 7.2 7.1 7.1 7.0
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.45 0.57 0.55 0.50 0.75
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.7 R3.10.5 R3.11.10 R3.12.6 R4.1.6 R4.2.8 R4.3.2 最高 最低 平均
曇 晴 晴 曇 晴 雨／晴 曇 － － －

21.3 28.1 14.8 6.4 2.4 3.1 6.5 28.1 2.4 16.2
22.1 21.6 16.9 12.7 9.4 8.8 8.4 22.1 8.4 15.7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

  <0.0003   <0.0003  <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  0.46   0.56  0.70 0.42 0.54
  0.13   0.08  0.13 <0.08 <0.08
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.0002   <0.0002  <0.0002 <0.0002 <0.0002
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004

  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.02   <0.02  <0.02 <0.02 <0.02
  <0.03   <0.03  <0.03 <0.03 <0.03
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  11.3   11.1  11.8 9.9 11.0
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

6.9 7.2 7.0 7.1 11.1 11.8 12.1 12.1 6.7 8.4
  28   29  29 24 27
  85   91  91 76 84
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.7 <0.3 0.7 <0.3 <0.3
6.8 7.0 7.2 7.2 7.2 7.1 7.0 7.2 6.8 7.1

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.64 0.55 0.55 0.53 0.50 0.48 0.52 0.75 0.45 0.55

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
円通寺（米里配水池系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.7 R3.5.6 R3.6.9 R3.7.12 R3.8.16
－ － 晴 晴 晴 雨 曇
℃ － 18.0 19.2 25.1 23.5 26.8
℃ － 14.1 17.3 23.9 23.9 26.3

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下   <0.00005   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   0.49   
mg/L 0.8以下   <0.08   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下 0.002 0.002 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.1以下   0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   10.9   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 7.0 7.4 7.8 6.9 6.7
mg/L 300以下   29   
mg/L 500以下   81   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.005以下   <0.0005   
mg/L 3以下 <0.3 0.3 <0.3 0.6 0.4

5.8-8.6 7.2 7.2 7.2 7.2 6.9
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.30 0.23 0.20 0.11 0.15
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.15 R3.10.18 R3.11.24 R3.12.8 R4.1.11 R4.2.2 R4.3.14 最高 最低 平均
晴 晴 雨 曇 雨 晴 雨 － － －

25.6 15.3 8.2 12.3 6.6 2.1 14.7 26.8 2.1 16.4
26.4 23.1 10.4 12.3 6.7 6.4 11.7 26.4 6.4 16.9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.47   0.60   0.55 0.60 0.47 0.53
0.08   0.10   <0.08 0.10 <0.08 <0.08
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001
0.02   <0.01   <0.01 0.02 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
0.005   <0.003   <0.003 0.005 <0.003 <0.003

<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
<0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
11.0   9.8   11.2 11.2 9.8 10.7

<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
6.5 7.2 7.6 7.2 11.3 10.9 10.7 11.3 6.5 8.1
26   27   28 29 26 28
86   70   72 86 70 77

       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 0.6 <0.3 <0.3
7.1 7.3 7.1 7.3 7.3 6.8 6.9 7.3 6.8 7.1

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.25 0.29 0.20 0.27 0.34 0.37 0.29 0.37 0.11 0.25

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
円通寺（米里配水池系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.7 R3.5.6 R3.6.9 R3.7.12 R3.8.16
－ － 晴 晴 晴 雨 曇
℃ － 18.0 19.2 25.1 23.5 26.8
℃ － 14.1 17.3 23.9 23.9 26.3

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下   <0.00005   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   0.49   
mg/L 0.8以下   <0.08   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下 0.002 0.002 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.1以下   0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   10.9   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 7.0 7.4 7.8 6.9 6.7
mg/L 300以下   29   
mg/L 500以下   81   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.005以下   <0.0005   
mg/L 3以下 <0.3 0.3 <0.3 0.6 0.4

5.8-8.6 7.2 7.2 7.2 7.2 6.9
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.30 0.23 0.20 0.11 0.15
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.15 R3.10.18 R3.11.24 R3.12.8 R4.1.11 R4.2.2 R4.3.14 最高 最低 平均
晴 晴 雨 曇 雨 晴 雨 － － －

25.6 15.3 8.2 12.3 6.6 2.1 14.7 26.8 2.1 16.4
26.4 23.1 10.4 12.3 6.7 6.4 11.7 26.4 6.4 16.9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.47   0.60   0.55 0.60 0.47 0.53
0.08   0.10   <0.08 0.10 <0.08 <0.08
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001
0.02   <0.01   <0.01 0.02 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
0.005   <0.003   <0.003 0.005 <0.003 <0.003

<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
<0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
11.0   9.8   11.2 11.2 9.8 10.7

<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
6.5 7.2 7.6 7.2 11.3 10.9 10.7 11.3 6.5 8.1
26   27   28 29 26 28
86   70   72 86 70 77

       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 0.6 <0.3 <0.3
7.1 7.3 7.1 7.3 7.3 6.8 6.9 7.3 6.8 7.1

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.25 0.29 0.20 0.27 0.34 0.37 0.29 0.37 0.11 0.25

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－39－－38－



給水栓水
浜坂八丁目（中ノ郷配水池系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.6 R3.5.12 R3.6.7 R3.7.5 R3.8.18
－ － 晴 曇 晴 雨 曇／雨
℃ － 12.7 21.5 27.8 25.2 24.8
℃ － 15.0 17.1 20.4 23.5 25.7

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003   <0.0003
mg/L 0.0005以下  <0.00005    
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  0.42   0.78
mg/L 0.8以下  0.09   0.09
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.002以下  <0.0002   <0.0002
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005

mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004

mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下 0.002 0.002 0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   0.004
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.3以下  <0.03   <0.03
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 200以下  10.0   12.3
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005
mg/L 200以下 7.3 7.7 7.8 8.0 6.5
mg/L 300以下  28   29
mg/L 500以下  75   96
mg/L 0.2以下  <0.02    
mg/L 0.00001以下  <0.000001    
mg/L 0.00001以下  <0.000001    
mg/L 0.02以下  <0.002    
mg/L 0.005以下  <0.0005    
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.5

5.8-8.6 7.1 7.4 7.0 7.0 7.0
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.44 0.39 0.37 0.34 0.41
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.7 R3.10.5 R3.11.10 R3.12.6 R4.1.6 R4.2.8 R4.3.2 最高 最低 平均
曇 晴 晴 曇 晴 雨／晴 曇 － － －

21.3 28.1 14.8 6.4 2.4 3.1 6.5 28.1 2.4 16.2
25.5 24.0 18.6 13.7 9.6 7.9 8.1 25.7 7.9 17.4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

  <0.0003   <0.0003  <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  0.43   0.57  0.78 0.42 0.55
  0.10   <0.08  0.10 <0.08 <0.08
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.0002   <0.0002  <0.0002 <0.0002 <0.0002
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004

  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  0.004 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.02   <0.02  <0.02 <0.02 <0.02
  <0.03   <0.03  <0.03 <0.03 <0.03
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  11.7   11.1  12.3 10.0 11.3
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

7.0 7.1 7.4 7.0 10.3 11.1 12.5 12.5 6.5 8.3
  31   29  31 28 29
  88   84  96 75 86
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 <0.3 0.5 <0.3 <0.3
7.1 7.1 7.2 7.2 7.1 7.3 7.1 7.4 7.0 7.1

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.39 0.35 0.49 0.42 0.42 0.43 0.45 0.49 0.34 0.41

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－41－－40－



給水栓水
浜坂八丁目（中ノ郷配水池系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.6 R3.5.12 R3.6.7 R3.7.5 R3.8.18
－ － 晴 曇 晴 雨 曇／雨
℃ － 12.7 21.5 27.8 25.2 24.8
℃ － 15.0 17.1 20.4 23.5 25.7

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003   <0.0003
mg/L 0.0005以下  <0.00005    
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  0.42   0.78
mg/L 0.8以下  0.09   0.09
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.002以下  <0.0002   <0.0002
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005

mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004

mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下 0.002 0.002 0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   0.004
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.3以下  <0.03   <0.03
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 200以下  10.0   12.3
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005
mg/L 200以下 7.3 7.7 7.8 8.0 6.5
mg/L 300以下  28   29
mg/L 500以下  75   96
mg/L 0.2以下  <0.02    
mg/L 0.00001以下  <0.000001    
mg/L 0.00001以下  <0.000001    
mg/L 0.02以下  <0.002    
mg/L 0.005以下  <0.0005    
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.5

5.8-8.6 7.1 7.4 7.0 7.0 7.0
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.44 0.39 0.37 0.34 0.41
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.7 R3.10.5 R3.11.10 R3.12.6 R4.1.6 R4.2.8 R4.3.2 最高 最低 平均
曇 晴 晴 曇 晴 雨／晴 曇 － － －

21.3 28.1 14.8 6.4 2.4 3.1 6.5 28.1 2.4 16.2
25.5 24.0 18.6 13.7 9.6 7.9 8.1 25.7 7.9 17.4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

  <0.0003   <0.0003  <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  0.43   0.57  0.78 0.42 0.55
  0.10   <0.08  0.10 <0.08 <0.08
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.0002   <0.0002  <0.0002 <0.0002 <0.0002
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004

  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  0.004 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.02   <0.02  <0.02 <0.02 <0.02
  <0.03   <0.03  <0.03 <0.03 <0.03
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  11.7   11.1  12.3 10.0 11.3
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

7.0 7.1 7.4 7.0 10.3 11.1 12.5 12.5 6.5 8.3
  31   29  31 28 29
  88   84  96 75 86
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 <0.3 0.5 <0.3 <0.3
7.1 7.1 7.2 7.2 7.1 7.3 7.1 7.4 7.0 7.1

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.39 0.35 0.49 0.42 0.42 0.43 0.45 0.49 0.34 0.41

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－41－－40－



給水栓水
福部町細川（湯山配水池系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.19 R3.5.24 R3.6.21 R3.7.19 R3.8.17
－ － 晴 雨 晴 晴 雨
℃ － 16.7 22.8 29.5 32.6 24.4
℃ － 16.1 21.9 24.9 28.4 28.3

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   0.51   
mg/L 0.8以下   <0.08   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下 0.002 0.001 0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   11.3   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 7.8 7.1 7.3 7.1 6.5
mg/L 300以下   29   
mg/L 500以下   74   
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 0.6 0.3 <0.3 0.4

5.8-8.6 7.1 7.0 7.0 7.2 7.2
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.37 0.17 0.27 0.34 0.19
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.8 R3.10.12 R3.11.8 R3.12.13 R4.1.18 R4.2.14 R4.3.7 最高 最低 平均
雨 雨 晴 曇／雨 雪 曇 曇 － － －

25.9 20.4 17.5 9.7 2.1 6.5 7.4 32.6 2.1 18.0
27.2 26.8 19.1 13.1 8.1 7.5 8.8 28.4 7.5 19.2

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.39   0.54   0.59 0.59 0.39 0.51
0.08   0.11   <0.08 0.11 <0.08 <0.08
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001
0.01   <0.01   <0.01 0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
0.004   <0.003   <0.003 0.004 <0.003 <0.003

<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
<0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
11.7   10.0   11.7 11.7 10.0 11.2

<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
6.9 7.2 7.4 7.1 10.5 11.9 11.9 11.9 6.5 8.2
26   26   29 29 26 28
84   71   107 107 71 84

<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.002       <0.002 <0.002 <0.002
<0.0005       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.4 0.4 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 0.6 <0.3 <0.3
7.4 6.9 7.2 7.2 7.6 7.3 7.3 7.6 6.9 7.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.38 0.23 0.39 0.41 0.36 0.38 0.33 0.41 0.17 0.32

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
福部町細川（湯山配水池系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.19 R3.5.24 R3.6.21 R3.7.19 R3.8.17
－ － 晴 雨 晴 晴 雨
℃ － 16.7 22.8 29.5 32.6 24.4
℃ － 16.1 21.9 24.9 28.4 28.3

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   0.51   
mg/L 0.8以下   <0.08   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下 0.002 0.001 0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   11.3   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 7.8 7.1 7.3 7.1 6.5
mg/L 300以下   29   
mg/L 500以下   74   
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 0.6 0.3 <0.3 0.4

5.8-8.6 7.1 7.0 7.0 7.2 7.2
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.37 0.17 0.27 0.34 0.19
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.8 R3.10.12 R3.11.8 R3.12.13 R4.1.18 R4.2.14 R4.3.7 最高 最低 平均
雨 雨 晴 曇／雨 雪 曇 曇 － － －

25.9 20.4 17.5 9.7 2.1 6.5 7.4 32.6 2.1 18.0
27.2 26.8 19.1 13.1 8.1 7.5 8.8 28.4 7.5 19.2

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.39   0.54   0.59 0.59 0.39 0.51
0.08   0.11   <0.08 0.11 <0.08 <0.08
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001
0.01   <0.01   <0.01 0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
0.004   <0.003   <0.003 0.004 <0.003 <0.003

<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
<0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
11.7   10.0   11.7 11.7 10.0 11.2

<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
6.9 7.2 7.4 7.1 10.5 11.9 11.9 11.9 6.5 8.2
26   26   29 29 26 28
84   71   107 107 71 84

<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.002       <0.002 <0.002 <0.002
<0.0005       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.4 0.4 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 0.6 <0.3 <0.3
7.4 6.9 7.2 7.2 7.6 7.3 7.3 7.6 6.9 7.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.38 0.23 0.39 0.41 0.36 0.38 0.33 0.41 0.17 0.32

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
覚寺（円護寺配水池系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.6 R3.5.12 R3.6.7 R3.7.5 R3.8.18
－ － 晴 曇 晴 雨 曇／雨
℃ － 12.7 21.5 27.8 25.2 24.8
℃ － 15.4 17.3 20.7 23.9 25.9

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003   0.0003
mg/L 0.0005以下  <0.00005    
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  0.42   0.76
mg/L 0.8以下  0.09   <0.08
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.002以下  <0.0002   <0.0002
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005

mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004

mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下 0.002 0.002 0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   0.005
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.3以下  <0.03   <0.03
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 200以下  9.9   12.3
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005
mg/L 200以下 7.2 7.6 8.1 8.1 6.5
mg/L 300以下  27   29
mg/L 500以下  76   106
mg/L 0.2以下  <0.02    
mg/L 0.00001以下  <0.000001    
mg/L 0.00001以下  <0.000001    
mg/L 0.02以下  <0.002    
mg/L 0.005以下  <0.0005    
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.5

5.8-8.6 7.1 7.2 7.0 7.0 7.1
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.24 0.37 0.36 0.42 0.31
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.7 R3.10.5 R3.11.10 R3.12.6 R4.1.6 R4.2.8 R4.3.2 最高 最低 平均
曇 晴 晴 曇 晴 雨／晴 曇 － － －

21.3 28.1 14.8 6.4 2.4 3.1 6.5 28.1 2.4 16.2
25.9 24.3 18.7 13.7 9.0 8.0 7.3 25.9 7.3 17.5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

  <0.0003   <0.0003  0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  0.45   0.57  0.76 0.42 0.55
  0.11   <0.08  0.11 <0.08 <0.08
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.0002   <0.0002  <0.0002 <0.0002 <0.0002
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004

  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  0.003   <0.003  0.005 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.02   <0.02  <0.02 <0.02 <0.02
  <0.03   <0.03  <0.03 <0.03 <0.03
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  11.5   10.9  12.3 9.9 11.2
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

7.0 7.0 7.5 7.0 10.3 11.1 12.3 12.3 6.5 8.3
  31   29  31 27 29
  89   94  106 76 91
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.4 <0.3 <0.3 0.3 <0.3 0.4 <0.3 0.5 <0.3 <0.3
7.1 7.2 7.4 7.3 7.2 7.3 7.2 7.4 7.0 7.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.38 0.30 0.41 0.39 0.40 0.40 0.40 0.42 0.24 0.36

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－45－－44－



給水栓水
覚寺（円護寺配水池系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.6 R3.5.12 R3.6.7 R3.7.5 R3.8.18
－ － 晴 曇 晴 雨 曇／雨
℃ － 12.7 21.5 27.8 25.2 24.8
℃ － 15.4 17.3 20.7 23.9 25.9

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003   0.0003
mg/L 0.0005以下  <0.00005    
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  0.42   0.76
mg/L 0.8以下  0.09   <0.08
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.002以下  <0.0002   <0.0002
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005

mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004

mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下 0.002 0.002 0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   0.005
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.3以下  <0.03   <0.03
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 200以下  9.9   12.3
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005
mg/L 200以下 7.2 7.6 8.1 8.1 6.5
mg/L 300以下  27   29
mg/L 500以下  76   106
mg/L 0.2以下  <0.02    
mg/L 0.00001以下  <0.000001    
mg/L 0.00001以下  <0.000001    
mg/L 0.02以下  <0.002    
mg/L 0.005以下  <0.0005    
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.5

5.8-8.6 7.1 7.2 7.0 7.0 7.1
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.24 0.37 0.36 0.42 0.31
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.7 R3.10.5 R3.11.10 R3.12.6 R4.1.6 R4.2.8 R4.3.2 最高 最低 平均
曇 晴 晴 曇 晴 雨／晴 曇 － － －

21.3 28.1 14.8 6.4 2.4 3.1 6.5 28.1 2.4 16.2
25.9 24.3 18.7 13.7 9.0 8.0 7.3 25.9 7.3 17.5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

  <0.0003   <0.0003  0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  0.45   0.57  0.76 0.42 0.55
  0.11   <0.08  0.11 <0.08 <0.08
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.0002   <0.0002  <0.0002 <0.0002 <0.0002
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004

  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  0.003   <0.003  0.005 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.02   <0.02  <0.02 <0.02 <0.02
  <0.03   <0.03  <0.03 <0.03 <0.03
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  11.5   10.9  12.3 9.9 11.2
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

7.0 7.0 7.5 7.0 10.3 11.1 12.3 12.3 6.5 8.3
  31   29  31 27 29
  89   94  106 76 91
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.4 <0.3 <0.3 0.3 <0.3 0.4 <0.3 0.5 <0.3 <0.3
7.1 7.2 7.4 7.3 7.2 7.3 7.2 7.4 7.0 7.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.38 0.30 0.41 0.39 0.40 0.40 0.40 0.42 0.24 0.36

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－45－－44－



給水栓水
滝山（小西谷配水池系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.7 R3.5.6 R3.6.9 R3.7.12 R3.8.16
－ － 晴 晴 晴 雨 曇
℃ － 18.0 19.2 25.1 23.5 26.8
℃ － 15.9 16.5 20.9 23.0 26.4

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下   <0.00005   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   0.50   
mg/L 0.8以下   <0.08   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下 0.002 0.002 0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.1以下   0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   11.4   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 7.3 7.7 7.9 7.2 6.8
mg/L 300以下   30   
mg/L 500以下   81   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.005以下   <0.0005   
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 0.3 0.5 0.4

5.8-8.6 7.2 7.3 7.3 7.2 7.3
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 0.8 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.31 0.26 0.24 0.15 0.26
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.15 R3.10.18 R3.11.24 R3.12.8 R4.1.11 R4.2.2 R4.3.14 最高 最低 平均
晴 晴 雨 曇 雨 晴 雨 － － －

25.6 15.3 8.2 12.3 6.6 2.1 14.7 26.8 2.1 16.4
25.3 23.8 15.9 13.1 9.9 8.9 10.7 26.4 8.9 17.5

0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.002   <0.001   <0.001 0.002 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.46   0.59   0.56 0.59 0.46 0.53
<0.08   0.10   <0.08 0.10 <0.08 <0.08
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001
0.01   <0.01   <0.01 0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
0.004   <0.003   <0.003 0.004 <0.003 <0.003

<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
<0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
11.1   10.0   11.4 11.4 10.0 11.0

<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
6.4 7.4 7.4 7.1 11.4 11.0 11.0 11.4 6.4 8.2
26   27   29 30 26 28
79   72   81 81 72 78

       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.5 <0.3 <0.3 0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.5 <0.3 <0.3
7.1 7.5 7.3 7.4 7.2 7.3 7.1 7.5 7.1 7.3

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.8 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.28 0.25 0.34 0.31 0.35 0.32 0.32 0.35 0.15 0.28

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
滝山（小西谷配水池系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.7 R3.5.6 R3.6.9 R3.7.12 R3.8.16
－ － 晴 晴 晴 雨 曇
℃ － 18.0 19.2 25.1 23.5 26.8
℃ － 15.9 16.5 20.9 23.0 26.4

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下   <0.00005   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   0.50   
mg/L 0.8以下   <0.08   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下 0.002 0.002 0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.1以下   0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   11.4   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 7.3 7.7 7.9 7.2 6.8
mg/L 300以下   30   
mg/L 500以下   81   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.005以下   <0.0005   
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 0.3 0.5 0.4

5.8-8.6 7.2 7.3 7.3 7.2 7.3
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 0.8 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.31 0.26 0.24 0.15 0.26
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.15 R3.10.18 R3.11.24 R3.12.8 R4.1.11 R4.2.2 R4.3.14 最高 最低 平均
晴 晴 雨 曇 雨 晴 雨 － － －

25.6 15.3 8.2 12.3 6.6 2.1 14.7 26.8 2.1 16.4
25.3 23.8 15.9 13.1 9.9 8.9 10.7 26.4 8.9 17.5

0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.002   <0.001   <0.001 0.002 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.46   0.59   0.56 0.59 0.46 0.53
<0.08   0.10   <0.08 0.10 <0.08 <0.08
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001
0.01   <0.01   <0.01 0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
0.004   <0.003   <0.003 0.004 <0.003 <0.003

<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
<0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
11.1   10.0   11.4 11.4 10.0 11.0

<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
6.4 7.4 7.4 7.1 11.4 11.0 11.0 11.4 6.4 8.2
26   27   29 30 26 28
79   72   81 81 72 78

       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.5 <0.3 <0.3 0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.5 <0.3 <0.3
7.1 7.5 7.3 7.4 7.2 7.3 7.1 7.5 7.1 7.3

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.8 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.28 0.25 0.34 0.31 0.35 0.32 0.32 0.35 0.15 0.28

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
国府町美歎（美歎配水池系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.7 R3.5.6 R3.6.9 R3.7.12 R3.8.16
－ － 晴 晴 晴 雨 曇
℃ － 18.0 19.2 25.1 23.5 26.8
℃ － 13.9 16.3 23.3 23.6 24.7

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下   <0.00005   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   0.50   
mg/L 0.8以下   0.10   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下 0.002 0.002 0.002 0.001 <0.001
mg/L 0.1以下   0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   0.004   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   11.1   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 7.3 7.8 8.2 7.6 7.3
mg/L 300以下   28   
mg/L 500以下   82   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.005以下   <0.0005   
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 0.5 0.4

5.8-8.6 7.2 7.3 7.4 7.0 7.2
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.27 0.20 0.19 0.15 0.31
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.15 R3.10.18 R3.11.24 R3.12.8 R4.1.11 R4.2.2 R4.3.14 最高 最低 平均
晴 晴 雨 曇 雨 晴 雨 － － －

25.6 15.3 8.2 12.3 6.6 2.1 14.7 26.8 2.1 16.4
24.5 20.8 11.5 9.9 6.1 5.0 11.0 24.7 5.0 15.9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.46   0.59   0.58 0.59 0.46 0.53
<0.08   0.09   <0.08 0.10 <0.08 <0.08
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001
0.01   <0.01   <0.01 0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
0.005   <0.003   <0.003 0.005 <0.003 <0.003

<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
<0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
12.3   10.1   11.1 12.3 10.1 11.2

<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
6.6 7.6 7.8 7.3 11.4 11.4 11.3 11.4 6.6 8.5
27   26   28 28 26 27
79   68   78 82 68 77

       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.3 <0.3 <0.3 0.3 0.3 <0.3 0.3 0.5 <0.3 <0.3
7.0 7.4 7.4 7.4 7.2 7.3 7.1 7.4 7.0 7.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.29 0.39 0.31 0.41 0.37 0.32 0.30 0.41 0.15 0.29

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
国府町美歎（美歎配水池系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.7 R3.5.6 R3.6.9 R3.7.12 R3.8.16
－ － 晴 晴 晴 雨 曇
℃ － 18.0 19.2 25.1 23.5 26.8
℃ － 13.9 16.3 23.3 23.6 24.7

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下   <0.00005   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   0.50   
mg/L 0.8以下   0.10   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下 0.002 0.002 0.002 0.001 <0.001
mg/L 0.1以下   0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   0.004   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   11.1   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 7.3 7.8 8.2 7.6 7.3
mg/L 300以下   28   
mg/L 500以下   82   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.005以下   <0.0005   
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 0.5 0.4

5.8-8.6 7.2 7.3 7.4 7.0 7.2
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.27 0.20 0.19 0.15 0.31
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.15 R3.10.18 R3.11.24 R3.12.8 R4.1.11 R4.2.2 R4.3.14 最高 最低 平均
晴 晴 雨 曇 雨 晴 雨 － － －

25.6 15.3 8.2 12.3 6.6 2.1 14.7 26.8 2.1 16.4
24.5 20.8 11.5 9.9 6.1 5.0 11.0 24.7 5.0 15.9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.46   0.59   0.58 0.59 0.46 0.53
<0.08   0.09   <0.08 0.10 <0.08 <0.08
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001
0.01   <0.01   <0.01 0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
0.005   <0.003   <0.003 0.005 <0.003 <0.003

<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
<0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
12.3   10.1   11.1 12.3 10.1 11.2

<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
6.6 7.6 7.8 7.3 11.4 11.4 11.3 11.4 6.6 8.5
27   26   28 28 26 27
79   68   78 82 68 77

       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.3 <0.3 <0.3 0.3 0.3 <0.3 0.3 0.5 <0.3 <0.3
7.0 7.4 7.4 7.4 7.2 7.3 7.1 7.4 7.0 7.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.29 0.39 0.31 0.41 0.37 0.32 0.30 0.41 0.15 0.29

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
国府町玉鉾（面影配水池系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.7 R3.5.6 R3.6.9 R3.7.12 R3.8.16
－ － 晴 晴 晴 雨 曇
℃ － 18.0 19.2 25.1 23.5 26.8
℃ － 14.8 17.2 22.7 23.9 27.1

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下   <0.00005   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   0.50   
mg/L 0.8以下   0.10   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下 0.002 0.002 0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   11.1   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 7.2 7.5 7.8 7.0 6.6
mg/L 300以下   29   
mg/L 500以下   81   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.005以下   <0.0005   
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 0.5 0.4

5.8-8.6 7.0 7.1 7.3 7.1 7.1
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.33 0.29 0.30 0.22 0.29
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.15 R3.10.18 R3.11.24 R3.12.8 R4.1.11 R4.2.2 R4.3.14 最高 最低 平均
晴 晴 雨 曇 雨 晴 雨 － － －

25.6 15.3 8.2 12.3 6.6 2.1 14.7 26.8 2.1 16.4
26.3 23.3 12.6 11.9 7.3 6.3 11.1 27.1 6.3 17.0

0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.47   0.59   0.57 0.59 0.47 0.53
0.08   0.11   <0.08 0.11 <0.08 <0.08
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001
0.01   <0.01   <0.01 0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
0.004   <0.003   <0.003 0.004 <0.003 <0.003

<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
<0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
11.1   9.9   11.1 11.1 9.9 10.8

<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
6.5 7.2 7.6 7.1 11.2 11.0 11.0 11.2 6.5 8.1
25   26   28 29 25 27
70   74   81 81 70 77

       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.3 <0.3 <0.3 0.3 <0.3 0.3 <0.3 0.5 <0.3 <0.3
6.9 7.3 7.2 7.3 7.2 7.2 7.0 7.3 6.9 7.1

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.22 0.33 0.32 0.33 0.37 0.39 0.35 0.39 0.22 0.31

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
国府町玉鉾（面影配水池系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.7 R3.5.6 R3.6.9 R3.7.12 R3.8.16
－ － 晴 晴 晴 雨 曇
℃ － 18.0 19.2 25.1 23.5 26.8
℃ － 14.8 17.2 22.7 23.9 27.1

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下   <0.00005   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   0.50   
mg/L 0.8以下   0.10   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下 0.002 0.002 0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   11.1   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 7.2 7.5 7.8 7.0 6.6
mg/L 300以下   29   
mg/L 500以下   81   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.005以下   <0.0005   
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 0.5 0.4

5.8-8.6 7.0 7.1 7.3 7.1 7.1
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.33 0.29 0.30 0.22 0.29
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.15 R3.10.18 R3.11.24 R3.12.8 R4.1.11 R4.2.2 R4.3.14 最高 最低 平均
晴 晴 雨 曇 雨 晴 雨 － － －

25.6 15.3 8.2 12.3 6.6 2.1 14.7 26.8 2.1 16.4
26.3 23.3 12.6 11.9 7.3 6.3 11.1 27.1 6.3 17.0

0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.47   0.59   0.57 0.59 0.47 0.53
0.08   0.11   <0.08 0.11 <0.08 <0.08
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001
0.01   <0.01   <0.01 0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
0.004   <0.003   <0.003 0.004 <0.003 <0.003

<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
<0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
11.1   9.9   11.1 11.1 9.9 10.8

<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
6.5 7.2 7.6 7.1 11.2 11.0 11.0 11.2 6.5 8.1
25   26   28 29 25 27
70   74   81 81 70 77

       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.3 <0.3 <0.3 0.3 <0.3 0.3 <0.3 0.5 <0.3 <0.3
6.9 7.3 7.2 7.3 7.2 7.2 7.0 7.3 6.9 7.1

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.22 0.33 0.32 0.33 0.37 0.39 0.35 0.39 0.22 0.31

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
湖山町西三丁目（桂見配水池系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.13 R3.5.17 R3.6.23 R3.7.19 R3.8.25
－ － 晴 雨 晴 晴 晴
℃ － 17.8 18.5 22.0 32.6 30.9
℃ － 15.3 19.1 22.2 25.3 25.5

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   0.50   
mg/L 0.8以下   0.09   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下 0.003 0.002 0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   11.3   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 7.6 7.8 7.0 7.0 7.0
mg/L 300以下   29   
mg/L 500以下   90   
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 0.3 0.4 0.4

5.8-8.6 7.0 7.0 7.1 7.1 7.1
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.41 0.45 0.31 0.41 0.54
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.27 R3.10.27 R3.11.15 R3.12.22 R4.1.17 R4.2.21 R4.3.22 最高 最低 平均
晴 曇 曇 雨 晴 曇／雪 雨 － － －

26.6 13.6 13.8 6.1 7.0 2.3 10.0 32.6 2.3 16.8
24.6 19.3 17.1 11.2 9.4 7.4 11.2 25.5 7.4 17.3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.43   0.57   0.58 0.58 0.43 0.52
0.09   <0.08   <0.08 0.09 <0.08 <0.08
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.003 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
<0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
10.8   9.7   8.3 11.3 8.3 10.0

<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
6.7 7.3 7.0 8.6 10.5 11.2 8.3 11.2 6.7 8.0
25   26   20 29 20 25
70   62   59 90 59 70

<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.002       <0.002 <0.002 <0.002
<0.0005       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.3 0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 0.3 0.4 <0.3 <0.3
7.0 7.2 7.1 7.1 6.9 7.1 7.0 7.2 6.9 7.1

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.46 0.40 0.45 0.46 0.35 0.42 0.32 0.54 0.31 0.41

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
湖山町西三丁目（桂見配水池系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.13 R3.5.17 R3.6.23 R3.7.19 R3.8.25
－ － 晴 雨 晴 晴 晴
℃ － 17.8 18.5 22.0 32.6 30.9
℃ － 15.3 19.1 22.2 25.3 25.5

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   0.50   
mg/L 0.8以下   0.09   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下 0.003 0.002 0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   11.3   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 7.6 7.8 7.0 7.0 7.0
mg/L 300以下   29   
mg/L 500以下   90   
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 0.3 0.4 0.4

5.8-8.6 7.0 7.0 7.1 7.1 7.1
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.41 0.45 0.31 0.41 0.54
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.27 R3.10.27 R3.11.15 R3.12.22 R4.1.17 R4.2.21 R4.3.22 最高 最低 平均
晴 曇 曇 雨 晴 曇／雪 雨 － － －

26.6 13.6 13.8 6.1 7.0 2.3 10.0 32.6 2.3 16.8
24.6 19.3 17.1 11.2 9.4 7.4 11.2 25.5 7.4 17.3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.43   0.57   0.58 0.58 0.43 0.52
0.09   <0.08   <0.08 0.09 <0.08 <0.08
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.003 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
<0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
10.8   9.7   8.3 11.3 8.3 10.0

<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
6.7 7.3 7.0 8.6 10.5 11.2 8.3 11.2 6.7 8.0
25   26   20 29 20 25
70   62   59 90 59 70

<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.002       <0.002 <0.002 <0.002
<0.0005       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.3 0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 0.3 0.4 <0.3 <0.3
7.0 7.2 7.1 7.1 6.9 7.1 7.0 7.2 6.9 7.1

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.46 0.40 0.45 0.46 0.35 0.42 0.32 0.54 0.31 0.41

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－53－－52－



給水栓水
大畑（吉岡配水池系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.13 R3.5.17 R3.6.23 R3.7.19 R3.8.25
－ － 晴 雨 晴 晴 晴
℃ － 17.8 18.5 22.0 32.6 30.9
℃ － 16.1 20.1 24.4 27.2 27.3

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   0.47   
mg/L 0.8以下   0.09   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下 0.002 0.002 0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.1以下   0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   0.005   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   11.6   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 7.3 7.7 7.5 7.4 7.0
mg/L 300以下   33   
mg/L 500以下   89   
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 0.4 0.4

5.8-8.6 7.2 7.1 7.3 7.2 7.1
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.30 0.25 0.29 0.23 0.31
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.27 R3.10.27 R3.11.15 R3.12.22 R4.1.17 R4.2.21 R4.3.22 最高 最低 平均
晴 曇 曇 雨 晴 曇／雪 雨 － － －

26.6 13.6 13.8 6.1 7.0 2.3 10.0 32.6 2.3 16.8
26.7 20.7 17.6 12.0 8.3 6.6 10.0 27.3 6.6 18.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.43   0.53   0.60 0.60 0.43 0.51
0.08   0.10   <0.08 0.10 <0.08 <0.08
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.12   <0.06   <0.06 0.12 <0.06 <0.06
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001
0.02   <0.01   <0.01 0.02 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
0.005   <0.003   <0.003 0.005 <0.003 <0.003

<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
<0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
11.0   10.2   10.0 11.6 10.0 10.7

<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
7.1 7.3 7.3 7.6 10.6 10.9 9.9 10.9 7.0 8.1
27   27   25 33 25 28
68   74   58 89 58 72

<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.002       <0.002 <0.002 <0.002
<0.0005       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 0.3 <0.3 <0.3 0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 <0.3
7.4 7.5 7.5 7.2 7.3 7.5 7.2 7.5 7.1 7.3

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.32 0.30 0.32 0.28 0.37 0.27 0.33 0.37 0.23 0.30

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
大畑（吉岡配水池系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.13 R3.5.17 R3.6.23 R3.7.19 R3.8.25
－ － 晴 雨 晴 晴 晴
℃ － 17.8 18.5 22.0 32.6 30.9
℃ － 16.1 20.1 24.4 27.2 27.3

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   0.47   
mg/L 0.8以下   0.09   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下 0.002 0.002 0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.1以下   0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   0.005   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   11.6   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 7.3 7.7 7.5 7.4 7.0
mg/L 300以下   33   
mg/L 500以下   89   
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 0.4 0.4

5.8-8.6 7.2 7.1 7.3 7.2 7.1
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.30 0.25 0.29 0.23 0.31
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.27 R3.10.27 R3.11.15 R3.12.22 R4.1.17 R4.2.21 R4.3.22 最高 最低 平均
晴 曇 曇 雨 晴 曇／雪 雨 － － －

26.6 13.6 13.8 6.1 7.0 2.3 10.0 32.6 2.3 16.8
26.7 20.7 17.6 12.0 8.3 6.6 10.0 27.3 6.6 18.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.43   0.53   0.60 0.60 0.43 0.51
0.08   0.10   <0.08 0.10 <0.08 <0.08
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.12   <0.06   <0.06 0.12 <0.06 <0.06
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001
0.02   <0.01   <0.01 0.02 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
0.005   <0.003   <0.003 0.005 <0.003 <0.003

<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
<0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
11.0   10.2   10.0 11.6 10.0 10.7

<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
7.1 7.3 7.3 7.6 10.6 10.9 9.9 10.9 7.0 8.1
27   27   25 33 25 28
68   74   58 89 58 72

<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.002       <0.002 <0.002 <0.002
<0.0005       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 0.3 <0.3 <0.3 0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 <0.3
7.4 7.5 7.5 7.2 7.3 7.5 7.2 7.5 7.1 7.3

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.32 0.30 0.32 0.28 0.37 0.27 0.33 0.37 0.23 0.30

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
賀露町北二丁目（賀露配水池系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.6 R3.5.12 R3.6.7 R3.7.5 R3.8.18
－ － 晴 曇 晴 雨 曇／雨
℃ － 12.7 21.5 27.8 25.2 24.8
℃ － 14.4 16.6 19.8 22.9 25.0

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003   <0.0003
mg/L 0.0005以下  <0.00005    
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  0.42   0.79
mg/L 0.8以下  0.08   0.09
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.002以下  <0.0002   <0.0002
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005

mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004

mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下 0.002 0.002 0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   0.005
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.3以下  <0.03   <0.03
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 200以下  9.8   12.1
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005
mg/L 200以下 7.3 7.7 7.7 8.1 6.5
mg/L 300以下  27   29
mg/L 500以下  75   96
mg/L 0.2以下  <0.02    
mg/L 0.00001以下  <0.000001    
mg/L 0.00001以下  <0.000001    
mg/L 0.02以下  <0.002    
mg/L 0.005以下  <0.0005    
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.5

5.8-8.6 7.1 7.1 6.9 7.0 7.1
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.44 0.38 0.37 0.37 0.30
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.7 R3.10.5 R3.11.10 R3.12.6 R4.1.6 R4.2.8 R4.3.2 最高 最低 平均
曇 晴 晴 曇 晴 雨／晴 曇 － － －

21.3 28.1 14.8 6.4 2.4 3.1 6.5 28.1 2.4 16.2
24.5 23.1 17.9 13.2 9.1 7.9 7.9 25.0 7.9 16.9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

  <0.0003   <0.0003  <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  0.44   0.57  0.79 0.42 0.56
  0.10   0.08  0.10 0.08 0.09
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.0002   <0.0002  <0.0002 <0.0002 <0.0002
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004

  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  0.005 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.02   <0.02  <0.02 <0.02 <0.02
  <0.03   <0.03  <0.03 <0.03 <0.03
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  11.3   11.0  12.1 9.8 11.1
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

6.7 7.1 7.6 7.1 10.3 11.1 12.4 12.4 6.5 8.3
  31   29  31 27 29
  92   86  96 75 87
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 0.5 <0.3 <0.3
7.2 7.4 7.2 7.2 7.2 7.5 7.3 7.5 6.9 7.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.37 0.45 0.47 0.41 0.44 0.43 0.45 0.47 0.30 0.41

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－57－－56－



給水栓水
賀露町北二丁目（賀露配水池系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.6 R3.5.12 R3.6.7 R3.7.5 R3.8.18
－ － 晴 曇 晴 雨 曇／雨
℃ － 12.7 21.5 27.8 25.2 24.8
℃ － 14.4 16.6 19.8 22.9 25.0

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003   <0.0003
mg/L 0.0005以下  <0.00005    
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  0.42   0.79
mg/L 0.8以下  0.08   0.09
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.002以下  <0.0002   <0.0002
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005

mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004

mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下 0.002 0.002 0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   0.005
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.3以下  <0.03   <0.03
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 200以下  9.8   12.1
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005
mg/L 200以下 7.3 7.7 7.7 8.1 6.5
mg/L 300以下  27   29
mg/L 500以下  75   96
mg/L 0.2以下  <0.02    
mg/L 0.00001以下  <0.000001    
mg/L 0.00001以下  <0.000001    
mg/L 0.02以下  <0.002    
mg/L 0.005以下  <0.0005    
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.5

5.8-8.6 7.1 7.1 6.9 7.0 7.1
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.44 0.38 0.37 0.37 0.30
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.7 R3.10.5 R3.11.10 R3.12.6 R4.1.6 R4.2.8 R4.3.2 最高 最低 平均
曇 晴 晴 曇 晴 雨／晴 曇 － － －

21.3 28.1 14.8 6.4 2.4 3.1 6.5 28.1 2.4 16.2
24.5 23.1 17.9 13.2 9.1 7.9 7.9 25.0 7.9 16.9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

  <0.0003   <0.0003  <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  0.44   0.57  0.79 0.42 0.56
  0.10   0.08  0.10 0.08 0.09
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.0002   <0.0002  <0.0002 <0.0002 <0.0002
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004

  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  0.005 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.02   <0.02  <0.02 <0.02 <0.02
  <0.03   <0.03  <0.03 <0.03 <0.03
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  11.3   11.0  12.1 9.8 11.1
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

6.7 7.1 7.6 7.1 10.3 11.1 12.4 12.4 6.5 8.3
  31   29  31 27 29
  92   86  96 75 87
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 0.5 <0.3 <0.3
7.2 7.4 7.2 7.2 7.2 7.5 7.3 7.5 6.9 7.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.37 0.45 0.47 0.41 0.44 0.43 0.45 0.47 0.30 0.41

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
内海中（末恒配水池系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.13 R3.5.17 R3.6.23 R3.7.19 R3.8.25
－ － 晴 雨 晴 晴 晴
℃ － 17.8 18.5 22.0 32.6 30.9
℃ － 16.0 20.3 24.8 27.3 27.2

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   0.49   
mg/L 0.8以下   <0.08   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下 0.002 0.002 0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.1以下   0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   11.1   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 7.7 7.8 6.9 7.0 6.9
mg/L 300以下   29   
mg/L 500以下   95   
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 0.3 0.4 0.4

5.8-8.6 7.2 7.2 7.1 7.2 7.0
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.35 0.35 0.26 0.38 0.46
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.27 R3.10.27 R3.11.15 R3.12.22 R4.1.17 R4.2.21 R4.3.22 最高 最低 平均
晴 曇 曇 雨 晴 曇／雪 雨 － － －

26.6 13.6 13.8 6.1 7.0 2.3 10.0 32.6 2.3 16.8
26.6 18.3 17.3 11.2 8.3 6.3 8.9 27.3 6.3 17.7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.43   0.56   0.58 0.58 0.43 0.52
0.09   <0.08   <0.08 0.09 <0.08 <0.08
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001
0.01   <0.01   <0.01 0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
0.004   <0.003   <0.003 0.004 <0.003 <0.003

<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
<0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
10.9   10.1   8.5 11.1 8.5 10.2

<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
6.8 7.3 7.1 8.6 10.7 11.1 8.2 11.1 6.8 8.0
26   27   20 29 20 26
71   74   62 95 62 76

<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.002       <0.002 <0.002 <0.002
<0.0005       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 0.4 <0.3 <0.3 0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 <0.3
7.0 7.2 7.1 7.3 7.0 7.3 7.2 7.3 7.0 7.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.35 0.35 0.39 0.40 0.39 0.21 0.45 0.46 0.21 0.36

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
内海中（末恒配水池系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.13 R3.5.17 R3.6.23 R3.7.19 R3.8.25
－ － 晴 雨 晴 晴 晴
℃ － 17.8 18.5 22.0 32.6 30.9
℃ － 16.0 20.3 24.8 27.3 27.2

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   0.49   
mg/L 0.8以下   <0.08   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下 0.002 0.002 0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.1以下   0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   11.1   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 7.7 7.8 6.9 7.0 6.9
mg/L 300以下   29   
mg/L 500以下   95   
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 0.3 0.4 0.4

5.8-8.6 7.2 7.2 7.1 7.2 7.0
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.35 0.35 0.26 0.38 0.46
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.27 R3.10.27 R3.11.15 R3.12.22 R4.1.17 R4.2.21 R4.3.22 最高 最低 平均
晴 曇 曇 雨 晴 曇／雪 雨 － － －

26.6 13.6 13.8 6.1 7.0 2.3 10.0 32.6 2.3 16.8
26.6 18.3 17.3 11.2 8.3 6.3 8.9 27.3 6.3 17.7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.43   0.56   0.58 0.58 0.43 0.52
0.09   <0.08   <0.08 0.09 <0.08 <0.08
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001
0.01   <0.01   <0.01 0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
0.004   <0.003   <0.003 0.004 <0.003 <0.003

<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
<0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
10.9   10.1   8.5 11.1 8.5 10.2

<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
6.8 7.3 7.1 8.6 10.7 11.1 8.2 11.1 6.8 8.0
26   27   20 29 20 26
71   74   62 95 62 76

<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.002       <0.002 <0.002 <0.002
<0.0005       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 0.4 <0.3 <0.3 0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 <0.3
7.0 7.2 7.1 7.3 7.0 7.3 7.2 7.3 7.0 7.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.35 0.35 0.39 0.40 0.39 0.21 0.45 0.46 0.21 0.36

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
西円通寺（下味野高地区配水池系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.13 R3.5.17 R3.6.23 R3.7.19 R3.8.25
－ － 晴 雨 晴 晴 晴
℃ － 17.8 18.5 22.0 32.6 30.9
℃ － 17.1 21.3 25.8 28.2 28.4

個/mL 100以下 1 0 0 0 1
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   0.49   
mg/L 0.8以下   <0.08   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下 0.003 0.002 0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.1以下   0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   0.004   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   11.3   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 7.7 8.1 6.9 7.0 7.0
mg/L 300以下   28   
mg/L 500以下   95   
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 0.3 0.4 0.4

5.8-8.6 7.1 6.8 7.1 7.0 7.2
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.35 0.32 0.24 0.30 0.41
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.27 R3.10.27 R3.11.15 R3.12.22 R4.1.17 R4.2.21 R4.3.22 最高 最低 平均
晴 曇 曇 雨 晴 曇／雪 雨 － － －

26.6 13.6 13.8 6.1 7.0 2.3 10.0 32.6 2.3 16.8
27.1 20.2 17.5 11.5 6.3 5.1 11.2 28.4 5.1 18.3

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.43   0.55   0.58 0.58 0.43 0.51
0.10   <0.08   <0.08 0.10 <0.08 <0.08
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.003 <0.001 <0.001
0.01   <0.01   <0.01 0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
0.004   <0.003   <0.003 0.004 <0.003 <0.003

<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
<0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
10.9   9.9   8.7 11.3 8.7 10.2

<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
7.1 7.4 7.1 7.8 10.2 10.5 8.4 10.5 6.9 7.9
26   26   20 28 20 25
81   78   57 95 57 78

<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.002       <0.002 <0.002 <0.002
<0.0005       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.3 0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 <0.3
7.2 7.2 7.2 7.4 7.3 7.1 7.2 7.4 6.8 7.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.36 0.39 0.30 0.35 0.35 0.39 0.39 0.41 0.24 0.35

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
西円通寺（下味野高地区配水池系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.13 R3.5.17 R3.6.23 R3.7.19 R3.8.25
－ － 晴 雨 晴 晴 晴
℃ － 17.8 18.5 22.0 32.6 30.9
℃ － 17.1 21.3 25.8 28.2 28.4

個/mL 100以下 1 0 0 0 1
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   0.49   
mg/L 0.8以下   <0.08   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下 0.003 0.002 0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.1以下   0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   0.004   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   11.3   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 7.7 8.1 6.9 7.0 7.0
mg/L 300以下   28   
mg/L 500以下   95   
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 0.3 0.4 0.4

5.8-8.6 7.1 6.8 7.1 7.0 7.2
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.35 0.32 0.24 0.30 0.41
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.27 R3.10.27 R3.11.15 R3.12.22 R4.1.17 R4.2.21 R4.3.22 最高 最低 平均
晴 曇 曇 雨 晴 曇／雪 雨 － － －

26.6 13.6 13.8 6.1 7.0 2.3 10.0 32.6 2.3 16.8
27.1 20.2 17.5 11.5 6.3 5.1 11.2 28.4 5.1 18.3

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.43   0.55   0.58 0.58 0.43 0.51
0.10   <0.08   <0.08 0.10 <0.08 <0.08
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.003 <0.001 <0.001
0.01   <0.01   <0.01 0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
0.004   <0.003   <0.003 0.004 <0.003 <0.003

<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
<0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
10.9   9.9   8.7 11.3 8.7 10.2

<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
7.1 7.4 7.1 7.8 10.2 10.5 8.4 10.5 6.9 7.9
26   26   20 28 20 25
81   78   57 95 57 78

<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.002       <0.002 <0.002 <0.002
<0.0005       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.3 0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 <0.3
7.2 7.2 7.2 7.4 7.3 7.1 7.2 7.4 6.8 7.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.36 0.39 0.30 0.35 0.35 0.39 0.39 0.41 0.24 0.35

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
湖山町東一丁目（徳尾配水池系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.13 R3.5.17 R3.6.23 R3.7.19 R3.8.25
－ － 晴 雨 晴 晴 晴
℃ － 17.8 18.5 22.0 32.6 30.9
℃ － 17.1 19.2 23.1 25.8 26.0

個/mL 100以下 0 20 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   0.50   
mg/L 0.8以下   0.09   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下 0.002 0.001 0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   11.3   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 7.5 8.0 7.1 7.1 7.0
mg/L 300以下   29   
mg/L 500以下   86   
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 0.4

5.8-8.6 7.1 7.0 7.1 7.0 7.3
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 0.7 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.41 0.42 0.34 0.44 0.50
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.27 R3.10.27 R3.11.15 R3.12.22 R4.1.17 R4.2.21 R4.3.22 最高 最低 平均
晴 曇 曇 雨 晴 曇／雪 雨 － － －

26.6 13.6 13.8 6.1 7.0 2.3 10.0 32.6 2.3 16.8
25.2 19.5 17.3 11.7 8.8 6.9 10.8 26.0 6.9 17.6

0 0 0 0 0 0 0 20 0 2
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.43   0.56   0.58 0.58 0.43 0.52
0.09   <0.08   <0.08 0.09 <0.08 <0.08
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
<0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
11.1   9.9   8.8 11.3 8.8 10.3

<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
6.8 7.2 7.1 8.6 10.9 11.5 8.3 11.5 6.8 8.1
26   27   20 29 20 26
80   69   55 86 55 73

<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.002       <0.002 <0.002 <0.002
<0.0005       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 <0.3
7.0 7.0 7.1 7.0 6.9 7.0 7.0 7.3 6.9 7.0

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.7 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1
0.41 0.35 0.41 0.48 0.32 0.47 0.45 0.50 0.32 0.42

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
湖山町東一丁目（徳尾配水池系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.13 R3.5.17 R3.6.23 R3.7.19 R3.8.25
－ － 晴 雨 晴 晴 晴
℃ － 17.8 18.5 22.0 32.6 30.9
℃ － 17.1 19.2 23.1 25.8 26.0

個/mL 100以下 0 20 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   0.50   
mg/L 0.8以下   0.09   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下 0.002 0.001 0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   11.3   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 7.5 8.0 7.1 7.1 7.0
mg/L 300以下   29   
mg/L 500以下   86   
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 0.4

5.8-8.6 7.1 7.0 7.1 7.0 7.3
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 0.7 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.41 0.42 0.34 0.44 0.50
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.27 R3.10.27 R3.11.15 R3.12.22 R4.1.17 R4.2.21 R4.3.22 最高 最低 平均
晴 曇 曇 雨 晴 曇／雪 雨 － － －

26.6 13.6 13.8 6.1 7.0 2.3 10.0 32.6 2.3 16.8
25.2 19.5 17.3 11.7 8.8 6.9 10.8 26.0 6.9 17.6

0 0 0 0 0 0 0 20 0 2
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.43   0.56   0.58 0.58 0.43 0.52
0.09   <0.08   <0.08 0.09 <0.08 <0.08
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
<0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
11.1   9.9   8.8 11.3 8.8 10.3

<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
6.8 7.2 7.1 8.6 10.9 11.5 8.3 11.5 6.8 8.1
26   27   20 29 20 26
80   69   55 86 55 73

<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.002       <0.002 <0.002 <0.002
<0.0005       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 <0.3
7.0 7.0 7.1 7.0 6.9 7.0 7.0 7.3 6.9 7.0

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.7 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1
0.41 0.35 0.41 0.48 0.32 0.47 0.45 0.50 0.32 0.42

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－63－－62－



給水栓水
越路（若葉台配水池系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.7 R3.5.6 R3.6.9 R3.7.12 R3.8.16
－ － 晴 晴 晴 雨 曇
℃ － 18.0 19.2 25.1 23.5 26.8
℃ － 14.5 17.0 22.0 23.2 26.3

個/mL 100以下 0 0 0 1 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下   <0.00005   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   0.50   
mg/L 0.8以下   0.10   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下 0.002 0.002 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.1以下   0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   10.9   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 7.2 7.3 7.8 7.1 7.1
mg/L 300以下   30   
mg/L 500以下   78   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.005以下   <0.0005   
mg/L 3以下 <0.3 0.3 <0.3 0.6 0.4

5.8-8.6 7.1 7.3 7.3 7.0 7.1
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 0.7
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.34 0.26 0.24 0.19 0.15
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.15 R3.10.18 R3.11.24 R3.12.8 R4.1.11 R4.2.2 R4.3.14 最高 最低 平均
晴 晴 雨 曇 雨 晴 雨 － － －

25.6 15.3 8.2 12.3 6.6 2.1 14.7 26.8 2.1 16.4
25.3 22.9 13.4 13.4 9.2 8.1 11.1 26.3 8.1 17.2

0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.47   0.60   0.57 0.60 0.47 0.54
0.08   0.11   <0.08 0.11 <0.08 <0.08
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001
0.02   0.01   <0.01 0.02 <0.01 0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
0.005   <0.003   <0.003 0.005 <0.003 <0.003

<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
<0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
11.3   9.9   11.1 11.3 9.9 10.8

<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
6.6 7.1 7.6 7.2 11.3 11.3 11.1 11.3 6.6 8.2
27   27   29 30 27 28
72   71   77 78 71 75

       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.6 <0.3 <0.3
7.1 7.4 7.2 7.4 7.2 7.3 6.9 7.4 6.9 7.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.7 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.12 0.19 0.21 0.28 0.31 0.31 0.25 0.34 0.12 0.24

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
越路（若葉台配水池系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.7 R3.5.6 R3.6.9 R3.7.12 R3.8.16
－ － 晴 晴 晴 雨 曇
℃ － 18.0 19.2 25.1 23.5 26.8
℃ － 14.5 17.0 22.0 23.2 26.3

個/mL 100以下 0 0 0 1 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下   <0.00005   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   0.50   
mg/L 0.8以下   0.10   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下 0.002 0.002 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.1以下   0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   10.9   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 7.2 7.3 7.8 7.1 7.1
mg/L 300以下   30   
mg/L 500以下   78   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.005以下   <0.0005   
mg/L 3以下 <0.3 0.3 <0.3 0.6 0.4

5.8-8.6 7.1 7.3 7.3 7.0 7.1
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 0.7
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.34 0.26 0.24 0.19 0.15
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.15 R3.10.18 R3.11.24 R3.12.8 R4.1.11 R4.2.2 R4.3.14 最高 最低 平均
晴 晴 雨 曇 雨 晴 雨 － － －

25.6 15.3 8.2 12.3 6.6 2.1 14.7 26.8 2.1 16.4
25.3 22.9 13.4 13.4 9.2 8.1 11.1 26.3 8.1 17.2

0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.47   0.60   0.57 0.60 0.47 0.54
0.08   0.11   <0.08 0.11 <0.08 <0.08
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

<0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001
0.02   0.01   <0.01 0.02 <0.01 0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
0.005   <0.003   <0.003 0.005 <0.003 <0.003

<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
<0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
<0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
11.3   9.9   11.1 11.3 9.9 10.8

<0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
6.6 7.1 7.6 7.2 11.3 11.3 11.1 11.3 6.6 8.2
27   27   29 30 27 28
72   71   77 78 71 75

       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.6 <0.3 <0.3
7.1 7.4 7.2 7.4 7.2 7.3 6.9 7.4 6.9 7.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.7 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.12 0.19 0.21 0.28 0.31 0.31 0.25 0.34 0.12 0.24

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
河原町片山（片山配水池系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.14 R3.5.11 R3.6.8 R3.7.14 R3.8.5
－ － 曇 晴 晴 晴 晴
℃ － 11.9 17.6 26.7 31.1 33.3
℃ － 16.1 18.8 24.2 24.5 31.9

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003   <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 0.45   0.61  
mg/L 0.8以下 0.09   <0.08  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.002以下 <0.0002   <0.0002  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  

mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  

mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 0.002 0.002 0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.1以下 <0.01   0.02  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   0.005  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02   <0.02  
mg/L 0.3以下 <0.03   <0.03  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 200以下 9.1   12.8  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  
mg/L 200以下 7.5 7.5 7.9 7.1 8.1
mg/L 300以下 25   29  
mg/L 500以下 64   104  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 0.5 0.3

5.8-8.6 7.4 7.2 6.9 6.7 7.2
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 0.6 <0.5 0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.41 0.33 0.32 0.38 0.45
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.6 R3.10.13 R3.11.16 R3.12.15 R4.1.12 R4.2.7 R4.3.9 最高 最低 平均
晴 雨 晴 晴 雪 晴 曇 － － －

26.2 20.2 13.6 11.7 -1.3 0.0 8.5 33.3 -1.3 16.6
25.4 22.9 16.2 12.1 6.7 5.1 8.2 31.9 5.1 17.7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

 <0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.41   0.75   0.75 0.41 0.56
 <0.08   <0.08   0.09 <0.08 <0.08
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001
 0.01   <0.01   0.02 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 0.004   <0.003   0.005 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02
 <0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 11.4   11.6   12.8 9.1 11.2
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

7.4 7.0 7.3 7.2 11.0 11.3 11.5 11.5 7.0 8.4
 27   31   31 25 28
 73   78   104 64 80
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.4 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.6 <0.3 0.6 <0.3 <0.3
6.9 6.8 7.3 7.3 6.9 6.9 6.9 7.4 6.7 7.0

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.60 0.35 0.46 0.42 0.44 0.44 0.40 0.60 0.32 0.42

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
河原町片山（片山配水池系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.14 R3.5.11 R3.6.8 R3.7.14 R3.8.5
－ － 曇 晴 晴 晴 晴
℃ － 11.9 17.6 26.7 31.1 33.3
℃ － 16.1 18.8 24.2 24.5 31.9

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003   <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 0.45   0.61  
mg/L 0.8以下 0.09   <0.08  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.002以下 <0.0002   <0.0002  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  

mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  

mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 0.002 0.002 0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.1以下 <0.01   0.02  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   0.005  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02   <0.02  
mg/L 0.3以下 <0.03   <0.03  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 200以下 9.1   12.8  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  
mg/L 200以下 7.5 7.5 7.9 7.1 8.1
mg/L 300以下 25   29  
mg/L 500以下 64   104  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 0.5 0.3

5.8-8.6 7.4 7.2 6.9 6.7 7.2
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 0.6 <0.5 0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.41 0.33 0.32 0.38 0.45
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.6 R3.10.13 R3.11.16 R3.12.15 R4.1.12 R4.2.7 R4.3.9 最高 最低 平均
晴 雨 晴 晴 雪 晴 曇 － － －

26.2 20.2 13.6 11.7 -1.3 0.0 8.5 33.3 -1.3 16.6
25.4 22.9 16.2 12.1 6.7 5.1 8.2 31.9 5.1 17.7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

 <0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.41   0.75   0.75 0.41 0.56
 <0.08   <0.08   0.09 <0.08 <0.08
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001
 0.01   <0.01   0.02 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 0.004   <0.003   0.005 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02
 <0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 11.4   11.6   12.8 9.1 11.2
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

7.4 7.0 7.3 7.2 11.0 11.3 11.5 11.5 7.0 8.4
 27   31   31 25 28
 73   78   104 64 80
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.4 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.6 <0.3 0.6 <0.3 <0.3
6.9 6.8 7.3 7.3 6.9 6.9 6.9 7.4 6.7 7.0

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.60 0.35 0.46 0.42 0.44 0.44 0.40 0.60 0.32 0.42

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－67－－66－



給水栓水
河原町郷原（山手配水池系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.14 R3.5.11 R3.6.8 R3.7.14 R3.8.5
－ － 曇 晴 晴 晴 晴
℃ － 11.9 17.6 26.7 31.1 33.3
℃ － 16.9 19.5 24.9 25.2 31.3

個/mL 100以下 0 1 0 1 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003   <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 0.45   0.54  
mg/L 0.8以下 <0.08   <0.08  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.002以下 <0.0002   <0.0002  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  

mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  

mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 0.002 0.002 0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.1以下 <0.01   0.02  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   0.006  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02   0.06  
mg/L 0.3以下 <0.03   <0.03  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 200以下 9.2   11.5  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  
mg/L 200以下 7.3 7.6 8.0 7.5 7.8
mg/L 300以下 25   49  
mg/L 500以下 70   89  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 0.5

5.8-8.6 7.3 7.1 7.0 6.9 7.1
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 0.9 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.39 0.26 0.18 0.19 0.34
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.6 R3.10.13 R3.11.16 R3.12.15 R4.1.12 R4.2.7 R4.3.9 最高 最低 平均
晴 雨 晴 晴 雪 晴 曇 － － －

26.2 20.2 13.6 11.7 -1.3 0.0 8.5 33.3 -1.3 16.6
26.3 25.1 16.1 11.9 7.2 5.9 7.8 31.3 5.9 18.2

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

 <0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.41   0.74   0.74 0.41 0.54
 <0.08   <0.08   <0.08 <0.08 <0.08
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001
 0.01   <0.01   0.02 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 0.004   <0.003   0.006 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02   <0.02   0.06 <0.02 <0.02
 <0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 11.5   11.5   11.5 9.2 10.9
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

10.4 7.0 10.9 10.9 10.9 11.1 11.9 11.9 7.0 9.3
 27   31   49 25 33
 72   73   89 70 76
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.5 <0.3 0.5 <0.3 <0.3
7.0 7.0 7.2 7.2 7.0 7.0 7.0 7.3 6.9 7.1

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.9 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.44 0.30 0.49 0.42 0.27 0.54 0.41 0.54 0.18 0.35

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
河原町郷原（山手配水池系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.14 R3.5.11 R3.6.8 R3.7.14 R3.8.5
－ － 曇 晴 晴 晴 晴
℃ － 11.9 17.6 26.7 31.1 33.3
℃ － 16.9 19.5 24.9 25.2 31.3

個/mL 100以下 0 1 0 1 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003   <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 0.45   0.54  
mg/L 0.8以下 <0.08   <0.08  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.002以下 <0.0002   <0.0002  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  

mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  

mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 0.002 0.002 0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.1以下 <0.01   0.02  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   0.006  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02   0.06  
mg/L 0.3以下 <0.03   <0.03  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 200以下 9.2   11.5  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  
mg/L 200以下 7.3 7.6 8.0 7.5 7.8
mg/L 300以下 25   49  
mg/L 500以下 70   89  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 0.5

5.8-8.6 7.3 7.1 7.0 6.9 7.1
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 0.9 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.39 0.26 0.18 0.19 0.34
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.6 R3.10.13 R3.11.16 R3.12.15 R4.1.12 R4.2.7 R4.3.9 最高 最低 平均
晴 雨 晴 晴 雪 晴 曇 － － －

26.2 20.2 13.6 11.7 -1.3 0.0 8.5 33.3 -1.3 16.6
26.3 25.1 16.1 11.9 7.2 5.9 7.8 31.3 5.9 18.2

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

 <0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.41   0.74   0.74 0.41 0.54
 <0.08   <0.08   <0.08 <0.08 <0.08
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001
 0.01   <0.01   0.02 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 0.004   <0.003   0.006 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02   <0.02   0.06 <0.02 <0.02
 <0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 11.5   11.5   11.5 9.2 10.9
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

10.4 7.0 10.9 10.9 10.9 11.1 11.9 11.9 7.0 9.3
 27   31   49 25 33
 72   73   89 70 76
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.5 <0.3 0.5 <0.3 <0.3
7.0 7.0 7.2 7.2 7.0 7.0 7.0 7.3 6.9 7.1

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.9 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.44 0.30 0.49 0.42 0.27 0.54 0.41 0.54 0.18 0.35

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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（イ）鳥取地域（統合前簡水区域）
原水

矢矯水源 辛川水源 岩坪水源
単位 水道水の水質基準 R3.8.2 R3.8.2 R3.10.25
－ － 晴 晴 曇／雨
℃ － 31 30 10
℃ － 16 22 13

個/mL 100以下 1 0 2
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005 <0.00005 <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 10以下 0.16 0.21 1.67
mg/L 0.8以下 <0.08 <0.08 <0.08
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.6以下    
mg/L 0.02以下    
mg/L 0.06以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.01以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.09以下    
mg/L 0.08以下    
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 0.05
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 200以下 10.9 19.7 7.8
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 200以下 11.0 14.5 7.5
mg/L 300以下 23 79 33
mg/L 500以下 79 174 85
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.005以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.8 7.4 7.4
異常でないこと    
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 0.6 0.7
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1

　年１回検査を実施している浄水場、水源地

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

色度
濁度

非イオン界面活性剤
フェノール類

有機物(全有機炭素(TOC)の量)
ｐＨ値
味
臭気

上砂見水源 百谷水源 明治水源 神戸水源 御熊水源
R3.10.25 R3.10.25 R3.6.16 R3.10.25 R3.8.2

曇／雨 曇／雨 雨 曇／雨 晴
10 10 22 10 30
17 14 16 14 18
0 0 9 7 0

検出せず 検出せず 検出 検出せず 検出せず
<0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.003 0.001 <0.001 <0.001 0.001
<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002
<0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.11 0.05 0.16 0.30 0.11
0.13 <0.08 0.11 <0.08 <0.08
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

<0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
18.4 14.4 9.3 13.2 25.2

<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
8.3 12.8 7.3 10.5 15.9
55 54 23 62 65

119 107 76 118 166
<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
8.4 8.3 6.4 7.6 8.4

     
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

－71－－70－



（イ）鳥取地域（統合前簡水区域）
原水

矢矯水源 辛川水源 岩坪水源
単位 水道水の水質基準 R3.8.2 R3.8.2 R3.10.25
－ － 晴 晴 曇／雨
℃ － 31 30 10
℃ － 16 22 13

個/mL 100以下 1 0 2
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005 <0.00005 <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 10以下 0.16 0.21 1.67
mg/L 0.8以下 <0.08 <0.08 <0.08
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.6以下    
mg/L 0.02以下    
mg/L 0.06以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.01以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.09以下    
mg/L 0.08以下    
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 0.05
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 200以下 10.9 19.7 7.8
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 200以下 11.0 14.5 7.5
mg/L 300以下 23 79 33
mg/L 500以下 79 174 85
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.005以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.8 7.4 7.4
異常でないこと    
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 0.6 0.7
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1

　年１回検査を実施している浄水場、水源地

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

色度
濁度

非イオン界面活性剤
フェノール類

有機物(全有機炭素(TOC)の量)
ｐＨ値
味
臭気

上砂見水源 百谷水源 明治水源 神戸水源 御熊水源
R3.10.25 R3.10.25 R3.6.16 R3.10.25 R3.8.2

曇／雨 曇／雨 雨 曇／雨 晴
10 10 22 10 30
17 14 16 14 18
0 0 9 7 0

検出せず 検出せず 検出 検出せず 検出せず
<0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.003 0.001 <0.001 <0.001 0.001
<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002
<0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.11 0.05 0.16 0.30 0.11
0.13 <0.08 0.11 <0.08 <0.08
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

<0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
18.4 14.4 9.3 13.2 25.2

<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
8.3 12.8 7.3 10.5 15.9
55 54 23 62 65

119 107 76 118 166
<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
8.4 8.3 6.4 7.6 8.4

     
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

－71－－70－



原水
河内水源

単位 水道水の水質基準 R3.6.16 R3.9.13 R3.12.6 R4.3.7 平均
－ － 雨 曇 曇 曇 －
℃ － 23 23 1 5 13
℃ － 16 18 12 7 13

個/mL 100以下 1    1
検出されないこと 検出せず    検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003    <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005    <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004    <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 10以下 0.23    0.23
mg/L 0.8以下 <0.08    <0.08
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002    <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005    <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004    <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.6以下    
mg/L 0.02以下    
mg/L 0.06以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.01以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.09以下    
mg/L 0.08以下    
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 0.2以下 <0.02    <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03    <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 200以下 6.9    6.9
mg/L 0.05以下 <0.005    <0.005
mg/L 200以下 6.2    6.2
mg/L 300以下 18    18
mg/L 500以下 66    66
mg/L 0.2以下 <0.02    <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001    <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001    <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.005以下 <0.0005    <0.0005
mg/L 3以下 <0.3    <0.3

5.8-8.6 6.8 6.4 7.1 6.4 6.7
異常でないこと    
異常でないこと 異常なし    異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

原水
妙徳寺水源

単位 水道水の水質基準 R3.5.6 R3.8.2 R3.11.8 R4.2.1 平均
－ － 晴 晴 曇 晴 －
℃ － 18 31 12 3 16
℃ － 17 17 15 13 16

個/mL 100以下  0   0
検出されないこと  検出せず   検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003   <0.0003
mg/L 0.0005以下  <0.00005   <0.00005
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  0.002   0.002
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.8以下  0.13   0.13
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.002以下  <0.0002   <0.0002
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005

mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004

mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.6以下     
mg/L 0.02以下     
mg/L 0.06以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.01以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.09以下     
mg/L 0.08以下     
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.3以下 0.39 0.70 0.50 0.52 0.53
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 200以下  13.0   13.0
mg/L 0.05以下 0.32 0.49 0.41 0.37 0.40
mg/L 200以下  11.8   11.8
mg/L 300以下  63   63
mg/L 500以下  149   149
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.00001以下  <0.000001   <0.000001
mg/L 0.00001以下  <0.000001   <0.000001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.005以下  <0.0005   <0.0005
mg/L 3以下  <0.3   <0.3

5.8-8.6 7.8 7.4 7.3 7.0 7.4
異常でないこと     
異常でないこと  異常なし   異常なし

度 5度以下 2.7 5.0 5.0 5.5 4.6
度 2度以下 <0.1 0.2 0.2 0.6 0.3濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌
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原水
河内水源

単位 水道水の水質基準 R3.6.16 R3.9.13 R3.12.6 R4.3.7 平均
－ － 雨 曇 曇 曇 －
℃ － 23 23 1 5 13
℃ － 16 18 12 7 13

個/mL 100以下 1    1
検出されないこと 検出せず    検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003    <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005    <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004    <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 10以下 0.23    0.23
mg/L 0.8以下 <0.08    <0.08
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002    <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005    <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004    <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.6以下    
mg/L 0.02以下    
mg/L 0.06以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.01以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.09以下    
mg/L 0.08以下    
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 0.2以下 <0.02    <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03    <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 200以下 6.9    6.9
mg/L 0.05以下 <0.005    <0.005
mg/L 200以下 6.2    6.2
mg/L 300以下 18    18
mg/L 500以下 66    66
mg/L 0.2以下 <0.02    <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001    <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001    <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.005以下 <0.0005    <0.0005
mg/L 3以下 <0.3    <0.3

5.8-8.6 6.8 6.4 7.1 6.4 6.7
異常でないこと    
異常でないこと 異常なし    異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

原水
妙徳寺水源

単位 水道水の水質基準 R3.5.6 R3.8.2 R3.11.8 R4.2.1 平均
－ － 晴 晴 曇 晴 －
℃ － 18 31 12 3 16
℃ － 17 17 15 13 16

個/mL 100以下  0   0
検出されないこと  検出せず   検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003   <0.0003
mg/L 0.0005以下  <0.00005   <0.00005
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  0.002   0.002
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.8以下  0.13   0.13
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.002以下  <0.0002   <0.0002
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005

mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004

mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.6以下     
mg/L 0.02以下     
mg/L 0.06以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.01以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.09以下     
mg/L 0.08以下     
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.3以下 0.39 0.70 0.50 0.52 0.53
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 200以下  13.0   13.0
mg/L 0.05以下 0.32 0.49 0.41 0.37 0.40
mg/L 200以下  11.8   11.8
mg/L 300以下  63   63
mg/L 500以下  149   149
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.00001以下  <0.000001   <0.000001
mg/L 0.00001以下  <0.000001   <0.000001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.005以下  <0.0005   <0.0005
mg/L 3以下  <0.3   <0.3

5.8-8.6 7.8 7.4 7.3 7.0 7.4
異常でないこと     
異常でないこと  異常なし   異常なし

度 5度以下 2.7 5.0 5.0 5.5 4.6
度 2度以下 <0.1 0.2 0.2 0.6 0.3濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

－73－－72－



原水
有富水源

単位 水道水の水質基準 R3.6.16 R3.9.13 R3.12.6 R4.3.7 平均
－ － 雨 曇 曇 曇 －
℃ － 23 23 1 5 13
℃ － 23 22 12 5 16

個/mL 100以下 300 以上    300 以上
検出されないこと 検出せず    検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003    <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005    <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004    <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 10以下 0.20    0.20
mg/L 0.8以下 <0.08    <0.08
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002    <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005    <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004    <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.6以下    
mg/L 0.02以下    
mg/L 0.06以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.01以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.09以下    
mg/L 0.08以下    
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 0.2以下 <0.02    <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03    <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 200以下 8.2    8.2
mg/L 0.05以下 <0.005    <0.005
mg/L 200以下 8.4    8.4
mg/L 300以下 12    12
mg/L 500以下 56    56
mg/L 0.2以下 <0.02    <0.02
mg/L 0.00001以下 0.000002    0.000002
mg/L 0.00001以下 <0.000001    <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.005以下 <0.0005    <0.0005
mg/L 3以下 0.6    0.6

5.8-8.6 7.1 6.5 6.4 6.2 6.6
異常でないこと    
異常でないこと 異常なし    異常なし

度 5度以下 1.6 1.1 <0.5 0.5 0.8
度 2度以下 0.4 0.2 <0.1 <0.1 0.2

    

濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味

臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸

クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

ジクロロメタン
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物

セレン及びその化合物
鉛及びその化合物

ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

原水
細見水源

単位 水道水の水質基準 R3.6.16 R3.9.13 R3.12.6 R4.3.7 平均
－ － 雨 曇 曇 曇 －
℃ － 18 23 1 4 12
℃ － 14 15 12 12 13

個/mL 100以下 0    0
検出されないこと 検出せず    検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003    <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005    <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 0.002    0.002
mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004    <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 10以下 <0.01    <0.01
mg/L 0.8以下 0.16    0.16
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002    <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005    <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004    <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.6以下    
mg/L 0.02以下    
mg/L 0.06以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.01以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.09以下    
mg/L 0.08以下    
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 0.2以下 <0.02    <0.02
mg/L 0.3以下 0.77 0.75 0.75 0.76 0.76
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 200以下 10.6    10.6
mg/L 0.05以下 0.59 0.63 0.60 0.65 0.62
mg/L 200以下 9.9    9.9
mg/L 300以下 45    45
mg/L 500以下 122    122
mg/L 0.2以下 <0.02    <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001    <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001    <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.005以下 <0.0005    <0.0005
mg/L 3以下 <0.3    <0.3

5.8-8.6 7.4 6.9 6.8 7.0 7.0
異常でないこと    
異常でないこと 異常なし    異常なし

度 5度以下 7.5 2.9 2.8 2.9 4.0
度 2度以下 0.3 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

－75－－74－



原水
有富水源

単位 水道水の水質基準 R3.6.16 R3.9.13 R3.12.6 R4.3.7 平均
－ － 雨 曇 曇 曇 －
℃ － 23 23 1 5 13
℃ － 23 22 12 5 16

個/mL 100以下 300 以上    300 以上
検出されないこと 検出せず    検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003    <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005    <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004    <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 10以下 0.20    0.20
mg/L 0.8以下 <0.08    <0.08
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002    <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005    <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004    <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.6以下    
mg/L 0.02以下    
mg/L 0.06以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.01以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.09以下    
mg/L 0.08以下    
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 0.2以下 <0.02    <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03    <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 200以下 8.2    8.2
mg/L 0.05以下 <0.005    <0.005
mg/L 200以下 8.4    8.4
mg/L 300以下 12    12
mg/L 500以下 56    56
mg/L 0.2以下 <0.02    <0.02
mg/L 0.00001以下 0.000002    0.000002
mg/L 0.00001以下 <0.000001    <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.005以下 <0.0005    <0.0005
mg/L 3以下 0.6    0.6

5.8-8.6 7.1 6.5 6.4 6.2 6.6
異常でないこと    
異常でないこと 異常なし    異常なし

度 5度以下 1.6 1.1 <0.5 0.5 0.8
度 2度以下 0.4 0.2 <0.1 <0.1 0.2

    

濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味

臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸

クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

ジクロロメタン
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物

セレン及びその化合物
鉛及びその化合物

ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

原水
細見水源

単位 水道水の水質基準 R3.6.16 R3.9.13 R3.12.6 R4.3.7 平均
－ － 雨 曇 曇 曇 －
℃ － 18 23 1 4 12
℃ － 14 15 12 12 13

個/mL 100以下 0    0
検出されないこと 検出せず    検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003    <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005    <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 0.002    0.002
mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004    <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 10以下 <0.01    <0.01
mg/L 0.8以下 0.16    0.16
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002    <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005    <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004    <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.6以下    
mg/L 0.02以下    
mg/L 0.06以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.01以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.09以下    
mg/L 0.08以下    
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 0.2以下 <0.02    <0.02
mg/L 0.3以下 0.77 0.75 0.75 0.76 0.76
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 200以下 10.6    10.6
mg/L 0.05以下 0.59 0.63 0.60 0.65 0.62
mg/L 200以下 9.9    9.9
mg/L 300以下 45    45
mg/L 500以下 122    122
mg/L 0.2以下 <0.02    <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001    <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001    <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.005以下 <0.0005    <0.0005
mg/L 3以下 <0.3    <0.3

5.8-8.6 7.4 6.9 6.8 7.0 7.0
異常でないこと    
異常でないこと 異常なし    異常なし

度 5度以下 7.5 2.9 2.8 2.9 4.0
度 2度以下 0.3 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

－75－－74－



原水
高路水源

単位 水道水の水質基準 R3.6.16 R3.9.13 R3.12.6 R4.3.7 平均
－ － 雨 曇 曇 曇 －
℃ － 24 23 1 5 13
℃ － 16 16 15 14 15

個/mL 100以下 0    0
検出されないこと 検出せず    検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003    <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005    <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004    <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 10以下 <0.01    <0.01
mg/L 0.8以下 0.19    0.19
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002    <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005    <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004    <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.6以下    
mg/L 0.02以下    
mg/L 0.06以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.01以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.09以下    
mg/L 0.08以下    
mg/L 1.0以下 0.2    0.2
mg/L 0.2以下 <0.02    <0.02
mg/L 0.3以下 2.3 2.4 2.6 2.4 2.4
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 200以下 16.3    16.3
mg/L 0.05以下 2.7 2.4 2.4 2.3 2.5
mg/L 200以下 9.3    9.3
mg/L 300以下 75    75
mg/L 500以下 180    180
mg/L 0.2以下 <0.02    <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001    <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001    <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.005以下 <0.0005    <0.0005
mg/L 3以下 <0.3    <0.3

5.8-8.6 7.1 6.8 6.9 6.7 6.9
異常でないこと    
異常でないこと 異常なし    異常なし

度 5度以下 16 12 14 9.3 13
度 2度以下 1.8 0.8 0.9 0.7 1.1濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

囲い式フード・ドラフトチャンバー（有機物前処理室）

－77－－76－



原水
高路水源

単位 水道水の水質基準 R3.6.16 R3.9.13 R3.12.6 R4.3.7 平均
－ － 雨 曇 曇 曇 －
℃ － 24 23 1 5 13
℃ － 16 16 15 14 15

個/mL 100以下 0    0
検出されないこと 検出せず    検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003    <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005    <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004    <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 10以下 <0.01    <0.01
mg/L 0.8以下 0.19    0.19
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002    <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005    <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004    <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.6以下    
mg/L 0.02以下    
mg/L 0.06以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.01以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.09以下    
mg/L 0.08以下    
mg/L 1.0以下 0.2    0.2
mg/L 0.2以下 <0.02    <0.02
mg/L 0.3以下 2.3 2.4 2.6 2.4 2.4
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 200以下 16.3    16.3
mg/L 0.05以下 2.7 2.4 2.4 2.3 2.5
mg/L 200以下 9.3    9.3
mg/L 300以下 75    75
mg/L 500以下 180    180
mg/L 0.2以下 <0.02    <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001    <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001    <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.005以下 <0.0005    <0.0005
mg/L 3以下 <0.3    <0.3

5.8-8.6 7.1 6.8 6.9 6.7 6.9
異常でないこと    
異常でないこと 異常なし    異常なし

度 5度以下 16 12 14 9.3 13
度 2度以下 1.8 0.8 0.9 0.7 1.1濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

囲い式フード・ドラフトチャンバー（有機物前処理室）

－77－－76－



給水栓水
槇原（河内水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.12 R3.5.17 R3.6.16 R3.7.12 R3.8.10
－ － 晴 雨 雨 雨 雨
℃ － 17 18 20 25 24
℃ － 12 18 21 23 25

個/mL 100以下 0 0 0 0 1
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下   <0.00005   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 <0.001
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   0.22   
mg/L 0.8以下   <0.08   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   7.0   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 7.6 6.9 6.5 9.0 6.9
mg/L 300以下   18   
mg/L 500以下   57   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.005以下   <0.0005   
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 0.4

5.8-8.6 7.0 6.9 7.3 6.4 6.7
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.40 0.42 0.32 0.41 0.25
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.13 R3.10.11 R3.11.15 R3.12.6 R4.1.17 R4.2.7 R4.3.7 最高 最低 平均
曇 晴 曇 曇 晴 晴 曇 － － －
23 23 10 1 3 0 5 25 0 14
22 23 13 7 3 3 3 25 3 14
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
       0.22 0.22 0.22

<0.08   <0.08   <0.08 <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       7.0 7.0 7.0
       <0.005 <0.005 <0.005

6.7 6.6 6.7 7.4 10.1 11.4 11.7 11.7 6.5 8.1
       18 18 18
       57 57 57
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001

0.004   <0.002   <0.002 0.004 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 0.4 <0.3 <0.3
6.1 6.2 6.6 6.7 7.2 6.5 6.3 7.3 6.1 6.7

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.30 0.38 0.42 0.36 0.22 0.39 0.42 0.42 0.22 0.36

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－79－－78－



給水栓水
槇原（河内水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.12 R3.5.17 R3.6.16 R3.7.12 R3.8.10
－ － 晴 雨 雨 雨 雨
℃ － 17 18 20 25 24
℃ － 12 18 21 23 25

個/mL 100以下 0 0 0 0 1
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下   <0.00005   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 <0.001
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   0.22   
mg/L 0.8以下   <0.08   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   7.0   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 7.6 6.9 6.5 9.0 6.9
mg/L 300以下   18   
mg/L 500以下   57   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.005以下   <0.0005   
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 0.4

5.8-8.6 7.0 6.9 7.3 6.4 6.7
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.40 0.42 0.32 0.41 0.25
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.13 R3.10.11 R3.11.15 R3.12.6 R4.1.17 R4.2.7 R4.3.7 最高 最低 平均
曇 晴 曇 曇 晴 晴 曇 － － －
23 23 10 1 3 0 5 25 0 14
22 23 13 7 3 3 3 25 3 14
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
       0.22 0.22 0.22

<0.08   <0.08   <0.08 <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       7.0 7.0 7.0
       <0.005 <0.005 <0.005

6.7 6.6 6.7 7.4 10.1 11.4 11.7 11.7 6.5 8.1
       18 18 18
       57 57 57
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001

0.004   <0.002   <0.002 0.004 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 0.4 <0.3 <0.3
6.1 6.2 6.6 6.7 7.2 6.5 6.3 7.3 6.1 6.7

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.30 0.38 0.42 0.36 0.22 0.39 0.42 0.42 0.22 0.36

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－79－－78－



給水栓水
矢矯（矢矯水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.6 R3.5.6 R3.6.2 R3.7.5 R3.8.2
－ － 晴 晴 晴 雨 晴
℃ － 10 18 18 24 34
℃ － 10 13 19 22 25

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下     <0.0003
mg/L 0.0005以下     <0.00005
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下     <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下     0.16
mg/L 0.8以下     <0.08
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.002以下     <0.0002
mg/L 0.05以下     <0.005

mg/L 0.04以下     <0.004

mg/L 0.02以下     <0.002
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.3以下     <0.03
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 200以下     11.2
mg/L 0.05以下     <0.005
mg/L 200以下 11.4 11.3 11.3 11.5 11.2
mg/L 300以下     24
mg/L 500以下     59
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.02以下     0.002
mg/L 0.005以下     <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.2 7.2 7.2 6.7 6.8
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.68 0.41 0.48 0.49 0.51
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.6 R3.10.4 R3.11.8 R3.12.2 R4.1.11 R4.2.1 R4.3.1 最高 最低 平均
晴 晴 曇 雨 雨 晴 雨 － － －
23 25 12 5 6 3 7 34 3 15
22 20 14 10 4 3 3 25 3 14
0 0 0 0 3 0 0 3 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
       0.16 0.16 0.16
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       11.2 11.2 11.2
       <0.005 <0.005 <0.005

11.5 11.5 11.3 11.1 11.7 12.2 11.3 12.2 11.1 11.4
       24 24 24
       59 59 59
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       0.002 0.002 0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
6.8 6.3 6.8 7.3 6.9 6.6 7.1 7.3 6.3 6.9

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1

0.25 0.42 0.43 0.25 0.21 0.24 0.26 0.68 0.21 0.39
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－81－－80－



給水栓水
矢矯（矢矯水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.6 R3.5.6 R3.6.2 R3.7.5 R3.8.2
－ － 晴 晴 晴 雨 晴
℃ － 10 18 18 24 34
℃ － 10 13 19 22 25

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下     <0.0003
mg/L 0.0005以下     <0.00005
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下     <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下     0.16
mg/L 0.8以下     <0.08
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.002以下     <0.0002
mg/L 0.05以下     <0.005

mg/L 0.04以下     <0.004

mg/L 0.02以下     <0.002
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.3以下     <0.03
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 200以下     11.2
mg/L 0.05以下     <0.005
mg/L 200以下 11.4 11.3 11.3 11.5 11.2
mg/L 300以下     24
mg/L 500以下     59
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.02以下     0.002
mg/L 0.005以下     <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.2 7.2 7.2 6.7 6.8
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.68 0.41 0.48 0.49 0.51
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.6 R3.10.4 R3.11.8 R3.12.2 R4.1.11 R4.2.1 R4.3.1 最高 最低 平均
晴 晴 曇 雨 雨 晴 雨 － － －
23 25 12 5 6 3 7 34 3 15
22 20 14 10 4 3 3 25 3 14
0 0 0 0 3 0 0 3 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
       0.16 0.16 0.16
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       11.2 11.2 11.2
       <0.005 <0.005 <0.005

11.5 11.5 11.3 11.1 11.7 12.2 11.3 12.2 11.1 11.4
       24 24 24
       59 59 59
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       0.002 0.002 0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
6.8 6.3 6.8 7.3 6.9 6.6 7.1 7.3 6.3 6.9

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1

0.25 0.42 0.43 0.25 0.21 0.24 0.26 0.68 0.21 0.39
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－81－－80－



給水栓水
瀬田蔵（妙徳寺水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.6 R3.5.6 R3.6.2 R3.7.5 R3.8.2
－ － 晴 晴 晴 雨 晴
℃ － 10 18 20 24 34
℃ － 11 18 21 23 30

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下     <0.0003
mg/L 0.0005以下     <0.00005
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     0.002
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下     <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下     <0.01
mg/L 0.8以下  0.13   0.13
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.002以下     <0.0002
mg/L 0.05以下     <0.005

mg/L 0.04以下     <0.004

mg/L 0.02以下     <0.002
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.3以下 0.06 0.09 0.07 0.04 0.06
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 200以下     14.1
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 200以下 12.3 12.5 12.2 12.4 12.2
mg/L 300以下  67   68
mg/L 500以下  150   152
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.02以下     0.002
mg/L 0.005以下     <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.5 7.3 7.7 7.3 7.1
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 1.4 1.7 1.5 1.5 1.6
度 2度以下 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

mg/L 0.1以上 0.71 0.28 0.31 0.23 0.40
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.6 R3.10.4 R3.11.8 R3.12.2 R4.1.11 R4.2.1 R4.3.1 最高 最低 平均
晴 晴 曇 雨 雨 晴 雨 － － －
23 25 12 6 6 3 7 34 3 16
25 24 17 11 5 5 4 30 4 16
0 2 0 0 0 0 0 2 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       0.002 0.002 0.002
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
       <0.01 <0.01 <0.01
  <0.08   0.20  0.20 <0.08 0.12
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02

0.07 0.06 0.08 0.10 0.08 0.10 0.06 0.10 0.04 0.07
       <0.1 <0.1 <0.1
       14.1 14.1 14.1

<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
12.6 12.5 12.5 12.3 13.0 13.5 12.4 13.5 12.2 12.5

  68   61  68 61 66
  145   144  152 144 148
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       0.002 0.002 0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 <0.3 0.3 <0.3 <0.3
7.6 7.1 7.4 7.6 7.1 7.1 7.3 7.7 7.1 7.3

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1.5 1.7 2.0 2.2 1.8 2.0 1.2 2.2 1.2 1.7
<0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1
0.45 0.51 0.30 0.27 0.42 0.54 0.40 0.71 0.23 0.40

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－83－－82－



給水栓水
瀬田蔵（妙徳寺水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.6 R3.5.6 R3.6.2 R3.7.5 R3.8.2
－ － 晴 晴 晴 雨 晴
℃ － 10 18 20 24 34
℃ － 11 18 21 23 30

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下     <0.0003
mg/L 0.0005以下     <0.00005
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     0.002
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下     <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下     <0.01
mg/L 0.8以下  0.13   0.13
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.002以下     <0.0002
mg/L 0.05以下     <0.005

mg/L 0.04以下     <0.004

mg/L 0.02以下     <0.002
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.3以下 0.06 0.09 0.07 0.04 0.06
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 200以下     14.1
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 200以下 12.3 12.5 12.2 12.4 12.2
mg/L 300以下  67   68
mg/L 500以下  150   152
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.02以下     0.002
mg/L 0.005以下     <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.5 7.3 7.7 7.3 7.1
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 1.4 1.7 1.5 1.5 1.6
度 2度以下 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

mg/L 0.1以上 0.71 0.28 0.31 0.23 0.40
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.6 R3.10.4 R3.11.8 R3.12.2 R4.1.11 R4.2.1 R4.3.1 最高 最低 平均
晴 晴 曇 雨 雨 晴 雨 － － －
23 25 12 6 6 3 7 34 3 16
25 24 17 11 5 5 4 30 4 16
0 2 0 0 0 0 0 2 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       0.002 0.002 0.002
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
       <0.01 <0.01 <0.01
  <0.08   0.20  0.20 <0.08 0.12
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02

0.07 0.06 0.08 0.10 0.08 0.10 0.06 0.10 0.04 0.07
       <0.1 <0.1 <0.1
       14.1 14.1 14.1

<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
12.6 12.5 12.5 12.3 13.0 13.5 12.4 13.5 12.2 12.5

  68   61  68 61 66
  145   144  152 144 148
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       0.002 0.002 0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 <0.3 0.3 <0.3 <0.3
7.6 7.1 7.4 7.6 7.1 7.1 7.3 7.7 7.1 7.3

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1.5 1.7 2.0 2.2 1.8 2.0 1.2 2.2 1.2 1.7
<0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1
0.45 0.51 0.30 0.27 0.42 0.54 0.40 0.71 0.23 0.40

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－83－－82－



給水栓水
有富（有富水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.12 R3.5.17 R3.6.16 R3.7.12 R3.8.10
－ － 晴 雨 雨 雨 雨
℃ － 18 18 20 25 25
℃ － 11 17 21 21 23

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下   <0.00005   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下 0.001 0.001 0.001 0.003 0.003
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   0.11   
mg/L 0.8以下   <0.08   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   10.7   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 11.4 11.2 11.1 11.0 11.6
mg/L 300以下   9.5   
mg/L 500以下   62   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.005以下   <0.0005   
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 0.4 0.3

5.8-8.6 7.0 5.9 6.9 5.9 6.4
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 2.1 1.9
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 0.3 0.3

mg/L 0.1以上 0.37 0.43 0.45 0.60 0.40
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.13 R3.10.11 R3.11.15 R3.12.6 R4.1.17 R4.2.7 R4.3.7 最高 最低 平均
曇 晴 曇 曇 晴 晴 曇 － － －
23 27 10 1 3 0 5 27 0 15
23 21 13 9 5 5 4 23 4 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001

0.004 0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001 0.004 <0.001 0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
       0.11 0.11 0.11

<0.08   <0.08   <0.08 <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02

0.15   <0.03   <0.03 0.15 <0.03 0.04
       <0.1 <0.1 <0.1
       10.7 10.7 10.7
       <0.005 <0.005 <0.005

10.6 11.1 10.7 10.9 12.1 12.4 12.6 12.6 10.6 11.4
       9.5 9.5 9.5
       62 62 62
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 0.3 <0.3 0.3 0.4 <0.3 0.4 <0.3 <0.3
6.4 5.8 5.9 6.6 6.5 6.1 6.2 7.0 5.8 6.3

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

2.7 0.6 0.6 <0.5 0.7 <0.5 <0.5 2.7 <0.5 0.7
0.5 0.1 <0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1 0.5 <0.1 0.1

0.40 0.41 0.38 0.32 0.40 0.40 0.37 0.60 0.32 0.41
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－85－－84－



給水栓水
有富（有富水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.12 R3.5.17 R3.6.16 R3.7.12 R3.8.10
－ － 晴 雨 雨 雨 雨
℃ － 18 18 20 25 25
℃ － 11 17 21 21 23

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下   <0.00005   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下 0.001 0.001 0.001 0.003 0.003
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   0.11   
mg/L 0.8以下   <0.08   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   10.7   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 11.4 11.2 11.1 11.0 11.6
mg/L 300以下   9.5   
mg/L 500以下   62   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.005以下   <0.0005   
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 0.4 0.3

5.8-8.6 7.0 5.9 6.9 5.9 6.4
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 2.1 1.9
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 0.3 0.3

mg/L 0.1以上 0.37 0.43 0.45 0.60 0.40
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.13 R3.10.11 R3.11.15 R3.12.6 R4.1.17 R4.2.7 R4.3.7 最高 最低 平均
曇 晴 曇 曇 晴 晴 曇 － － －
23 27 10 1 3 0 5 27 0 15
23 21 13 9 5 5 4 23 4 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001

0.004 0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001 0.004 <0.001 0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
       0.11 0.11 0.11

<0.08   <0.08   <0.08 <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02

0.15   <0.03   <0.03 0.15 <0.03 0.04
       <0.1 <0.1 <0.1
       10.7 10.7 10.7
       <0.005 <0.005 <0.005

10.6 11.1 10.7 10.9 12.1 12.4 12.6 12.6 10.6 11.4
       9.5 9.5 9.5
       62 62 62
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 0.3 <0.3 0.3 0.4 <0.3 0.4 <0.3 <0.3
6.4 5.8 5.9 6.6 6.5 6.1 6.2 7.0 5.8 6.3

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

2.7 0.6 0.6 <0.5 0.7 <0.5 <0.5 2.7 <0.5 0.7
0.5 0.1 <0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1 0.5 <0.1 0.1

0.40 0.41 0.38 0.32 0.40 0.40 0.37 0.60 0.32 0.41
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－85－－84－



給水栓水
福井（辛川水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.6 R3.5.6 R3.6.2 R3.7.5 R3.8.2
－ － 晴 晴 晴 雨 晴
℃ － 8 17 20 24 34
℃ － 10 14 18 23 23

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下     <0.0003
mg/L 0.0005以下     <0.00005
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下     <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下     0.21
mg/L 0.8以下  <0.08   <0.08
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.002以下     <0.0002
mg/L 0.05以下     <0.005

mg/L 0.04以下     <0.004

mg/L 0.02以下     <0.002
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.3以下     <0.03
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 200以下     20.0
mg/L 0.05以下     <0.005
mg/L 200以下 14.9 15.1 14.7 14.7 14.8
mg/L 300以下  77   80
mg/L 500以下  170   175
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.02以下     <0.002
mg/L 0.005以下     <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.7 7.6 7.4 7.1 7.1
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 <0.1

mg/L 0.1以上 0.37 0.24 0.56 0.30 0.25
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.6 R3.10.4 R3.11.8 R3.12.2 R4.1.11 R4.2.1 R4.3.1 最高 最低 平均
晴 晴 曇 雨 雨 晴 雨 － － －
23 24 11 5 6 3 7 34 3 15
23 21 15 6 3 6 2 23 2 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
       0.21 0.21 0.21
  <0.08   0.14  0.14 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  0.07   <0.06  0.07 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       20.0 20.0 20.0
       <0.005 <0.005 <0.005

15.1 14.8 14.8 14.8 15.9 16.3 14.8 16.3 14.7 15.1
  81   75  81 75 78
  176   171  176 170 173
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 0.4 <0.3 <0.3
7.5 7.0 7.2 7.7 7.3 6.8 7.2 7.7 6.8 7.3

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 0.7 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.7 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1
0.27 0.27 0.25 0.24 0.33 0.34 0.28 0.56 0.24 0.31

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－87－－86－



給水栓水
福井（辛川水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.6 R3.5.6 R3.6.2 R3.7.5 R3.8.2
－ － 晴 晴 晴 雨 晴
℃ － 8 17 20 24 34
℃ － 10 14 18 23 23

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下     <0.0003
mg/L 0.0005以下     <0.00005
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下     <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下     0.21
mg/L 0.8以下  <0.08   <0.08
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.002以下     <0.0002
mg/L 0.05以下     <0.005

mg/L 0.04以下     <0.004

mg/L 0.02以下     <0.002
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.3以下     <0.03
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 200以下     20.0
mg/L 0.05以下     <0.005
mg/L 200以下 14.9 15.1 14.7 14.7 14.8
mg/L 300以下  77   80
mg/L 500以下  170   175
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.02以下     <0.002
mg/L 0.005以下     <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.7 7.6 7.4 7.1 7.1
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 <0.1

mg/L 0.1以上 0.37 0.24 0.56 0.30 0.25
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.6 R3.10.4 R3.11.8 R3.12.2 R4.1.11 R4.2.1 R4.3.1 最高 最低 平均
晴 晴 曇 雨 雨 晴 雨 － － －
23 24 11 5 6 3 7 34 3 15
23 21 15 6 3 6 2 23 2 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
       0.21 0.21 0.21
  <0.08   0.14  0.14 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  0.07   <0.06  0.07 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       20.0 20.0 20.0
       <0.005 <0.005 <0.005

15.1 14.8 14.8 14.8 15.9 16.3 14.8 16.3 14.7 15.1
  81   75  81 75 78
  176   171  176 170 173
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 0.4 <0.3 <0.3
7.5 7.0 7.2 7.7 7.3 6.8 7.2 7.7 6.8 7.3

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 0.7 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.7 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1
0.27 0.27 0.25 0.24 0.33 0.34 0.28 0.56 0.24 0.31

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－87－－86－



給水栓水
岩坪（岩坪水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.21 R3.5.24 R3.6.28 R3.7.26 R3.8.23
－ － 晴 雨 曇 曇 曇
℃ － 17 23 23 30 26
℃ － 16 20 22 27 24

個/mL 100以下 0 0 0 0 2
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 2.15   1.58  
mg/L 0.8以下 <0.08   <0.08  
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下 <0.02   <0.02  
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 8.4 8.1 8.2 8.2 8.2
mg/L 300以下      
mg/L 500以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.2 6.8 7.0 6.8 6.9
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.32 0.34 0.46 0.44 0.33
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.21 R3.10.25 R3.11.24 R3.12.13 R4.1.24 R4.2.14 R4.3.14 最高 最低 平均
晴 曇／雨 雨 雨 曇 曇 雨 － － －
27 13 9 5 4 6 10 30 4 16
24 17 13 11 5 5 8 27 5 16
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
 <0.0003      <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005      <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 1.56   1.92   2.15 1.56 1.80
 <0.08   <0.08   <0.08 <0.08 <0.08
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002      <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002      <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 0.07   <0.02   0.07 <0.02 <0.02
 <0.03      <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 8.2      8.2 8.2 8.2
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

7.9 7.6 8.2 7.8 8.8 8.8 8.7 8.8 7.6 8.2
 34      34 34 34
 76      76 76 76
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.002      <0.002 <0.002 <0.002
 <0.0005      <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
6.7 6.9 7.2 6.5 7.3 6.7 7.3 7.3 6.5 6.9

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 1.2 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1.2 <0.5 <0.5
<0.1 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1
0.31 0.30 0.31 0.33 0.29 0.28 0.27 0.46 0.27 0.33

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－89－－88－



給水栓水
岩坪（岩坪水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.21 R3.5.24 R3.6.28 R3.7.26 R3.8.23
－ － 晴 雨 曇 曇 曇
℃ － 17 23 23 30 26
℃ － 16 20 22 27 24

個/mL 100以下 0 0 0 0 2
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 2.15   1.58  
mg/L 0.8以下 <0.08   <0.08  
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下 <0.02   <0.02  
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 8.4 8.1 8.2 8.2 8.2
mg/L 300以下      
mg/L 500以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.2 6.8 7.0 6.8 6.9
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.32 0.34 0.46 0.44 0.33
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.21 R3.10.25 R3.11.24 R3.12.13 R4.1.24 R4.2.14 R4.3.14 最高 最低 平均
晴 曇／雨 雨 雨 曇 曇 雨 － － －
27 13 9 5 4 6 10 30 4 16
24 17 13 11 5 5 8 27 5 16
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
 <0.0003      <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005      <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 1.56   1.92   2.15 1.56 1.80
 <0.08   <0.08   <0.08 <0.08 <0.08
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002      <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002      <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 0.07   <0.02   0.07 <0.02 <0.02
 <0.03      <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 8.2      8.2 8.2 8.2
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

7.9 7.6 8.2 7.8 8.8 8.8 8.7 8.8 7.6 8.2
 34      34 34 34
 76      76 76 76
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.002      <0.002 <0.002 <0.002
 <0.0005      <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
6.7 6.9 7.2 6.5 7.3 6.7 7.3 7.3 6.5 6.9

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 1.2 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1.2 <0.5 <0.5
<0.1 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1
0.31 0.30 0.31 0.33 0.29 0.28 0.27 0.46 0.27 0.33

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－89－－88－



給水栓水
上砂見（上砂見水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.21 R3.5.24 R3.6.28 R3.7.26 R3.8.23
－ － 晴 雨 曇 曇 曇
℃ － 17 23 23 30 26
℃ － 17 22 24 31 26

個/mL 100以下 0 0 0 0 1
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下 0.003   0.003  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下 0.16   0.17  
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下 0.07   0.08  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 8.8 9.0 8.9 8.8 8.9
mg/L 300以下      
mg/L 500以下 122   128  
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 8.2 8.3 8.2 8.2 8.3
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.30 0.37 0.39 0.25 0.45
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.21 R3.10.25 R3.11.24 R3.12.13 R4.1.24 R4.2.14 R4.3.14 最高 最低 平均
晴 曇／雨 雨 雨 曇 曇 雨 － － －
27 13 8 5 4 6 10 30 4 16
26 18 14 12 3 6 12 31 3 18
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
 <0.0003      <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005      <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 0.003   0.003   0.003 0.003 0.003
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.16      0.16 0.16 0.16
 0.13   0.21   0.21 0.13 0.17
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002      <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002      <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 0.14   0.10   0.14 0.07 0.10
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02

<0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 18.2      18.2 18.2 18.2
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

8.8 8.5 9.0 8.6 9.4 9.4 9.2 9.4 8.5 8.9
 52      52 52 52
 122   114   128 114 122
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.002      <0.002 <0.002 <0.002
 <0.0005      <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
8.1 7.9 8.1 7.7 7.6 7.9 8.2 8.3 7.6 8.1

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.35 0.35 0.37 0.38 0.34 0.32 0.33 0.45 0.25 0.35

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
上砂見（上砂見水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.21 R3.5.24 R3.6.28 R3.7.26 R3.8.23
－ － 晴 雨 曇 曇 曇
℃ － 17 23 23 30 26
℃ － 17 22 24 31 26

個/mL 100以下 0 0 0 0 1
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下 0.003   0.003  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下 0.16   0.17  
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下 0.07   0.08  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 8.8 9.0 8.9 8.8 8.9
mg/L 300以下      
mg/L 500以下 122   128  
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 8.2 8.3 8.2 8.2 8.3
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.30 0.37 0.39 0.25 0.45
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.21 R3.10.25 R3.11.24 R3.12.13 R4.1.24 R4.2.14 R4.3.14 最高 最低 平均
晴 曇／雨 雨 雨 曇 曇 雨 － － －
27 13 8 5 4 6 10 30 4 16
26 18 14 12 3 6 12 31 3 18
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
 <0.0003      <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005      <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 0.003   0.003   0.003 0.003 0.003
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.16      0.16 0.16 0.16
 0.13   0.21   0.21 0.13 0.17
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002      <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002      <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 0.14   0.10   0.14 0.07 0.10
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02

<0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 18.2      18.2 18.2 18.2
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

8.8 8.5 9.0 8.6 9.4 9.4 9.2 9.4 8.5 8.9
 52      52 52 52
 122   114   128 114 122
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.002      <0.002 <0.002 <0.002
 <0.0005      <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
8.1 7.9 8.1 7.7 7.6 7.9 8.2 8.3 7.6 8.1

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.35 0.35 0.37 0.38 0.34 0.32 0.33 0.45 0.25 0.35

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－91－－90－



給水栓水
細見（細見水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.12 R3.5.17 R3.6.16 R3.7.12 R3.8.10
－ － 晴 雨 雨 雨 雨
℃ － 17 18 20 25 24
℃ － 13 18 24 22 28

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下   <0.00005   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   <0.01   
mg/L 0.8以下   0.16   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下 0.04 0.05 0.04 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   11.4   
mg/L 0.05以下 0.008 0.008 0.007 0.008 <0.005
mg/L 200以下 11.0 10.7 10.7 10.9 10.7
mg/L 300以下   46   
mg/L 500以下   127   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.005以下   <0.0005   
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.9 7.4 7.5 7.3 7.4
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 0.7 0.7 1.0 1.0 1.2
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.35 0.34 0.32 0.41 0.21
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.13 R3.10.11 R3.11.15 R3.12.6 R4.1.17 R4.2.7 R4.3.7 最高 最低 平均
曇 晴 曇 曇 晴 晴 曇 － － －
23 23 10 1 3 0 4 25 0 14
24 22 14 8 6 3 3 28 3 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
       <0.01 <0.01 <0.01

0.16   0.20   0.12 0.20 0.12 0.16
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02

0.04 0.04 0.05 0.10 0.06 0.17 0.05 0.17 <0.03 0.05
       <0.1 <0.1 <0.1
       11.4 11.4 11.4

0.007 0.007 0.008 0.010 0.009 0.028 0.009 0.028 <0.005 0.009
10.7 10.8 10.5 10.6 11.0 11.0 11.4 11.4 10.5 10.8

46   43   46 46 43 45
102   113   113 127 102 114

       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.002   0.002   <0.002 0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 0.4 <0.3 <0.3
7.3 7.1 7.2 7.5 7.1 6.8 6.9 7.5 6.8 7.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

0.9 0.8 0.8 1.2 0.7 2.9 0.8 2.9 0.7 1.1
<0.1 <0.1 <0.1 0.3 <0.1 0.1 <0.1 0.3 <0.1 <0.1
0.21 0.38 0.24 0.34 0.31 0.31 0.33 0.41 0.21 0.31

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－93－－92－



給水栓水
細見（細見水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.12 R3.5.17 R3.6.16 R3.7.12 R3.8.10
－ － 晴 雨 雨 雨 雨
℃ － 17 18 20 25 24
℃ － 13 18 24 22 28

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下   <0.00005   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   <0.01   
mg/L 0.8以下   0.16   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下 0.04 0.05 0.04 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   11.4   
mg/L 0.05以下 0.008 0.008 0.007 0.008 <0.005
mg/L 200以下 11.0 10.7 10.7 10.9 10.7
mg/L 300以下   46   
mg/L 500以下   127   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.005以下   <0.0005   
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.9 7.4 7.5 7.3 7.4
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 0.7 0.7 1.0 1.0 1.2
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.35 0.34 0.32 0.41 0.21
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.13 R3.10.11 R3.11.15 R3.12.6 R4.1.17 R4.2.7 R4.3.7 最高 最低 平均
曇 晴 曇 曇 晴 晴 曇 － － －
23 23 10 1 3 0 4 25 0 14
24 22 14 8 6 3 3 28 3 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
       <0.01 <0.01 <0.01

0.16   0.20   0.12 0.20 0.12 0.16
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02

0.04 0.04 0.05 0.10 0.06 0.17 0.05 0.17 <0.03 0.05
       <0.1 <0.1 <0.1
       11.4 11.4 11.4

0.007 0.007 0.008 0.010 0.009 0.028 0.009 0.028 <0.005 0.009
10.7 10.8 10.5 10.6 11.0 11.0 11.4 11.4 10.5 10.8

46   43   46 46 43 45
102   113   113 127 102 114

       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.002   0.002   <0.002 0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 0.4 <0.3 <0.3
7.3 7.1 7.2 7.5 7.1 6.8 6.9 7.5 6.8 7.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

0.9 0.8 0.8 1.2 0.7 2.9 0.8 2.9 0.7 1.1
<0.1 <0.1 <0.1 0.3 <0.1 0.1 <0.1 0.3 <0.1 <0.1
0.21 0.38 0.24 0.34 0.31 0.31 0.33 0.41 0.21 0.31

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－93－－92－



給水栓水
高路（高路水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.12 R3.5.17 R3.6.16 R3.7.12 R3.8.10
－ － 晴 雨 雨 雨 雨
℃ － 18 18 20 26 26
℃ － 14 19 23 22 27

個/mL 100以下 2 0 0 0 2
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下   <0.00005   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   <0.01   
mg/L 0.8以下   0.16   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   18.2   
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005 0.005 <0.005
mg/L 200以下 12.3 11.6 12.0 11.8 11.9
mg/L 300以下   77   
mg/L 500以下   169   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.005以下   <0.0005   
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.5 7.3 6.8 7.0 7.1
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.56 0.55 0.61 0.32 0.35
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.13 R3.10.11 R3.11.15 R3.12.6 R4.1.17 R4.2.7 R4.3.7 最高 最低 平均
曇 晴 曇 曇 晴 晴 曇 － － －
23 27 10 1 4 0 5 27 0 15
24 23 14 10 5 4 7 27 4 16
0 0 0 0 0 1 0 2 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
       <0.01 <0.01 <0.01

0.20   0.23   0.14 0.23 0.14 0.18
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

0.09   <0.06   <0.06 0.09 <0.06 <0.06
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02

<0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       18.2 18.2 18.2

<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.005 <0.005 <0.005
11.5 11.8 11.7 11.7 11.9 12.2 12.7 12.7 11.5 11.9

75   72   77 77 72 75
154   159   162 169 154 161

       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 <0.3 0.3 <0.3 <0.3
7.1 7.0 6.9 7.3 6.5 6.5 6.8 7.3 6.5 6.9

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.39 0.36 0.37 0.31 0.33 0.51 0.37 0.61 0.31 0.42

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－95－－94－



給水栓水
高路（高路水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.12 R3.5.17 R3.6.16 R3.7.12 R3.8.10
－ － 晴 雨 雨 雨 雨
℃ － 18 18 20 26 26
℃ － 14 19 23 22 27

個/mL 100以下 2 0 0 0 2
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下   <0.00005   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   <0.01   
mg/L 0.8以下   0.16   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   18.2   
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005 0.005 <0.005
mg/L 200以下 12.3 11.6 12.0 11.8 11.9
mg/L 300以下   77   
mg/L 500以下   169   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.005以下   <0.0005   
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.5 7.3 6.8 7.0 7.1
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.56 0.55 0.61 0.32 0.35
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.13 R3.10.11 R3.11.15 R3.12.6 R4.1.17 R4.2.7 R4.3.7 最高 最低 平均
曇 晴 曇 曇 晴 晴 曇 － － －
23 27 10 1 4 0 5 27 0 15
24 23 14 10 5 4 7 27 4 16
0 0 0 0 0 1 0 2 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
       <0.01 <0.01 <0.01

0.20   0.23   0.14 0.23 0.14 0.18
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

0.09   <0.06   <0.06 0.09 <0.06 <0.06
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02

<0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       18.2 18.2 18.2

<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.005 <0.005 <0.005
11.5 11.8 11.7 11.7 11.9 12.2 12.7 12.7 11.5 11.9

75   72   77 77 72 75
154   159   162 169 154 161

       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 <0.3 0.3 <0.3 <0.3
7.1 7.0 6.9 7.3 6.5 6.5 6.8 7.3 6.5 6.9

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.39 0.36 0.37 0.31 0.33 0.51 0.37 0.61 0.31 0.42

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－95－－94－



給水栓水
百谷（百谷水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.21 R3.5.24 R3.6.28 R3.7.26 R3.8.23
－ － 晴 雨 曇 曇 曇
℃ － 15 20 23 29 25
℃ － 13 20 23 26 25

個/mL 100以下 0 0 0 0 1
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下 0.11   0.09  
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下 0.07   0.11  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 13.1 13.7 13.4 13.3 13.5
mg/L 300以下      
mg/L 500以下 111   111  
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.7 7.8 7.8 8.2 8.1
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.27 0.37 0.26 0.50 0.39
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.21 R3.10.25 R3.11.24 R3.12.13 R4.1.24 R4.2.14 R4.3.14 最高 最低 平均
晴 曇／雨 雨 雨 曇 曇 雨 － － －
25 13 5 5 4 5 10 29 4 15
24 18 12 11 3 3 8 26 3 16
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
 <0.0003      <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005      <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 0.001      0.001 0.001 0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.05      0.05 0.05 0.05
 0.09   <0.08   0.11 <0.08 <0.08
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002      <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002      <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 0.12   0.08   0.12 0.07 0.10
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.03      <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 14.6      14.6 14.6 14.6
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

13.1 12.6 13.5 13.4 14.3 14.0 14.0 14.3 12.6 13.5
 54      54 54 54
 116   107   116 107 111
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.002      <0.002 <0.002 <0.002
 <0.0005      <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
8.0 7.9 8.2 7.5 7.6 7.7 7.9 8.2 7.5 7.9

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.32 0.33 0.36 0.36 0.33 0.36 0.36 0.50 0.26 0.35

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－97－－96－



給水栓水
百谷（百谷水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.21 R3.5.24 R3.6.28 R3.7.26 R3.8.23
－ － 晴 雨 曇 曇 曇
℃ － 15 20 23 29 25
℃ － 13 20 23 26 25

個/mL 100以下 0 0 0 0 1
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下 0.11   0.09  
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下 0.07   0.11  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 13.1 13.7 13.4 13.3 13.5
mg/L 300以下      
mg/L 500以下 111   111  
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.7 7.8 7.8 8.2 8.1
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.27 0.37 0.26 0.50 0.39
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.21 R3.10.25 R3.11.24 R3.12.13 R4.1.24 R4.2.14 R4.3.14 最高 最低 平均
晴 曇／雨 雨 雨 曇 曇 雨 － － －
25 13 5 5 4 5 10 29 4 15
24 18 12 11 3 3 8 26 3 16
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
 <0.0003      <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005      <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 0.001      0.001 0.001 0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.05      0.05 0.05 0.05
 0.09   <0.08   0.11 <0.08 <0.08
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002      <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002      <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 0.12   0.08   0.12 0.07 0.10
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.03      <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 14.6      14.6 14.6 14.6
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

13.1 12.6 13.5 13.4 14.3 14.0 14.0 14.3 12.6 13.5
 54      54 54 54
 116   107   116 107 111
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.002      <0.002 <0.002 <0.002
 <0.0005      <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
8.0 7.9 8.2 7.5 7.6 7.7 7.9 8.2 7.5 7.9

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.32 0.33 0.36 0.36 0.33 0.36 0.36 0.50 0.26 0.35

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
上原（明治水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.12 R3.5.17 R3.6.16 R3.7.12 R3.8.10
－ － 晴 雨 雨 雨 雨
℃ － 17 18 20 25 24
℃ － 15 20 24 24 28

個/mL 100以下 0 0 0 1 6
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下   <0.00005   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   0.16   
mg/L 0.8以下   0.11   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   0.13   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   8.8   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 9.7 8.0 7.9 6.3 8.1
mg/L 300以下   22   
mg/L 500以下   68   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.005以下   <0.0005   
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 0.6 0.3

5.8-8.6 7.0 6.8 7.0 6.2 6.5
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 0.7 <0.5 <0.5 1.1 0.7
度 2度以下 0.3 <0.1 <0.1 0.6 0.4

mg/L 0.1以上 0.40 0.28 0.13 0.19 0.22
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.13 R3.10.11 R3.11.15 R3.12.6 R4.1.17 R4.2.7 R4.3.7 最高 最低 平均
曇 晴 曇 曇 晴 晴 曇 － － －
23 23 10 1 3 0 4 25 0 14
25 25 15 9 3 3 5 28 3 16
1 1 1 0 0 0 0 6 0 1

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
       0.16 0.16 0.16

<0.08   0.12   <0.08 0.12 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.06   <0.06   <0.06 0.13 <0.06 <0.06
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       8.8 8.8 8.8
       <0.005 <0.005 <0.005

7.8 8.2 8.0 7.9 9.8 10.4 10.5 10.5 6.3 8.6
       22 22 22
       68 68 68
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.5 <0.3 0.6 <0.3 <0.3
6.5 6.0 6.8 6.8 6.7 6.5 6.9 7.0 6.0 6.6

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1.1 <0.5 <0.5
0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1 0.6 <0.1 0.1

0.30 0.37 0.24 0.31 0.27 0.31 0.30 0.40 0.13 0.28
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
上原（明治水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.12 R3.5.17 R3.6.16 R3.7.12 R3.8.10
－ － 晴 雨 雨 雨 雨
℃ － 17 18 20 25 24
℃ － 15 20 24 24 28

個/mL 100以下 0 0 0 1 6
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下   <0.00005   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   0.16   
mg/L 0.8以下   0.11   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   0.13   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   8.8   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 9.7 8.0 7.9 6.3 8.1
mg/L 300以下   22   
mg/L 500以下   68   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.005以下   <0.0005   
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 0.6 0.3

5.8-8.6 7.0 6.8 7.0 6.2 6.5
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 0.7 <0.5 <0.5 1.1 0.7
度 2度以下 0.3 <0.1 <0.1 0.6 0.4

mg/L 0.1以上 0.40 0.28 0.13 0.19 0.22
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.13 R3.10.11 R3.11.15 R3.12.6 R4.1.17 R4.2.7 R4.3.7 最高 最低 平均
曇 晴 曇 曇 晴 晴 曇 － － －
23 23 10 1 3 0 4 25 0 14
25 25 15 9 3 3 5 28 3 16
1 1 1 0 0 0 0 6 0 1

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
       0.16 0.16 0.16

<0.08   0.12   <0.08 0.12 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.06   <0.06   <0.06 0.13 <0.06 <0.06
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       8.8 8.8 8.8
       <0.005 <0.005 <0.005

7.8 8.2 8.0 7.9 9.8 10.4 10.5 10.5 6.3 8.6
       22 22 22
       68 68 68
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.5 <0.3 0.6 <0.3 <0.3
6.5 6.0 6.8 6.8 6.7 6.5 6.9 7.0 6.0 6.6

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1.1 <0.5 <0.5
0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1 0.6 <0.1 0.1

0.30 0.37 0.24 0.31 0.27 0.31 0.30 0.40 0.13 0.28
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－99－－98－



給水栓水
中砂見（神戸水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.21 R3.5.24 R3.6.28 R3.7.26 R3.8.23
－ － 晴 雨 曇 曇 曇
℃ － 17 23 23 30 25
℃ － 17 22 24 17 27

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下 0.10   0.11  
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 10.8 11.0 11.0 11.0 10.9
mg/L 300以下 60   63  
mg/L 500以下 123   127  
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.6 7.9 8.3 7.6 7.7
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.22 0.41 0.39 0.31 0.35
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.21 R3.10.25 R3.11.24 R3.12.13 R4.1.24 R4.2.14 R4.3.14 最高 最低 平均
晴 曇／雨 雨 雨 曇 曇 雨 － － －
27 13 8 5 4 5 10 30 4 16
25 17 13 12 3 8 11 27 3 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
 <0.0003      <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005      <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.30      0.30 0.30 0.30
 <0.08   0.13   0.13 <0.08 0.09
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002      <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002      <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.03      <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 13.2      13.2 13.2 13.2
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

10.8 10.5 11.2 10.7 11.6 11.6 11.6 11.6 10.5 11.1
 62   66   66 60 63
 119   129   129 119 125
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.002      <0.002 <0.002 <0.002
 <0.0005      <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.5 7.6 7.6 7.3 7.0 7.2 7.7 8.3 7.0 7.6

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.27 0.23 0.31 0.36 0.36 0.40 0.39 0.41 0.22 0.33

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－101－－100－



給水栓水
中砂見（神戸水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.21 R3.5.24 R3.6.28 R3.7.26 R3.8.23
－ － 晴 雨 曇 曇 曇
℃ － 17 23 23 30 25
℃ － 17 22 24 17 27

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下 0.10   0.11  
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 10.8 11.0 11.0 11.0 10.9
mg/L 300以下 60   63  
mg/L 500以下 123   127  
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.6 7.9 8.3 7.6 7.7
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.22 0.41 0.39 0.31 0.35
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.21 R3.10.25 R3.11.24 R3.12.13 R4.1.24 R4.2.14 R4.3.14 最高 最低 平均
晴 曇／雨 雨 雨 曇 曇 雨 － － －
27 13 8 5 4 5 10 30 4 16
25 17 13 12 3 8 11 27 3 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
 <0.0003      <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005      <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.30      0.30 0.30 0.30
 <0.08   0.13   0.13 <0.08 0.09
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002      <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002      <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.03      <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 13.2      13.2 13.2 13.2
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

10.8 10.5 11.2 10.7 11.6 11.6 11.6 11.6 10.5 11.1
 62   66   66 60 63
 119   129   129 119 125
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.002      <0.002 <0.002 <0.002
 <0.0005      <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.5 7.6 7.6 7.3 7.0 7.2 7.7 8.3 7.0 7.6

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.27 0.23 0.31 0.36 0.36 0.40 0.39 0.41 0.22 0.33

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－101－－100－



給水栓水
御熊（御熊水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.6 R3.5.6 R3.6.2 R3.7.5 R3.8.2
－ － 晴 晴 晴 雨 晴
℃ － 8 17 20 24 34
℃ － 11 16 20 22 29

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下     <0.0003
mg/L 0.0005以下     <0.00005
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下     <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下     0.12
mg/L 0.8以下  0.09   0.09
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.002以下     <0.0002
mg/L 0.05以下     <0.005

mg/L 0.04以下     <0.004

mg/L 0.02以下     <0.002
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.6以下  0.07   0.08
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.3以下     <0.03
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 200以下     27.1
mg/L 0.05以下     <0.005
mg/L 200以下 16.4 16.5 16.0 16.5 16.3
mg/L 300以下  63   64
mg/L 500以下  160   166
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.02以下     <0.002
mg/L 0.005以下     <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.9 7.3 7.8 8.3 8.4
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.44 0.32 0.43 0.26 0.30
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.6 R3.10.4 R3.11.8 R3.12.2 R4.1.11 R4.2.1 R4.3.1 最高 最低 平均
晴 晴 曇 雨 雨 晴 雨 － － －
23 24 11 5 6 3 8 34 3 15
23 22 18 13 7 5 5 29 5 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       0.001 0.001 0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
       0.12 0.12 0.12
  <0.08   0.10  0.10 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  0.16   <0.06  0.16 <0.06 0.08
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       27.1 27.1 27.1
       <0.005 <0.005 <0.005

16.8 16.6 17.1 16.2 17.5 17.8 16.4 17.8 16.0 16.7
  66   59  66 59 63
  160   163  166 160 162
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
8.5 8.1 8.3 8.5 8.2 7.9 8.2 8.5 7.3 8.1

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.32 0.17 0.27 0.30 0.26 0.35 0.29 0.44 0.17 0.31

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
御熊（御熊水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.6 R3.5.6 R3.6.2 R3.7.5 R3.8.2
－ － 晴 晴 晴 雨 晴
℃ － 8 17 20 24 34
℃ － 11 16 20 22 29

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下     <0.0003
mg/L 0.0005以下     <0.00005
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下     <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下     0.12
mg/L 0.8以下  0.09   0.09
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.002以下     <0.0002
mg/L 0.05以下     <0.005

mg/L 0.04以下     <0.004

mg/L 0.02以下     <0.002
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.6以下  0.07   0.08
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.3以下     <0.03
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 200以下     27.1
mg/L 0.05以下     <0.005
mg/L 200以下 16.4 16.5 16.0 16.5 16.3
mg/L 300以下  63   64
mg/L 500以下  160   166
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.02以下     <0.002
mg/L 0.005以下     <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.9 7.3 7.8 8.3 8.4
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.44 0.32 0.43 0.26 0.30
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.6 R3.10.4 R3.11.8 R3.12.2 R4.1.11 R4.2.1 R4.3.1 最高 最低 平均
晴 晴 曇 雨 雨 晴 雨 － － －
23 24 11 5 6 3 8 34 3 15
23 22 18 13 7 5 5 29 5 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       0.001 0.001 0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
       0.12 0.12 0.12
  <0.08   0.10  0.10 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  0.16   <0.06  0.16 <0.06 0.08
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       27.1 27.1 27.1
       <0.005 <0.005 <0.005

16.8 16.6 17.1 16.2 17.5 17.8 16.4 17.8 16.0 16.7
  66   59  66 59 63
  160   163  166 160 162
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
8.5 8.1 8.3 8.5 8.2 7.9 8.2 8.5 7.3 8.1

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.32 0.17 0.27 0.30 0.26 0.35 0.29 0.44 0.17 0.31

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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原水

高岡水源 山崎第1水源 山崎第2水源
単位 水道水の水質基準 R3.10.26 R3.8.24 R3.8.24
－ － 曇 雨 雨
℃ － 13 27 27
℃ － 15 18 23

個/mL 100以下 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005 <0.00005 <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 0.002 <0.001 <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 10以下 0.1 0.5 0.4
mg/L 0.8以下 <0.08 <0.08 <0.08
mg/L 1以下 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.6以下    
mg/L 0.02以下    
mg/L 0.06以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.01以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.09以下    
mg/L 0.08以下    
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 200以下 10 7.3 7.9
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 200以下 8.4 6.5 6.7
mg/L 300以下 49 51 49
mg/L 500以下 110 98 91
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 0.005以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3
－ 5.8-8.6 8.0 7.1 7.2
－ 異常でないこと    
－ 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし
度 5度以下 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5

（ウ）国府地域

　年１回検査を実施している浄水場、水源地

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

臭気
色度
濁度

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味

神垣第2水源 栃本水源 楠城水源 上地水源 荒舟水源
R3.8.24 R3.8.24 R3.8.24 R3.7.19 R3.10.26

雨 雨 雨 晴 曇
28 26 27 31 13
21 21 17 16 14
0 16 30 3 0

検出せず 検出せず 検出 検出せず 検出せず
<0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001
<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.6 0.3 0.1 0.5 0.5
<0.08 0.08 <0.08 <0.08 <0.08
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

<0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.03 <0.03 0.07 <0.03 <0.03
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

13 12 16 5.7 7.8
<0.005 <0.005 0.009 <0.005 <0.005

9.7 6.1 7.0 6.1 7.5
73 36 40 20 41

130 85 110 67 86
<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.1 6.8 7.4 7.0 7.8

     
異常なし 異常なし 微泥臭 異常なし 異常なし

<1 <1 2 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
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原水

高岡水源 山崎第1水源 山崎第2水源
単位 水道水の水質基準 R3.10.26 R3.8.24 R3.8.24
－ － 曇 雨 雨
℃ － 13 27 27
℃ － 15 18 23

個/mL 100以下 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005 <0.00005 <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 0.002 <0.001 <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 10以下 0.1 0.5 0.4
mg/L 0.8以下 <0.08 <0.08 <0.08
mg/L 1以下 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.6以下    
mg/L 0.02以下    
mg/L 0.06以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.01以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.09以下    
mg/L 0.08以下    
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 200以下 10 7.3 7.9
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 200以下 8.4 6.5 6.7
mg/L 300以下 49 51 49
mg/L 500以下 110 98 91
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 0.005以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3
－ 5.8-8.6 8.0 7.1 7.2
－ 異常でないこと    
－ 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし
度 5度以下 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5

（ウ）国府地域

　年１回検査を実施している浄水場、水源地

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

臭気
色度
濁度

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味

神垣第2水源 栃本水源 楠城水源 上地水源 荒舟水源
R3.8.24 R3.8.24 R3.8.24 R3.7.19 R3.10.26

雨 雨 雨 晴 曇
28 26 27 31 13
21 21 17 16 14
0 16 30 3 0

検出せず 検出せず 検出 検出せず 検出せず
<0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001
<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.6 0.3 0.1 0.5 0.5
<0.08 0.08 <0.08 <0.08 <0.08
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

<0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.03 <0.03 0.07 <0.03 <0.03
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

13 12 16 5.7 7.8
<0.005 <0.005 0.009 <0.005 <0.005

9.7 6.1 7.0 6.1 7.5
73 36 40 20 41

130 85 110 67 86
<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.1 6.8 7.4 7.0 7.8

     
異常なし 異常なし 微泥臭 異常なし 異常なし

<1 <1 2 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

－105－－104－



　原水
雨滝水源

単位 水道水の水質基準 R3.4.8 R3.7.19 R3.10.13 R4.1.6 平均
－ － 晴 晴 雨 曇 －
℃ － 16 31 19 1 17
℃ － 14 19 16 12 15

個/mL 100以下  2   2
検出されないこと  検出せず   検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003   <0.0003
mg/L 0.0005以下  <0.00005   <0.00005
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.8以下 0.49 0.66 0.47 0.48 0.53
mg/L 1.0以下  0.2   0.2
mg/L 0.002以下  <0.0002   <0.0002
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005

mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004

mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.6以下     
mg/L 0.02以下     
mg/L 0.06以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.01以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.09以下     
mg/L 0.08以下     
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.3以下  <0.03   <0.03
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 200以下  60   60
mg/L 0.05以下  0.005   0.005
mg/L 200以下  7.6   7.6
mg/L 300以下  39   39
mg/L 500以下 220 220 230 210 220
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.00001以下  <0.000001   <0.000001
mg/L 0.00001以下  <0.000001   <0.000001
mg/L 0.02以下  <0.005   <0.005
mg/L 0.005以下  <0.0005   <0.0005
mg/L 3以下  <0.3   <0.3

5.8-8.6 8.6 8.4 8.5 8.0 8.4
異常でないこと     
異常でないこと  異常なし   

度 5度以下 <0.5 <0.5 1.1 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 1 <0.1 0.3濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

　原水
大石水源

単位 水道水の水質基準 R3.4.8 R3.7.19 R3.10.13 R4.1.6 平均
－ － 晴 晴 雨 晴 －
℃ － 17 31 19 1 17
℃ － 11 19 16 8 14

個/mL 100以下  1   1
検出されないこと  検出   検出

mg/L 0.003以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
mg/L 0.0005以下  <0.00005   <0.00005
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  0.2   0.2
mg/L 0.8以下  <0.08   <0.08
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.002以下  <0.0002   <0.0002
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005

mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004

mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.6以下     
mg/L 0.02以下     
mg/L 0.06以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.01以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.09以下     
mg/L 0.08以下     
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.3以下  <0.03   <0.03
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 200以下  6.2   6.2
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005
mg/L 200以下  6.5   6.5
mg/L 300以下  21   21
mg/L 500以下  57   57
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.00001以下  <0.000001   <0.000001
mg/L 0.00001以下  <0.000001   <0.000001
mg/L 0.02以下  <0.005   <0.005
mg/L 0.005以下  <0.0005   <0.0005
mg/L 3以下  <0.3   <0.3

5.8-8.6 7.6 7.1 7.2 7.3 7.3
異常でないこと     
異常でないこと  異常なし   異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

－107－－106－



　原水
雨滝水源

単位 水道水の水質基準 R3.4.8 R3.7.19 R3.10.13 R4.1.6 平均
－ － 晴 晴 雨 曇 －
℃ － 16 31 19 1 17
℃ － 14 19 16 12 15

個/mL 100以下  2   2
検出されないこと  検出せず   検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003   <0.0003
mg/L 0.0005以下  <0.00005   <0.00005
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.8以下 0.49 0.66 0.47 0.48 0.53
mg/L 1.0以下  0.2   0.2
mg/L 0.002以下  <0.0002   <0.0002
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005

mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004

mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.6以下     
mg/L 0.02以下     
mg/L 0.06以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.01以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.09以下     
mg/L 0.08以下     
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.3以下  <0.03   <0.03
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 200以下  60   60
mg/L 0.05以下  0.005   0.005
mg/L 200以下  7.6   7.6
mg/L 300以下  39   39
mg/L 500以下 220 220 230 210 220
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.00001以下  <0.000001   <0.000001
mg/L 0.00001以下  <0.000001   <0.000001
mg/L 0.02以下  <0.005   <0.005
mg/L 0.005以下  <0.0005   <0.0005
mg/L 3以下  <0.3   <0.3

5.8-8.6 8.6 8.4 8.5 8.0 8.4
異常でないこと     
異常でないこと  異常なし   

度 5度以下 <0.5 <0.5 1.1 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 1 <0.1 0.3濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

　原水
大石水源

単位 水道水の水質基準 R3.4.8 R3.7.19 R3.10.13 R4.1.6 平均
－ － 晴 晴 雨 晴 －
℃ － 17 31 19 1 17
℃ － 11 19 16 8 14

個/mL 100以下  1   1
検出されないこと  検出   検出

mg/L 0.003以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
mg/L 0.0005以下  <0.00005   <0.00005
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  0.2   0.2
mg/L 0.8以下  <0.08   <0.08
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.002以下  <0.0002   <0.0002
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005

mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004

mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.6以下     
mg/L 0.02以下     
mg/L 0.06以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.01以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.09以下     
mg/L 0.08以下     
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.3以下  <0.03   <0.03
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 200以下  6.2   6.2
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005
mg/L 200以下  6.5   6.5
mg/L 300以下  21   21
mg/L 500以下  57   57
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.00001以下  <0.000001   <0.000001
mg/L 0.00001以下  <0.000001   <0.000001
mg/L 0.02以下  <0.005   <0.005
mg/L 0.005以下  <0.0005   <0.0005
mg/L 3以下  <0.3   <0.3

5.8-8.6 7.6 7.1 7.2 7.3 7.3
異常でないこと     
異常でないこと  異常なし   異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

－107－－106－



　原水
神護水源

単位 水道水の水質基準 R3.5.10 R3.8.24 R3.11.10 R4.2.9 平均
－ － 晴 雨 晴 晴 －
℃ － 21 25 10 2 15
℃ － 16 16 14 11 14

個/mL 100以下  0   0
検出されないこと  検出せず   検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003   <0.0003
mg/L 0.0005以下  <0.00005   <0.00005
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.8以下  0.15   0.15
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.002以下  <0.0002   <0.0002
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005

mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004

mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.6以下     
mg/L 0.02以下     
mg/L 0.06以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.01以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.09以下     
mg/L 0.08以下     
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.3以下  <0.03   <0.03
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 200以下  54   54
mg/L 0.05以下  0.022   0.022
mg/L 200以下  7.2   7.2
mg/L 300以下  55   55
mg/L 500以下 250 260 220 220 238
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.00001以下  <0.000001   <0.000001
mg/L 0.00001以下  <0.000001   <0.000001
mg/L 0.02以下  <0.005   <0.005
mg/L 0.005以下  <0.0005   <0.0005
mg/L 3以下  <0.3   <0.3

5.8-8.6 8.4 8.3 8.4 8.4 8.4
異常でないこと     
異常でないこと  異常なし   異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

全自動固相抽出装置（有機物前処理室）

－109－－108－



　原水
神護水源

単位 水道水の水質基準 R3.5.10 R3.8.24 R3.11.10 R4.2.9 平均
－ － 晴 雨 晴 晴 －
℃ － 21 25 10 2 15
℃ － 16 16 14 11 14

個/mL 100以下  0   0
検出されないこと  検出せず   検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003   <0.0003
mg/L 0.0005以下  <0.00005   <0.00005
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.8以下  0.15   0.15
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.002以下  <0.0002   <0.0002
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005

mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004

mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.6以下     
mg/L 0.02以下     
mg/L 0.06以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.01以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.09以下     
mg/L 0.08以下     
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.3以下  <0.03   <0.03
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 200以下  54   54
mg/L 0.05以下  0.022   0.022
mg/L 200以下  7.2   7.2
mg/L 300以下  55   55
mg/L 500以下 250 260 220 220 238
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.00001以下  <0.000001   <0.000001
mg/L 0.00001以下  <0.000001   <0.000001
mg/L 0.02以下  <0.005   <0.005
mg/L 0.005以下  <0.0005   <0.0005
mg/L 3以下  <0.3   <0.3

5.8-8.6 8.4 8.3 8.4 8.4 8.4
異常でないこと     
異常でないこと  異常なし   異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

全自動固相抽出装置（有機物前処理室）

－109－－108－



給水栓水
国府町糸谷（高岡水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.15 R3.5.12 R3.6.17 R3.7.15 R3.8.17
－ － 晴 晴 曇 晴 雨
℃ － 9 16 24 27 23
℃ － 14 17 22 26 25

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 8.6 8.5 8.7 8.7 8.7
mg/L 300以下      
mg/L 500以下 100   110  
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 8.0 8.0 8.1 8.0 8.0
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.71 0.44 0.24 0.56 0.44
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.16 R3.10.20 R3.11.16 R3.12.14 R4.1.20 R4.2.15 R4.3.8 最高 最低 平均
晴 雨 曇 晴 雪 晴 晴 － － －
23 13 11 6 2 7 6 27 2 14
22 19 15 10 5 7 8 26 5 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
 <0.0003      <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005      <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 0.002      0.002 0.002 0.002
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.1      0.1 0.1 0.1
 <0.08      <0.08 <0.08 <0.08
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002      <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002      <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.03      <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 11      11 11 11
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

8.6 8.6 8.6 8.5 8.7 8.7 8.7 8.7 8.5 8.6
 49      49 49 49
 110   100   110 100 105
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005
 <0.0005      <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.1 8.0 8.0

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.23 0.26 0.36 0.20 0.26 0.29 0.30 0.71 0.20 0.36

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－111－－110－



給水栓水
国府町糸谷（高岡水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.15 R3.5.12 R3.6.17 R3.7.15 R3.8.17
－ － 晴 晴 曇 晴 雨
℃ － 9 16 24 27 23
℃ － 14 17 22 26 25

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 8.6 8.5 8.7 8.7 8.7
mg/L 300以下      
mg/L 500以下 100   110  
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 8.0 8.0 8.1 8.0 8.0
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.71 0.44 0.24 0.56 0.44
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.16 R3.10.20 R3.11.16 R3.12.14 R4.1.20 R4.2.15 R4.3.8 最高 最低 平均
晴 雨 曇 晴 雪 晴 晴 － － －
23 13 11 6 2 7 6 27 2 14
22 19 15 10 5 7 8 26 5 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
 <0.0003      <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005      <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 0.002      0.002 0.002 0.002
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.1      0.1 0.1 0.1
 <0.08      <0.08 <0.08 <0.08
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002      <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002      <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.03      <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 11      11 11 11
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

8.6 8.6 8.6 8.5 8.7 8.7 8.7 8.7 8.5 8.6
 49      49 49 49
 110   100   110 100 105
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005
 <0.0005      <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.1 8.0 8.0

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.23 0.26 0.36 0.20 0.26 0.29 0.30 0.71 0.20 0.36

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－111－－110－



給水栓水
国府町岡益（山崎第１水源・山崎第２水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.15 R3.5.12 R3.6.17 R3.7.15 R3.8.17
－ － 晴 晴 曇 晴 雨
℃ － 8 16 24 27 23
℃ － 15 18 22 24 25

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下     <0.0003
mg/L 0.0005以下     <0.00005
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下     <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下     0.4
mg/L 0.8以下     <0.08
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.002以下     <0.0002
mg/L 0.05以下     <0.005

mg/L 0.04以下     <0.004

mg/L 0.02以下     <0.002
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.3以下     <0.03
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 200以下     7.8
mg/L 0.05以下     <0.005
mg/L 200以下 7.1 6.9 7.0 6.8 6.7
mg/L 300以下     50
mg/L 500以下     89
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.02以下     <0.005
mg/L 0.005以下     <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.4 7.5 7.5 7.4 7.4
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.76 0.28 0.36 0.57 0.40
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.16 R3.10.20 R3.11.16 R3.12.14 R4.1.20 R4.2.15 R4.3.8 最高 最低 平均
晴 雨 曇 晴 雪 晴 晴 － － －
24 13 11 2 0 6 5 27 0 13
22 20 15 11 6 6 8 25 6 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
       0.4 0.4 0.4
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       7.8 7.8 7.8
       <0.005 <0.005 <0.005

6.6 6.7 6.6 6.6 7.3 8.1 8.8 8.8 6.6 7.1
       50 50 50
       89 89 89
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.4 7.4 7.5 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.4 7.4

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.24 0.30 0.36 0.29 0.30 0.39 0.27 0.76 0.24 0.38

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－113－－112－



給水栓水
国府町岡益（山崎第１水源・山崎第２水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.15 R3.5.12 R3.6.17 R3.7.15 R3.8.17
－ － 晴 晴 曇 晴 雨
℃ － 8 16 24 27 23
℃ － 15 18 22 24 25

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下     <0.0003
mg/L 0.0005以下     <0.00005
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下     <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下     0.4
mg/L 0.8以下     <0.08
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.002以下     <0.0002
mg/L 0.05以下     <0.005

mg/L 0.04以下     <0.004

mg/L 0.02以下     <0.002
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.3以下     <0.03
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 200以下     7.8
mg/L 0.05以下     <0.005
mg/L 200以下 7.1 6.9 7.0 6.8 6.7
mg/L 300以下     50
mg/L 500以下     89
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.02以下     <0.005
mg/L 0.005以下     <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.4 7.5 7.5 7.4 7.4
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.76 0.28 0.36 0.57 0.40
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.16 R3.10.20 R3.11.16 R3.12.14 R4.1.20 R4.2.15 R4.3.8 最高 最低 平均
晴 雨 曇 晴 雪 晴 晴 － － －
24 13 11 2 0 6 5 27 0 13
22 20 15 11 6 6 8 25 6 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
       0.4 0.4 0.4
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       7.8 7.8 7.8
       <0.005 <0.005 <0.005

6.6 6.7 6.6 6.6 7.3 8.1 8.8 8.8 6.6 7.1
       50 50 50
       89 89 89
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.4 7.4 7.5 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.4 7.4

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.24 0.30 0.36 0.29 0.30 0.39 0.27 0.76 0.24 0.38

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－113－－112－



給水栓水
国府町神垣（神垣第２水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.15 R3.5.12 R3.6.17 R3.7.15 R3.8.17
－ － 晴 晴 曇 晴 雨
℃ － 8 16 23 27 23
℃ － 16 17 26 24 24

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下     <0.0003
mg/L 0.0005以下     <0.00005
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下     <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下     0.6
mg/L 0.8以下     <0.08
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.002以下     <0.0002
mg/L 0.05以下     <0.005

mg/L 0.04以下     <0.004

mg/L 0.02以下     <0.002
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.3以下     <0.03
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 200以下     13
mg/L 0.05以下     <0.005
mg/L 200以下 9.7 9.7 10 9.9 10
mg/L 300以下  69   71
mg/L 500以下  130   130
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.02以下     <0.005
mg/L 0.005以下     <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 8.0 8.0 7.9 8.0 8.0
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.60 0.38 0.41 0.49 0.41
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.16 R3.10.20 R3.11.16 R3.12.14 R4.1.20 R4.2.15 R4.3.8 最高 最低 平均
晴 雨 曇 晴 雪 晴 晴 － － －
23 13 10 2 0 6 2 27 0 13
27 20 16 12 7 7 6 27 6 17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
       0.6 0.6 0.6
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       13 13 13
       <0.005 <0.005 <0.005

9.7 9.7 9.8 9.7 9.9 9.9 10 10 9.7 9.8
  70   71  71 69 70
  130   140  140 130 133
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
8.0 8.0 8.0 8.0 7.9 7.9 7.9 8.0 7.9 8.0

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.29 0.32 0.35 0.34 0.30 0.34 0.38 0.60 0.29 0.38

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－115－－114－



給水栓水
国府町神垣（神垣第２水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.15 R3.5.12 R3.6.17 R3.7.15 R3.8.17
－ － 晴 晴 曇 晴 雨
℃ － 8 16 23 27 23
℃ － 16 17 26 24 24

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下     <0.0003
mg/L 0.0005以下     <0.00005
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下     <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下     0.6
mg/L 0.8以下     <0.08
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.002以下     <0.0002
mg/L 0.05以下     <0.005

mg/L 0.04以下     <0.004

mg/L 0.02以下     <0.002
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.3以下     <0.03
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 200以下     13
mg/L 0.05以下     <0.005
mg/L 200以下 9.7 9.7 10 9.9 10
mg/L 300以下  69   71
mg/L 500以下  130   130
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.02以下     <0.005
mg/L 0.005以下     <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 8.0 8.0 7.9 8.0 8.0
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.60 0.38 0.41 0.49 0.41
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.16 R3.10.20 R3.11.16 R3.12.14 R4.1.20 R4.2.15 R4.3.8 最高 最低 平均
晴 雨 曇 晴 雪 晴 晴 － － －
23 13 10 2 0 6 2 27 0 13
27 20 16 12 7 7 6 27 6 17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
       0.6 0.6 0.6
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       13 13 13
       <0.005 <0.005 <0.005

9.7 9.7 9.8 9.7 9.9 9.9 10 10 9.7 9.8
  70   71  71 69 70
  130   140  140 130 133
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
8.0 8.0 8.0 8.0 7.9 7.9 7.9 8.0 7.9 8.0

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.29 0.32 0.35 0.34 0.30 0.34 0.38 0.60 0.29 0.38

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－115－－114－



給水栓水
国府町雨滝（雨滝水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.8 R3.5.10 R3.6.10 R3.7.7 R3.8.3
－ － 晴 晴 晴 雨 曇
℃ － 16 23 30 23 24
℃ － 12 15 19 22 24

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下    <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下    <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下    <0.1  
mg/L 0.8以下 0.48 0.45 0.47 0.47 0.44
mg/L 1.0以下    0.2  
mg/L 0.002以下    <0.0002  
mg/L 0.05以下    <0.005  

mg/L 0.04以下    <0.004  

mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.6以下 0.08   0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.3以下    <0.03  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 200以下 58   59  
mg/L 0.05以下    <0.005  
mg/L 200以下 7.9 7.9 7.9 7.9 8.0
mg/L 300以下    40  
mg/L 500以下 220 240 270 230 200
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.005  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 8.5 8.5 8.5 8.5 8.4
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.51 0.43 0.33 0.43 0.28
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.9 R3.10.13 R3.11.10 R3.12.8 R4.1.6 R4.2.9 R4.3.3 最高 最低 平均
晴 雨 晴 雨 曇 晴 晴 － － －
22 19 10 8 1 2 4 30 1 15
23 22 16 8 5 3 4 24 3 14
0 0 0 0 0 9 0 9 0 1

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
       <0.1 <0.1 <0.1

0.45 0.46 0.50 0.51 0.47 0.49 0.49 0.51 0.44 0.47
       0.2 0.2 0.2
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 0.13   0.12   0.13 0.06 0.10
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
 62   61   62 58 60
       <0.005 <0.005 <0.005

8.0 8.0 8.2 8.1 8.1 8.2 8.2 8.2 7.9 8.0
       40 40 40

220 220 220 220 210 220 240 270 200 226
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
8.5 8.5 8.5 8.5 8.4 8.5 8.5 8.5 8.4 8.5

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.26 0.28 0.20 0.20 0.40 0.31 0.34 0.51 0.20 0.33

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－117－－116－



給水栓水
国府町雨滝（雨滝水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.8 R3.5.10 R3.6.10 R3.7.7 R3.8.3
－ － 晴 晴 晴 雨 曇
℃ － 16 23 30 23 24
℃ － 12 15 19 22 24

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下    <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下    <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下    <0.1  
mg/L 0.8以下 0.48 0.45 0.47 0.47 0.44
mg/L 1.0以下    0.2  
mg/L 0.002以下    <0.0002  
mg/L 0.05以下    <0.005  

mg/L 0.04以下    <0.004  

mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.6以下 0.08   0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.3以下    <0.03  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 200以下 58   59  
mg/L 0.05以下    <0.005  
mg/L 200以下 7.9 7.9 7.9 7.9 8.0
mg/L 300以下    40  
mg/L 500以下 220 240 270 230 200
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.005  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 8.5 8.5 8.5 8.5 8.4
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.51 0.43 0.33 0.43 0.28
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.9 R3.10.13 R3.11.10 R3.12.8 R4.1.6 R4.2.9 R4.3.3 最高 最低 平均
晴 雨 晴 雨 曇 晴 晴 － － －
22 19 10 8 1 2 4 30 1 15
23 22 16 8 5 3 4 24 3 14
0 0 0 0 0 9 0 9 0 1

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
       <0.1 <0.1 <0.1

0.45 0.46 0.50 0.51 0.47 0.49 0.49 0.51 0.44 0.47
       0.2 0.2 0.2
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 0.13   0.12   0.13 0.06 0.10
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
 62   61   62 58 60
       <0.005 <0.005 <0.005

8.0 8.0 8.2 8.1 8.1 8.2 8.2 8.2 7.9 8.0
       40 40 40

220 220 220 220 210 220 240 270 200 226
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
8.5 8.5 8.5 8.5 8.4 8.5 8.5 8.5 8.4 8.5

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.26 0.28 0.20 0.20 0.40 0.31 0.34 0.51 0.20 0.33

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－117－－116－



給水栓水
国府町石井谷（大石水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.8 R3.5.10 R3.6.10 R3.7.7 R3.8.3
－ － 晴 晴 晴 雨 曇
℃ － 17 23 30 23 25
℃ － 14 16 22 22 27

個/mL 100以下 0 0 0 2 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下    <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下    0.2  
mg/L 0.8以下    <0.08  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.002以下    <0.0002  
mg/L 0.05以下    <0.005  

mg/L 0.04以下    <0.004  

mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.3以下    <0.03  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 200以下    6.2  
mg/L 0.05以下    <0.005  
mg/L 200以下 6.6 6.4 6.5 6.4 6.8
mg/L 300以下    21  
mg/L 500以下    68  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.005  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3

5.8-8.6 7.2 7.3 7.3 7.2 7.2
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.36 0.30 0.20 0.29 0.15
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.9 R3.10.13 R3.11.10 R3.12.8 R4.1.6 R4.2.9 R4.3.3 最高 最低 平均
晴 雨 晴 雨 晴 晴 晴 － － －
22 19 10 8 1 2 4 30 1 15
24 22 15 9 4 4 4 27 4 15
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
       0.2 0.2 0.2
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       6.2 6.2 6.2
       <0.005 <0.005 <0.005

6.8 6.6 6.5 6.6 7.1 7.2 7.2 7.2 6.4 6.7
       21 21 21
       68 68 68
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 <0.3 <0.3
7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.2 7.2 7.3 7.1 7.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.50 0.53 0.30 0.27 0.36 0.30 0.35 0.53 0.15 0.33

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－119－－118－



給水栓水
国府町石井谷（大石水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.8 R3.5.10 R3.6.10 R3.7.7 R3.8.3
－ － 晴 晴 晴 雨 曇
℃ － 17 23 30 23 25
℃ － 14 16 22 22 27

個/mL 100以下 0 0 0 2 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下    <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下    0.2  
mg/L 0.8以下    <0.08  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.002以下    <0.0002  
mg/L 0.05以下    <0.005  

mg/L 0.04以下    <0.004  

mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.3以下    <0.03  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 200以下    6.2  
mg/L 0.05以下    <0.005  
mg/L 200以下 6.6 6.4 6.5 6.4 6.8
mg/L 300以下    21  
mg/L 500以下    68  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.005  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3

5.8-8.6 7.2 7.3 7.3 7.2 7.2
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.36 0.30 0.20 0.29 0.15
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.9 R3.10.13 R3.11.10 R3.12.8 R4.1.6 R4.2.9 R4.3.3 最高 最低 平均
晴 雨 晴 雨 晴 晴 晴 － － －
22 19 10 8 1 2 4 30 1 15
24 22 15 9 4 4 4 27 4 15
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
       0.2 0.2 0.2
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       6.2 6.2 6.2
       <0.005 <0.005 <0.005

6.8 6.6 6.5 6.6 7.1 7.2 7.2 7.2 6.4 6.7
       21 21 21
       68 68 68
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 <0.3 <0.3
7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.2 7.2 7.3 7.1 7.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.50 0.53 0.30 0.27 0.36 0.30 0.35 0.53 0.15 0.33

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
国府町栃本（9月まで：栃本水源系　10月から：大石水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.8 R3.5.10 R3.6.10 R3.7.7 R3.8.3
－ － 晴 晴 晴 雨 曇
℃ － 16 23 30 23 24
℃ － 12 16 20 23 24

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下     <0.0003
mg/L 0.0005以下     <0.00005
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下     <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下     0.2
mg/L 0.8以下     0.11
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.002以下     <0.0002
mg/L 0.05以下     <0.005

mg/L 0.04以下     <0.004

mg/L 0.02以下     <0.002
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.3以下     <0.03
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 200以下     16
mg/L 0.05以下     <0.005
mg/L 200以下 7.3 7.1 7.4 7.1 7.4
mg/L 300以下     46
mg/L 500以下     110
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.02以下     <0.005
mg/L 0.005以下     <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.4 7.4 7.4 7.3 7.5
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.48 0.29 0.36 0.43 0.54
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.9 R3.10.13 R3.11.10 R3.12.8 R4.1.6 R4.2.9 R4.3.3 最高 最低 平均
晴 雨 晴 雨 晴 晴 晴 － － －
22 19 10 8 1 2 3 30 1 15
23 21 14 10 5 3 4 24 3 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
       0.2 0.2 0.2
       0.11 0.11 0.11
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       16 16 16
       <0.005 <0.005 <0.005

6.9 6.6 6.6 6.6 7.0 7.3 7.2 7.4 6.6 7.0
       46 46 46
       110 110 110
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.3 7.2 7.2 7.2 7.1 7.2 7.1 7.5 7.1 7.3

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.26 0.45 0.27 0.28 0.19 0.31 0.29 0.54 0.19 0.35

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
国府町栃本（9月まで：栃本水源系　10月から：大石水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.8 R3.5.10 R3.6.10 R3.7.7 R3.8.3
－ － 晴 晴 晴 雨 曇
℃ － 16 23 30 23 24
℃ － 12 16 20 23 24

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下     <0.0003
mg/L 0.0005以下     <0.00005
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下     <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下     0.2
mg/L 0.8以下     0.11
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.002以下     <0.0002
mg/L 0.05以下     <0.005

mg/L 0.04以下     <0.004

mg/L 0.02以下     <0.002
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.3以下     <0.03
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 200以下     16
mg/L 0.05以下     <0.005
mg/L 200以下 7.3 7.1 7.4 7.1 7.4
mg/L 300以下     46
mg/L 500以下     110
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.02以下     <0.005
mg/L 0.005以下     <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.4 7.4 7.4 7.3 7.5
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.48 0.29 0.36 0.43 0.54
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.9 R3.10.13 R3.11.10 R3.12.8 R4.1.6 R4.2.9 R4.3.3 最高 最低 平均
晴 雨 晴 雨 晴 晴 晴 － － －
22 19 10 8 1 2 3 30 1 15
23 21 14 10 5 3 4 24 3 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
       0.2 0.2 0.2
       0.11 0.11 0.11
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       16 16 16
       <0.005 <0.005 <0.005

6.9 6.6 6.6 6.6 7.0 7.3 7.2 7.4 6.6 7.0
       46 46 46
       110 110 110
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.3 7.2 7.2 7.2 7.1 7.2 7.1 7.5 7.1 7.3

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.26 0.45 0.27 0.28 0.19 0.31 0.29 0.54 0.19 0.35

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－121－－120－



給水栓水
国府町神護（神護水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.8 R3.5.10 R3.6.10 R3.7.7 R3.8.3
－ － 晴 晴 晴 雨 曇
℃ － 14 21 29 23 24
℃ － 13 17 22 23 28

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下     <0.0003
mg/L 0.0005以下     <0.00005
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下     <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下     <0.1
mg/L 0.8以下     0.13
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.002以下     <0.0002
mg/L 0.05以下     <0.005

mg/L 0.04以下     <0.004

mg/L 0.02以下     <0.002
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.6以下  0.25   0.23
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.3以下     <0.03
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 200以下  54   57
mg/L 0.05以下     <0.005
mg/L 200以下 8.0 8.2 8.2 8.2 7.9
mg/L 300以下     54
mg/L 500以下 210 220 240 250 220
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.02以下     <0.005
mg/L 0.005以下     <0.0005
mg/L 3以下 0.3 <0.3 0.3 0.3 0.4

5.8-8.6 7.9 7.8 7.8 7.8 7.8
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.43 0.30 0.29 0.38 0.40
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.9 R3.10.13 R3.11.10 R3.12.8 R4.1.6 R4.2.9 R4.3.3 最高 最低 平均
晴 雨 晴 雨 曇 晴 晴 － － －
22 19 10 8 1 2 3 29 1 15
25 23 16 10 8 4 4 28 4 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
       <0.1 <0.1 <0.1
       0.13 0.13 0.13
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  0.10   <0.06  0.25 <0.06 0.15
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
  56   54  57 54 55
       <0.005 <0.005 <0.005

7.9 8.2 8.3 8.1 8.1 8.4 8.6 8.6 7.9 8.2
       54 54 54

220 210 220 220 220 230 220 250 210 223
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 <0.3
8.0 8.1 8.1 8.0 7.9 7.8 7.8 8.1 7.8 7.9

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.43 0.20 0.33 0.30 0.39 0.36 0.30 0.43 0.20 0.34

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－123－－122－



給水栓水
国府町神護（神護水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.8 R3.5.10 R3.6.10 R3.7.7 R3.8.3
－ － 晴 晴 晴 雨 曇
℃ － 14 21 29 23 24
℃ － 13 17 22 23 28

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下     <0.0003
mg/L 0.0005以下     <0.00005
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下     <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下     <0.1
mg/L 0.8以下     0.13
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.002以下     <0.0002
mg/L 0.05以下     <0.005

mg/L 0.04以下     <0.004

mg/L 0.02以下     <0.002
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.6以下  0.25   0.23
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.3以下     <0.03
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 200以下  54   57
mg/L 0.05以下     <0.005
mg/L 200以下 8.0 8.2 8.2 8.2 7.9
mg/L 300以下     54
mg/L 500以下 210 220 240 250 220
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.02以下     <0.005
mg/L 0.005以下     <0.0005
mg/L 3以下 0.3 <0.3 0.3 0.3 0.4

5.8-8.6 7.9 7.8 7.8 7.8 7.8
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.43 0.30 0.29 0.38 0.40
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.9 R3.10.13 R3.11.10 R3.12.8 R4.1.6 R4.2.9 R4.3.3 最高 最低 平均
晴 雨 晴 雨 曇 晴 晴 － － －
22 19 10 8 1 2 3 29 1 15
25 23 16 10 8 4 4 28 4 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
       <0.1 <0.1 <0.1
       0.13 0.13 0.13
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  0.10   <0.06  0.25 <0.06 0.15
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
  56   54  57 54 55
       <0.005 <0.005 <0.005

7.9 8.2 8.3 8.1 8.1 8.4 8.6 8.6 7.9 8.2
       54 54 54

220 210 220 220 220 230 220 250 210 223
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 <0.3
8.0 8.1 8.1 8.0 7.9 7.8 7.8 8.1 7.8 7.9

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.43 0.20 0.33 0.30 0.39 0.36 0.30 0.43 0.20 0.34

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－123－－122－



給水栓水
国府町楠城（楠城水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.8 R3.5.10 R3.6.10 R3.7.7 R3.8.3
－ － 晴 晴 晴 雨 曇
℃ － 15 23 30 23 24
℃ － 10 14 20 23 28

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下     <0.0003
mg/L 0.0005以下     <0.00005
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     0.003
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下     <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下     0.2
mg/L 0.8以下     <0.08
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.002以下     <0.0002
mg/L 0.05以下     <0.005

mg/L 0.04以下     <0.004

mg/L 0.02以下     <0.002
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   0.016
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   0.005
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.2以下     0.03
mg/L 0.3以下     0.03
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 200以下     14
mg/L 0.05以下     <0.005
mg/L 200以下 8.1 8.0 8.1 8.2 7.8
mg/L 300以下     42
mg/L 500以下  120   95
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.02以下     <0.005
mg/L 0.005以下     <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 0.4

5.8-8.6 8.1 8.1 8.1 7.9 7.9
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.43 0.24 0.43 0.49 0.29
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.9 R3.10.13 R3.11.10 R3.12.8 R4.1.6 R4.2.9 R4.3.3 最高 最低 平均
晴 雨 晴 雨 晴 晴 晴 － － －
22 19 10 8 2 2 3 30 2 15
23 22 16 10 6 5 4 28 4 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       0.003 0.003 0.003
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
       0.2 0.2 0.2
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  0.06   <0.06  0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  0.016 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  0.005 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       0.03 0.03 0.03
       0.03 0.03 0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       14 14 14
       <0.005 <0.005 <0.005

7.7 7.7 7.8 7.7 7.8 8.1 8.4 8.4 7.7 8.0
       42 42 42
  100   100  120 95 104
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 <0.3
8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.9 8.0 8.1 7.9 8.0

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.36 0.20 0.35 0.27 0.43 0.43 0.43 0.49 0.20 0.36

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－125－－124－



給水栓水
国府町楠城（楠城水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.8 R3.5.10 R3.6.10 R3.7.7 R3.8.3
－ － 晴 晴 晴 雨 曇
℃ － 15 23 30 23 24
℃ － 10 14 20 23 28

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下     <0.0003
mg/L 0.0005以下     <0.00005
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     0.003
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下     <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下     0.2
mg/L 0.8以下     <0.08
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.002以下     <0.0002
mg/L 0.05以下     <0.005

mg/L 0.04以下     <0.004

mg/L 0.02以下     <0.002
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   0.016
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   0.005
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.2以下     0.03
mg/L 0.3以下     0.03
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 200以下     14
mg/L 0.05以下     <0.005
mg/L 200以下 8.1 8.0 8.1 8.2 7.8
mg/L 300以下     42
mg/L 500以下  120   95
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.02以下     <0.005
mg/L 0.005以下     <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 0.4

5.8-8.6 8.1 8.1 8.1 7.9 7.9
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.43 0.24 0.43 0.49 0.29
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.9 R3.10.13 R3.11.10 R3.12.8 R4.1.6 R4.2.9 R4.3.3 最高 最低 平均
晴 雨 晴 雨 晴 晴 晴 － － －
22 19 10 8 2 2 3 30 2 15
23 22 16 10 6 5 4 28 4 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       0.003 0.003 0.003
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
       0.2 0.2 0.2
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  0.06   <0.06  0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  0.016 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  0.005 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       0.03 0.03 0.03
       0.03 0.03 0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       14 14 14
       <0.005 <0.005 <0.005

7.7 7.7 7.8 7.7 7.8 8.1 8.4 8.4 7.7 8.0
       42 42 42
  100   100  120 95 104
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 <0.3
8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.9 8.0 8.1 7.9 8.0

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.36 0.20 0.35 0.27 0.43 0.43 0.43 0.49 0.20 0.36

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－125－－124－



給水栓水
国府町上地（上地水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.15 R3.5.12 R3.6.17 R3.7.15 R3.8.17
－ － 晴 晴 曇 晴 雨
℃ － 8 16 24 27 23
℃ － 10 17 20 20 22

個/mL 100以下 0 0 0 1 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003   <0.0003
mg/L 0.0005以下  <0.00005   <0.00005
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  0.4   0.6
mg/L 0.8以下  <0.08   <0.08
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.002以下  <0.0002   <0.0002
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005

mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004

mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.3以下  <0.03   <0.03
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 200以下  5.5   5.9
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005
mg/L 200以下 6.1 5.9 6.0 6.3 6.1
mg/L 300以下  18   21
mg/L 500以下  63   66
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.02以下  <0.005   <0.005
mg/L 0.005以下  <0.0005   <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.1 7.2 7.2 6.9 6.9
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.41 0.23 0.17 0.66 0.38
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.16 R3.10.20 R3.11.16 R3.12.14 R4.1.20 R4.2.15 R4.3.8 最高 最低 平均
晴 雨 曇 晴 雪 晴 晴 － － －
25 13 10 2 0 6 2 27 0 13
21 13 13 5 4 5 8 22 4 13
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
  <0.0003   <0.0003  <0.0003 <0.0003 <0.0003
  <0.00005   <0.00005  <0.00005 <0.00005 <0.00005
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  0.3   <0.1  0.6 <0.1 0.3
  <0.08   0.15  0.15 <0.08 <0.08
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.0002   <0.0002  <0.0002 <0.0002 <0.0002
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004

  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.02   <0.02  <0.02 <0.02 <0.02
  <0.03   <0.03  <0.03 <0.03 <0.03
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  5.5   37  37 5.5 14
  <0.005   0.011  0.011 <0.005 <0.005

5.9 5.8 5.7 5.8 6.3 6.3 6.9 6.9 5.7 6.1
  18   45  45 18 26
  70   160  160 63 90
  <0.02   <0.02  <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005
  <0.0005   <0.0005  <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.0 7.2 7.2 7.3 7.8 8.1 7.8 8.1 6.9 7.3

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 2 2 1 2 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.40 0.33 0.37 0.31 0.51 0.40 0.27 0.66 0.17 0.37

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－127－－126－



給水栓水
国府町上地（上地水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.15 R3.5.12 R3.6.17 R3.7.15 R3.8.17
－ － 晴 晴 曇 晴 雨
℃ － 8 16 24 27 23
℃ － 10 17 20 20 22

個/mL 100以下 0 0 0 1 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003   <0.0003
mg/L 0.0005以下  <0.00005   <0.00005
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  0.4   0.6
mg/L 0.8以下  <0.08   <0.08
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.002以下  <0.0002   <0.0002
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005

mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004

mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.3以下  <0.03   <0.03
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 200以下  5.5   5.9
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005
mg/L 200以下 6.1 5.9 6.0 6.3 6.1
mg/L 300以下  18   21
mg/L 500以下  63   66
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.02以下  <0.005   <0.005
mg/L 0.005以下  <0.0005   <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.1 7.2 7.2 6.9 6.9
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.41 0.23 0.17 0.66 0.38
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.16 R3.10.20 R3.11.16 R3.12.14 R4.1.20 R4.2.15 R4.3.8 最高 最低 平均
晴 雨 曇 晴 雪 晴 晴 － － －
25 13 10 2 0 6 2 27 0 13
21 13 13 5 4 5 8 22 4 13
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
  <0.0003   <0.0003  <0.0003 <0.0003 <0.0003
  <0.00005   <0.00005  <0.00005 <0.00005 <0.00005
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  0.3   <0.1  0.6 <0.1 0.3
  <0.08   0.15  0.15 <0.08 <0.08
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.0002   <0.0002  <0.0002 <0.0002 <0.0002
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004

  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.02   <0.02  <0.02 <0.02 <0.02
  <0.03   <0.03  <0.03 <0.03 <0.03
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  5.5   37  37 5.5 14
  <0.005   0.011  0.011 <0.005 <0.005

5.9 5.8 5.7 5.8 6.3 6.3 6.9 6.9 5.7 6.1
  18   45  45 18 26
  70   160  160 63 90
  <0.02   <0.02  <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005
  <0.0005   <0.0005  <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.0 7.2 7.2 7.3 7.8 8.1 7.8 8.1 6.9 7.3

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 2 2 1 2 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.40 0.33 0.37 0.31 0.51 0.40 0.27 0.66 0.17 0.37

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
国府町荒舟（荒舟水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.15 R3.5.12 R3.6.17 R3.7.15 R3.8.17
－ － 晴 晴 曇 晴 雨
℃ － 8 16 24 27 23
℃ － 12 15 21 23 23

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 7.8 7.7 7.8 7.8 7.3
mg/L 300以下      
mg/L 500以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 8.0 8.0 7.9 7.8 7.7
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.54 0.35 0.34 0.25 0.33
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.16 R3.10.20 R3.11.16 R3.12.14 R4.1.20 R4.2.15 R4.3.8 最高 最低 平均
晴 雨 曇 晴 雪 晴 晴 － － －
25 13 10 2 0 7 3 27 0 13
22 16 12 5 2 2 5 23 2 13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
 <0.0003      <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005      <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.4      0.4 0.4 0.4
 <0.08      <0.08 <0.08 <0.08
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002      <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002      <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.03      <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 8.2      8.2 8.2 8.2
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

7.6 7.5 7.6 7.6 7.7 7.7 8.1 8.1 7.3 7.7
 42      42 42 42
 87      87 87 87
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005
 <0.0005      <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.9 7.8 7.9 8.0 8.1 8.0 8.0 8.1 7.7 7.9

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.28 0.35 0.26 0.28 0.45 0.41 0.49 0.54 0.25 0.36

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
国府町荒舟（荒舟水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.15 R3.5.12 R3.6.17 R3.7.15 R3.8.17
－ － 晴 晴 曇 晴 雨
℃ － 8 16 24 27 23
℃ － 12 15 21 23 23

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 7.8 7.7 7.8 7.8 7.3
mg/L 300以下      
mg/L 500以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 8.0 8.0 7.9 7.8 7.7
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.54 0.35 0.34 0.25 0.33
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.16 R3.10.20 R3.11.16 R3.12.14 R4.1.20 R4.2.15 R4.3.8 最高 最低 平均
晴 雨 曇 晴 雪 晴 晴 － － －
25 13 10 2 0 7 3 27 0 13
22 16 12 5 2 2 5 23 2 13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
 <0.0003      <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005      <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.4      0.4 0.4 0.4
 <0.08      <0.08 <0.08 <0.08
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002      <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002      <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.03      <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 8.2      8.2 8.2 8.2
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

7.6 7.5 7.6 7.6 7.7 7.7 8.1 8.1 7.3 7.7
 42      42 42 42
 87      87 87 87
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005
 <0.0005      <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.9 7.8 7.9 8.0 8.1 8.0 8.0 8.1 7.7 7.9

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.28 0.35 0.26 0.28 0.45 0.41 0.49 0.54 0.25 0.36

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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（エ）福部地域
原水

蔵見水源 上野水源
単位 水道水の水質基準 R3.6.7 R3.6.7
－ － 晴 晴
℃ － 24 24
℃ － 20 16

個/mL 100以下 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003 <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005 <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 10以下 0.15 0.22
mg/L 0.8以下 0.12 <0.08
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 0.6以下   
mg/L 0.02以下   
mg/L 0.06以下   
mg/L 0.03以下   
mg/L 0.1以下   
mg/L 0.01以下   
mg/L 0.1以下   
mg/L 0.03以下   
mg/L 0.03以下   
mg/L 0.09以下   
mg/L 0.08以下   
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1
mg/L 200以下 16.0 8.5
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005
mg/L 200以下 14.0 8.8
mg/L 300以下 63 35
mg/L 500以下 121 83
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002
mg/L 0.005以下 <0.0005 <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.7 6.6
異常でないこと   
異常でないこと 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1

色度
濁度

非イオン界面活性剤
フェノール類

有機物(全有機炭素(TOC)の量)
ｐＨ値
味
臭気

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

臭素酸
総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

大腸菌
カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物

　年１回検査を実施している浄水場、水源地

項目
天候
気温
水温

一般細菌

　原水
箭渓水源

単位 水道水の水質基準 R3.6.7 R3.9.1 R3.12.1 R4.3.22 平均
－ － 晴 曇 曇 雨 －
℃ － 24 27 7 6 16
℃ － 20 17 13 14 16

個/mL 100以下 0    0
検出されないこと 検出せず    検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003    <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005    <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004    <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 10以下 0.60 0.47 0.58 0.53 0.55
mg/L 0.8以下 0.20    0.20
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002    <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005    <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004    <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.6以下     
mg/L 0.02以下     
mg/L 0.06以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.01以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.09以下     
mg/L 0.08以下     
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 0.2以下 <0.02    <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03    <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 200以下 22.1    22.1
mg/L 0.05以下 <0.005    <0.005
mg/L 200以下 16.6    16.6
mg/L 300以下 63    63
mg/L 500以下 144 158 159 168 157
mg/L 0.2以下 <0.02    <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001    <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001    <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.005以下 <0.0005    <0.0005
mg/L 3以下 <0.3    <0.3

5.8-8.6 7.7 7.5 7.0 7.2 7.4
異常でないこと     
異常でないこと 異常なし    異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 0.8 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 0.3 0.5 0.2

   

濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌
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（エ）福部地域
原水

蔵見水源 上野水源
単位 水道水の水質基準 R3.6.7 R3.6.7
－ － 晴 晴
℃ － 24 24
℃ － 20 16

個/mL 100以下 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003 <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005 <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 10以下 0.15 0.22
mg/L 0.8以下 0.12 <0.08
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 0.6以下   
mg/L 0.02以下   
mg/L 0.06以下   
mg/L 0.03以下   
mg/L 0.1以下   
mg/L 0.01以下   
mg/L 0.1以下   
mg/L 0.03以下   
mg/L 0.03以下   
mg/L 0.09以下   
mg/L 0.08以下   
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1
mg/L 200以下 16.0 8.5
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005
mg/L 200以下 14.0 8.8
mg/L 300以下 63 35
mg/L 500以下 121 83
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002
mg/L 0.005以下 <0.0005 <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.7 6.6
異常でないこと   
異常でないこと 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1

色度
濁度

非イオン界面活性剤
フェノール類

有機物(全有機炭素(TOC)の量)
ｐＨ値
味
臭気

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

臭素酸
総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

大腸菌
カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物

　年１回検査を実施している浄水場、水源地

項目
天候
気温
水温

一般細菌

　原水
箭渓水源

単位 水道水の水質基準 R3.6.7 R3.9.1 R3.12.1 R4.3.22 平均
－ － 晴 曇 曇 雨 －
℃ － 24 27 7 6 16
℃ － 20 17 13 14 16

個/mL 100以下 0    0
検出されないこと 検出せず    検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003    <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005    <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004    <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 10以下 0.60 0.47 0.58 0.53 0.55
mg/L 0.8以下 0.20    0.20
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002    <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005    <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004    <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.6以下     
mg/L 0.02以下     
mg/L 0.06以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.01以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.09以下     
mg/L 0.08以下     
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 0.2以下 <0.02    <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03    <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 200以下 22.1    22.1
mg/L 0.05以下 <0.005    <0.005
mg/L 200以下 16.6    16.6
mg/L 300以下 63    63
mg/L 500以下 144 158 159 168 157
mg/L 0.2以下 <0.02    <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001    <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001    <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.005以下 <0.0005    <0.0005
mg/L 3以下 <0.3    <0.3

5.8-8.6 7.7 7.5 7.0 7.2 7.4
異常でないこと     
異常でないこと 異常なし    異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 0.8 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 0.3 0.5 0.2

   

濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌
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給水栓水
福部町蔵見（蔵見水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.19 R3.5.24 R3.6.21 R3.7.19 R3.8.17
－ － 晴 雨 晴 晴 雨
℃ － 16.7 22.8 29.5 32.6 24.4
℃ － 15.3 21.0 22.7 24.5 26.5

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 14.2 14.2 13.6 14.1 13.9
mg/L 300以下   65   
mg/L 500以下   125   
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.4 7.3 7.4 7.2 7.3
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.39 0.41 0.33 0.42 0.33
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.8 R3.10.12 R3.11.8 R3.12.13 R4.1.18 R4.2.14 R4.3.7 最高 最低 平均
雨 雨 晴 曇／雨 雪 曇 曇 － － －

25.9 20.4 17.5 9.7 2.1 6.5 7.4 32.6 2.1 18.0
25.9 24.8 19.1 13.4 9.2 8.4 8.6 26.5 8.4 18.3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003       <0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004       <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.14       0.14 0.14 0.14
0.11       0.11 0.11 0.11
<0.1       <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002       <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005       <0.005 <0.005 <0.005

<0.004       <0.004 <0.004 <0.004

<0.002       <0.002 <0.002 <0.002
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001

0.13   <0.06   <0.06 0.13 <0.06 <0.06
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1       <0.1 <0.1 <0.1
<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.03       <0.03 <0.03 <0.03
<0.1       <0.1 <0.1 <0.1
16.1       16.1 16.1 16.1

<0.005       <0.005 <0.005 <0.005
13.7 13.8 13.8 14.2 14.2 15.1 14.8 15.1 13.6 14.1

64   63   62 65 62 64
135   134   151 151 125 136

<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.002       <0.002 <0.002 <0.002
<0.0005       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.7 7.3 7.7 7.7 7.7 7.5 7.4 7.7 7.2 7.5

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.36 0.23 0.39 0.42 0.48 0.49 0.50 0.50 0.23 0.40

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－133－－132－



給水栓水
福部町蔵見（蔵見水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.19 R3.5.24 R3.6.21 R3.7.19 R3.8.17
－ － 晴 雨 晴 晴 雨
℃ － 16.7 22.8 29.5 32.6 24.4
℃ － 15.3 21.0 22.7 24.5 26.5

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 14.2 14.2 13.6 14.1 13.9
mg/L 300以下   65   
mg/L 500以下   125   
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.4 7.3 7.4 7.2 7.3
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.39 0.41 0.33 0.42 0.33
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.8 R3.10.12 R3.11.8 R3.12.13 R4.1.18 R4.2.14 R4.3.7 最高 最低 平均
雨 雨 晴 曇／雨 雪 曇 曇 － － －

25.9 20.4 17.5 9.7 2.1 6.5 7.4 32.6 2.1 18.0
25.9 24.8 19.1 13.4 9.2 8.4 8.6 26.5 8.4 18.3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003       <0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004       <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.14       0.14 0.14 0.14
0.11       0.11 0.11 0.11
<0.1       <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002       <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005       <0.005 <0.005 <0.005

<0.004       <0.004 <0.004 <0.004

<0.002       <0.002 <0.002 <0.002
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001

0.13   <0.06   <0.06 0.13 <0.06 <0.06
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1       <0.1 <0.1 <0.1
<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.03       <0.03 <0.03 <0.03
<0.1       <0.1 <0.1 <0.1
16.1       16.1 16.1 16.1

<0.005       <0.005 <0.005 <0.005
13.7 13.8 13.8 14.2 14.2 15.1 14.8 15.1 13.6 14.1

64   63   62 65 62 64
135   134   151 151 125 136

<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.002       <0.002 <0.002 <0.002
<0.0005       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.7 7.3 7.7 7.7 7.7 7.5 7.4 7.7 7.2 7.5

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.36 0.23 0.39 0.42 0.48 0.49 0.50 0.50 0.23 0.40

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－133－－132－



給水栓水
福部町左近（上野水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.19 R3.5.24 R3.6.21 R3.7.19 R3.8.17
－ － 晴 雨 晴 晴 雨
℃ － 16.7 22.8 29.5 32.6 24.4
℃ － 14.1 20.0 22.7 25.2 24.6

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 8.4 8.7 8.2 8.6 8.7
mg/L 300以下      
mg/L 500以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3

5.8-8.6 7.1 7.4 7.4 7.2 7.4
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.52 0.49 0.34 0.39 0.35
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.8 R3.10.12 R3.11.8 R3.12.13 R4.1.18 R4.2.14 R4.3.7 最高 最低 平均
雨 雨 晴 曇／雨 雪 曇 曇 － － －

25.9 20.4 17.5 9.7 2.1 6.5 7.4 32.6 2.1 18.0
24.4 23.4 16.3 10.4 4.1 3.6 3.8 25.2 3.6 16.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003       <0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004       <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.13       0.13 0.13 0.13
<0.08       <0.08 <0.08 <0.08
<0.1       <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002       <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005       <0.005 <0.005 <0.005

<0.004       <0.004 <0.004 <0.004

<0.002       <0.002 <0.002 <0.002
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1       <0.1 <0.1 <0.1
<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.03       <0.03 <0.03 <0.03
<0.1       <0.1 <0.1 <0.1

8.7       8.7 8.7 8.7
<0.005       <0.005 <0.005 <0.005

8.1 8.4 8.4 8.5 8.5 10.5 9.2 10.5 8.1 8.7
38       38 38 38
94       94 94 94

<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.002       <0.002 <0.002 <0.002
<0.0005       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 <0.3
7.2 7.2 7.2 7.3 7.1 7.6 7.4 7.6 7.1 7.3

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.40 0.34 0.49 0.51 0.34 0.42 0.42 0.52 0.34 0.42

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－135－－134－



給水栓水
福部町左近（上野水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.19 R3.5.24 R3.6.21 R3.7.19 R3.8.17
－ － 晴 雨 晴 晴 雨
℃ － 16.7 22.8 29.5 32.6 24.4
℃ － 14.1 20.0 22.7 25.2 24.6

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 8.4 8.7 8.2 8.6 8.7
mg/L 300以下      
mg/L 500以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3

5.8-8.6 7.1 7.4 7.4 7.2 7.4
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.52 0.49 0.34 0.39 0.35
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.8 R3.10.12 R3.11.8 R3.12.13 R4.1.18 R4.2.14 R4.3.7 最高 最低 平均
雨 雨 晴 曇／雨 雪 曇 曇 － － －

25.9 20.4 17.5 9.7 2.1 6.5 7.4 32.6 2.1 18.0
24.4 23.4 16.3 10.4 4.1 3.6 3.8 25.2 3.6 16.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003       <0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004       <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.13       0.13 0.13 0.13
<0.08       <0.08 <0.08 <0.08
<0.1       <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002       <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005       <0.005 <0.005 <0.005

<0.004       <0.004 <0.004 <0.004

<0.002       <0.002 <0.002 <0.002
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1       <0.1 <0.1 <0.1
<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.03       <0.03 <0.03 <0.03
<0.1       <0.1 <0.1 <0.1

8.7       8.7 8.7 8.7
<0.005       <0.005 <0.005 <0.005

8.1 8.4 8.4 8.5 8.5 10.5 9.2 10.5 8.1 8.7
38       38 38 38
94       94 94 94

<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.002       <0.002 <0.002 <0.002
<0.0005       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 <0.3
7.2 7.2 7.2 7.3 7.1 7.6 7.4 7.6 7.1 7.3

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.40 0.34 0.49 0.51 0.34 0.42 0.42 0.52 0.34 0.42

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－135－－134－



給水栓水
福部町箭渓（箭渓水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.19 R3.5.24 R3.6.21 R3.7.19 R3.8.17
－ － 晴 雨 晴 晴 雨
℃ － 16.7 22.8 29.5 32.6 24.4
℃ － 14.9 20.9 22.8 25.6 26.6

個/mL 100以下 0 0 1 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下 0.63 0.63 0.59 0.64 0.61
mg/L 0.8以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 16.2 16.2 15.6 16.4 16.6
mg/L 300以下   63   
mg/L 500以下 147 146 143 161 162
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.1 7.1 7.0 7.5 6.9
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.32 0.49 0.40 0.43 0.23
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.8 R3.10.12 R3.11.8 R3.12.13 R4.1.18 R4.2.14 R4.3.7 最高 最低 平均
雨 雨 晴 曇／雨 雪 曇 曇 － － －

25.9 20.4 17.5 9.7 2.1 6.5 7.4 32.6 2.1 18.0
26.1 25.1 19.0 12.8 8.1 7.6 8.6 26.6 7.6 18.2

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003       <0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004       <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.58 0.58 0.59 0.58 0.61 0.55 0.61 0.64 0.55 0.60
0.18       0.18 0.18 0.18
<0.1       <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002       <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005       <0.005 <0.005 <0.005

<0.004       <0.004 <0.004 <0.004

<0.002       <0.002 <0.002 <0.002
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1       <0.1 <0.1 <0.1
<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.03       <0.03 <0.03 <0.03
<0.1       <0.1 <0.1 <0.1
22.1       22.1 22.1 22.1

<0.005       <0.005 <0.005 <0.005
15.8 15.8 16.2 16.7 16.7 17.1 17.5 17.5 15.6 16.4

62   62   62 63 62 62
55 144 155 151 148 151 120 162 55 140

<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.002       <0.002 <0.002 <0.002
<0.0005       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.0 6.8 7.1 7.2 7.1 7.1 7.1 7.5 6.8 7.1

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.26 0.15 0.35 0.53 0.66 0.54 0.57 0.66 0.15 0.41

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－137－－136－



給水栓水
福部町箭渓（箭渓水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.19 R3.5.24 R3.6.21 R3.7.19 R3.8.17
－ － 晴 雨 晴 晴 雨
℃ － 16.7 22.8 29.5 32.6 24.4
℃ － 14.9 20.9 22.8 25.6 26.6

個/mL 100以下 0 0 1 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下 0.63 0.63 0.59 0.64 0.61
mg/L 0.8以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 16.2 16.2 15.6 16.4 16.6
mg/L 300以下   63   
mg/L 500以下 147 146 143 161 162
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.1 7.1 7.0 7.5 6.9
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.32 0.49 0.40 0.43 0.23
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.8 R3.10.12 R3.11.8 R3.12.13 R4.1.18 R4.2.14 R4.3.7 最高 最低 平均
雨 雨 晴 曇／雨 雪 曇 曇 － － －

25.9 20.4 17.5 9.7 2.1 6.5 7.4 32.6 2.1 18.0
26.1 25.1 19.0 12.8 8.1 7.6 8.6 26.6 7.6 18.2

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003       <0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004       <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.58 0.58 0.59 0.58 0.61 0.55 0.61 0.64 0.55 0.60
0.18       0.18 0.18 0.18
<0.1       <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002       <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005       <0.005 <0.005 <0.005

<0.004       <0.004 <0.004 <0.004

<0.002       <0.002 <0.002 <0.002
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1       <0.1 <0.1 <0.1
<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.03       <0.03 <0.03 <0.03
<0.1       <0.1 <0.1 <0.1
22.1       22.1 22.1 22.1

<0.005       <0.005 <0.005 <0.005
15.8 15.8 16.2 16.7 16.7 17.1 17.5 17.5 15.6 16.4

62   62   62 63 62 62
55 144 155 151 148 151 120 162 55 140

<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.002       <0.002 <0.002 <0.002
<0.0005       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.0 6.8 7.1 7.2 7.1 7.1 7.1 7.5 6.8 7.1

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.26 0.15 0.35 0.53 0.66 0.54 0.57 0.66 0.15 0.41

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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　（オ）　河原地域
　　 　河川水
　　　　曳田川表流水

項目 単位 水道水の水質基準 R3.5.19
天候 － － 雨
気温 ℃ － 20.1
水温 ℃ － 17.1

一般細菌 個/mL 100以下 1,500
大腸菌 － 検出されないこと 検出

カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003以下 <0.0003
水銀及びその化合物 mg/L 0.0005以下 <0.00005

セレン及びその化合物 mg/L 0.01以下 <0.001
鉛及びその化合物 mg/L 0.01以下 <0.001

ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01以下 0.007
六価クロム化合物 mg/L 0.02以下 <0.002

亜硝酸態窒素 mg/L 0.04以下 <0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01以下 <0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10以下 0.51

フッ素及びその化合物 mg/L 0.8以下 0.13
ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0以下 <0.1

四塩化炭素 mg/L 0.002以下 <0.0002
1,4-ジオキサン mg/L 0.05以下 <0.005

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

mg/L 0.04以下 <0.004

ジクロロメタン mg/L 0.02以下 <0.002
テトラクロロエチレン mg/L 0.01以下 <0.001
トリクロロエチレン mg/L 0.01以下 <0.001

ベンゼン mg/L 0.01以下 <0.001
塩素酸 mg/L 0.6 以下  

クロロ酢酸 mg/L 0.02以下  
クロロホルム mg/L 0.06以下  
ジクロロ酢酸 mg/L 0.03以下  

ジブロモクロロメタン mg/L 0.1以下  
臭素酸 mg/L 0.01以下  

総トリハロメタン mg/L 0.1以下  
トリクロロ酢酸 mg/L 0.03以下  

ブロモジクロロメタン mg/L 0.03以下  
ブロモホルム mg/L 0.09以下  

ホルムアルデヒド mg/L 0.08以下  
亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0以下 <0.1

アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2以下 0.03
鉄及びその化合物 mg/L 0.3以下 <0.03
銅及びその化合物 mg/L 1.0以下 <0.1

ナトリウム及びその化合物 mg/L 200以下 12.5
マンガン及びその化合物 mg/L 0.05以下 0.008

塩化物イオン mg/L 200以下 12.0
カルシウム、マグネシウム等（硬度） mg/L 300以下 22

蒸発残留物 mg/L 500以下 102
陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2以下 <0.02

ジェオスミン mg/L 0.00001以下 0.000001
2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001以下 <0.000001

非イオン界面活性剤 mg/L 0.02以下 <0.002
フェノール類 mg/L 0.005以下 <0.0005

有機物量（TOC） mg/L 3以下 1.2
pH値 － 5.8-8.6 7.4

味 － 異常でないこと  
臭気 － 異常でないこと 異常なし
色度  度 5度以下 14
濁度  度 2度以下 20

原水

水根水源 北村水源 小河内水源 新田水源
単位 水道水の水質基準 R3.5.19 R3.5.19 R3.5.19 R3.5.19
－ － 雨 雨 雨 雨
℃ － 20.1 20.1 20.1 20.1
℃ － 16.9 15.3 15.3 15.3

個/mL 100以下 0 0 0 1
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出

mg/L 0.003以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 0.001 0.002 <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 10以下 0.47 0.21 0.28 0.32
mg/L 0.8以下 0.10 <0.08 0.26 <0.08
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.6以下     
mg/L 0.02以下     
mg/L 0.06以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.01以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.09以下     
mg/L 0.08以下     
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 0.2以下 <0.02 0.06 <0.02 <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 200以下 16.8 6.9 12.6 6.0
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 200以下 9.4 6.4 6.7 6.2
mg/L 300以下 76 24 38 20
mg/L 500以下 157 76 103 66
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.005以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.5 7.9 7.6 7.3
異常でないこと     
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 0.6 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 0.1 <0.1 <0.1

色度
濁度

非イオン界面活性剤
フェノール類

有機物(全有機炭素(TOC)の量)
ｐＨ値
味
臭気

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

臭素酸
総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

大腸菌
カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物

　年１回検査を実施している浄水場、水源地

項目
天候
気温
水温

一般細菌
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　（オ）　河原地域
　　 　河川水
　　　　曳田川表流水

項目 単位 水道水の水質基準 R3.5.19
天候 － － 雨
気温 ℃ － 20.1
水温 ℃ － 17.1

一般細菌 個/mL 100以下 1,500
大腸菌 － 検出されないこと 検出

カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003以下 <0.0003
水銀及びその化合物 mg/L 0.0005以下 <0.00005

セレン及びその化合物 mg/L 0.01以下 <0.001
鉛及びその化合物 mg/L 0.01以下 <0.001

ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01以下 0.007
六価クロム化合物 mg/L 0.02以下 <0.002

亜硝酸態窒素 mg/L 0.04以下 <0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01以下 <0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10以下 0.51

フッ素及びその化合物 mg/L 0.8以下 0.13
ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0以下 <0.1

四塩化炭素 mg/L 0.002以下 <0.0002
1,4-ジオキサン mg/L 0.05以下 <0.005

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

mg/L 0.04以下 <0.004

ジクロロメタン mg/L 0.02以下 <0.002
テトラクロロエチレン mg/L 0.01以下 <0.001
トリクロロエチレン mg/L 0.01以下 <0.001

ベンゼン mg/L 0.01以下 <0.001
塩素酸 mg/L 0.6 以下  

クロロ酢酸 mg/L 0.02以下  
クロロホルム mg/L 0.06以下  
ジクロロ酢酸 mg/L 0.03以下  

ジブロモクロロメタン mg/L 0.1以下  
臭素酸 mg/L 0.01以下  

総トリハロメタン mg/L 0.1以下  
トリクロロ酢酸 mg/L 0.03以下  

ブロモジクロロメタン mg/L 0.03以下  
ブロモホルム mg/L 0.09以下  

ホルムアルデヒド mg/L 0.08以下  
亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0以下 <0.1

アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2以下 0.03
鉄及びその化合物 mg/L 0.3以下 <0.03
銅及びその化合物 mg/L 1.0以下 <0.1

ナトリウム及びその化合物 mg/L 200以下 12.5
マンガン及びその化合物 mg/L 0.05以下 0.008

塩化物イオン mg/L 200以下 12.0
カルシウム、マグネシウム等（硬度） mg/L 300以下 22

蒸発残留物 mg/L 500以下 102
陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2以下 <0.02

ジェオスミン mg/L 0.00001以下 0.000001
2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001以下 <0.000001

非イオン界面活性剤 mg/L 0.02以下 <0.002
フェノール類 mg/L 0.005以下 <0.0005

有機物量（TOC） mg/L 3以下 1.2
pH値 － 5.8-8.6 7.4

味 － 異常でないこと  
臭気 － 異常でないこと 異常なし
色度  度 5度以下 14
濁度  度 2度以下 20

原水

水根水源 北村水源 小河内水源 新田水源
単位 水道水の水質基準 R3.5.19 R3.5.19 R3.5.19 R3.5.19
－ － 雨 雨 雨 雨
℃ － 20.1 20.1 20.1 20.1
℃ － 16.9 15.3 15.3 15.3

個/mL 100以下 0 0 0 1
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出

mg/L 0.003以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 0.001 0.002 <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 10以下 0.47 0.21 0.28 0.32
mg/L 0.8以下 0.10 <0.08 0.26 <0.08
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.6以下     
mg/L 0.02以下     
mg/L 0.06以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.01以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.09以下     
mg/L 0.08以下     
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 0.2以下 <0.02 0.06 <0.02 <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 200以下 16.8 6.9 12.6 6.0
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 200以下 9.4 6.4 6.7 6.2
mg/L 300以下 76 24 38 20
mg/L 500以下 157 76 103 66
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.005以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.5 7.9 7.6 7.3
異常でないこと     
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 0.6 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 0.1 <0.1 <0.1

色度
濁度

非イオン界面活性剤
フェノール類

有機物(全有機炭素(TOC)の量)
ｐＨ値
味
臭気

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

臭素酸
総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

大腸菌
カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物

　年１回検査を実施している浄水場、水源地

項目
天候
気温
水温

一般細菌

－139－－138－



　原水
曳田水源

単位 水道水の水質基準 R3.4.8 R3.5.10 R3.6.1 R3.7.1 R3.8.4
－ － 晴 晴 晴 曇 晴
℃ － 17.7 21.3 23.2 26.2 34.1
℃ － 12.1 12.5 14.5 17.6 21.6

個/mL 100以下 0 0 2 3 3
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003   <0.0003
mg/L 0.0005以下  <0.00005    
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  0.002   0.002
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  0.43   0.32
mg/L 0.8以下  0.12   0.14
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.002以下  <0.0002   <0.0002
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005

mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004

mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.6以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.06以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.09以下      
mg/L 0.08以下      
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.2以下  <0.02   0.02
mg/L 0.3以下  <0.03   <0.03
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 200以下  10.0   10.9
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005
mg/L 200以下 8.7 10.0 10.3 9.1 8.8
mg/L 300以下  21   24
mg/L 500以下  66   91
mg/L 0.2以下  <0.02    
mg/L 0.00001以下  <0.000001    
mg/L 0.00001以下  <0.000001    
mg/L 0.02以下  <0.002    
mg/L 0.005以下  <0.0005    
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 0.3 0.3 0.3

5.8-8.6 6.9 6.7 6.6 6.5 6.6
異常でないこと      
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.7
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.1 R3.10.4 R3.11.1 R3.12.1 R4.1.4 R4.2.3 R4.3.1 最高 最低 平均
曇 晴 晴 晴／曇 雨 晴 雨 － － －

27.3 27.7 17.9 8.9 2.6 4.9 6.5 34.1 2.6 18.2
22.7 21.3 20.5 18.5 14.3 12.2 10.5 22.7 10.5 16.5

18 1 1 0 0 2 3 18 0 3
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

  <0.0003   <0.0003  <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  0.003   0.001  0.003 0.001 0.002
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  0.58   0.91  0.91 0.32 0.56
  0.10   0.15  0.15 0.10 0.13
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.0002   <0.0002  <0.0002 <0.0002 <0.0002
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004

  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  0.06   <0.02  0.06 <0.02 0.02
  <0.03   <0.03  <0.03 <0.03 <0.03
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  10.1   9.6  10.9 9.6 10.2
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

7.5 9.6 7.6 9.6 9.4 13.1 13.0 13.1 7.5 9.7
  19   22  24 19 22
  77   68  91 66 76
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 <0.3
6.4 6.6 6.7 6.6 6.8 6.7 6.6 6.9 6.4 6.6

      
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1.2 0.8 1.2 0.6 <0.5 <0.5 <0.5 1.2 <0.5 <0.5
0.2 <0.1 0.2 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1
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　原水
曳田水源

単位 水道水の水質基準 R3.4.8 R3.5.10 R3.6.1 R3.7.1 R3.8.4
－ － 晴 晴 晴 曇 晴
℃ － 17.7 21.3 23.2 26.2 34.1
℃ － 12.1 12.5 14.5 17.6 21.6

個/mL 100以下 0 0 2 3 3
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003   <0.0003
mg/L 0.0005以下  <0.00005    
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  0.002   0.002
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  0.43   0.32
mg/L 0.8以下  0.12   0.14
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.002以下  <0.0002   <0.0002
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005

mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004

mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.6以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.06以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.09以下      
mg/L 0.08以下      
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.2以下  <0.02   0.02
mg/L 0.3以下  <0.03   <0.03
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 200以下  10.0   10.9
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005
mg/L 200以下 8.7 10.0 10.3 9.1 8.8
mg/L 300以下  21   24
mg/L 500以下  66   91
mg/L 0.2以下  <0.02    
mg/L 0.00001以下  <0.000001    
mg/L 0.00001以下  <0.000001    
mg/L 0.02以下  <0.002    
mg/L 0.005以下  <0.0005    
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 0.3 0.3 0.3

5.8-8.6 6.9 6.7 6.6 6.5 6.6
異常でないこと      
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.7
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.1 R3.10.4 R3.11.1 R3.12.1 R4.1.4 R4.2.3 R4.3.1 最高 最低 平均
曇 晴 晴 晴／曇 雨 晴 雨 － － －

27.3 27.7 17.9 8.9 2.6 4.9 6.5 34.1 2.6 18.2
22.7 21.3 20.5 18.5 14.3 12.2 10.5 22.7 10.5 16.5

18 1 1 0 0 2 3 18 0 3
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

  <0.0003   <0.0003  <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  0.003   0.001  0.003 0.001 0.002
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  0.58   0.91  0.91 0.32 0.56
  0.10   0.15  0.15 0.10 0.13
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.0002   <0.0002  <0.0002 <0.0002 <0.0002
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004

  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  0.06   <0.02  0.06 <0.02 0.02
  <0.03   <0.03  <0.03 <0.03 <0.03
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  10.1   9.6  10.9 9.6 10.2
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

7.5 9.6 7.6 9.6 9.4 13.1 13.0 13.1 7.5 9.7
  19   22  24 19 22
  77   68  91 66 76
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 <0.3
6.4 6.6 6.7 6.6 6.8 6.7 6.6 6.9 6.4 6.6

      
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1.2 0.8 1.2 0.6 <0.5 <0.5 <0.5 1.2 <0.5 <0.5
0.2 <0.1 0.2 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1

－141－－140－



　原水
渡一木水源

単位 水道水の水質基準 R3.4.8 R3.5.10 R3.6.1 R3.7.1 R3.8.4
－ － 晴 晴 晴 曇 晴
℃ － 17.7 21.3 23.2 26.2 34.1
℃ － 15.1 15.3 15.1 17.8 20.7

個/mL 100以下 0 0 34 43 51
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003   <0.0003
mg/L 0.0005以下  <0.00005    
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  2.67   0.67
mg/L 0.8以下  0.12   0.14
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.002以下  <0.0002   <0.0002
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005

mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004

mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.6以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.06以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.09以下      
mg/L 0.08以下      
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.3以下  <0.03   <0.03
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 200以下  11.4   11.5
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005
mg/L 200以下 11.5 11.6 6.1 12.5 9.8
mg/L 300以下  60   45
mg/L 500以下  127   118
mg/L 0.2以下  <0.02    
mg/L 0.00001以下  <0.000001    
mg/L 0.00001以下  <0.000001    
mg/L 0.02以下  <0.002    
mg/L 0.005以下  <0.0005    
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.4

5.8-8.6 6.7 6.5 6.4 6.3 6.3
異常でないこと      
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.1 R3.10.4 R3.11.1 R3.12.1 R4.1.4 R4.2.3 R4.3.1 最高 最低 平均
曇 晴 晴 晴／曇 雨 晴 雨 － － －

27.3 27.7 17.9 8.9 2.6 4.9 6.5 34.1 2.6 18.2
21.8 20.1 20.2 19.4 18.3 14.8 13.3 21.8 13.3 17.7

21 2 0 17 0 57 11 57 0 20
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

  <0.0003   <0.0003  <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  2.22   2.39  2.67 0.67 1.99
  0.09   0.15  0.15 0.09 0.13
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.0002   <0.0002  <0.0002 <0.0002 <0.0002
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004

  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.02   <0.02  <0.02 <0.02 <0.02
  <0.03   <0.03  <0.03 <0.03 <0.03
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  12.5   10.7  12.5 10.7 11.5
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

9.8 12.4 11.0 12.1 11.7 12.5 11.6 12.5 6.1 11.1
  61   47  61 45 53
  134   113  134 113 123
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 <0.3
6.2 6.4 6.4 6.6 6.6 6.4 6.3 6.7 6.2 6.4

      
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1

－143－－142－



　原水
渡一木水源

単位 水道水の水質基準 R3.4.8 R3.5.10 R3.6.1 R3.7.1 R3.8.4
－ － 晴 晴 晴 曇 晴
℃ － 17.7 21.3 23.2 26.2 34.1
℃ － 15.1 15.3 15.1 17.8 20.7

個/mL 100以下 0 0 34 43 51
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003   <0.0003
mg/L 0.0005以下  <0.00005    
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  2.67   0.67
mg/L 0.8以下  0.12   0.14
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.002以下  <0.0002   <0.0002
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005

mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004

mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.6以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.06以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.09以下      
mg/L 0.08以下      
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.3以下  <0.03   <0.03
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 200以下  11.4   11.5
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005
mg/L 200以下 11.5 11.6 6.1 12.5 9.8
mg/L 300以下  60   45
mg/L 500以下  127   118
mg/L 0.2以下  <0.02    
mg/L 0.00001以下  <0.000001    
mg/L 0.00001以下  <0.000001    
mg/L 0.02以下  <0.002    
mg/L 0.005以下  <0.0005    
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.4

5.8-8.6 6.7 6.5 6.4 6.3 6.3
異常でないこと      
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.1 R3.10.4 R3.11.1 R3.12.1 R4.1.4 R4.2.3 R4.3.1 最高 最低 平均
曇 晴 晴 晴／曇 雨 晴 雨 － － －

27.3 27.7 17.9 8.9 2.6 4.9 6.5 34.1 2.6 18.2
21.8 20.1 20.2 19.4 18.3 14.8 13.3 21.8 13.3 17.7

21 2 0 17 0 57 11 57 0 20
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

  <0.0003   <0.0003  <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  2.22   2.39  2.67 0.67 1.99
  0.09   0.15  0.15 0.09 0.13
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.0002   <0.0002  <0.0002 <0.0002 <0.0002
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004

  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.02   <0.02  <0.02 <0.02 <0.02
  <0.03   <0.03  <0.03 <0.03 <0.03
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  12.5   10.7  12.5 10.7 11.5
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

9.8 12.4 11.0 12.1 11.7 12.5 11.6 12.5 6.1 11.1
  61   47  61 45 53
  134   113  134 113 123
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 <0.3
6.2 6.4 6.4 6.6 6.6 6.4 6.3 6.7 6.2 6.4

      
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1

－143－－142－



　原水
稲常水源

単位 水道水の水質基準 R3.4.8 R3.5.10 R3.6.1 R3.7.1 R3.8.4
－ － 晴 晴 晴 曇 晴
℃ － 17.7 21.3 23.2 26.2 34.1
℃ － 17.4 17.0 17.2 18.9 18.0

個/mL 100以下 0 0 1 10 5
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003   <0.0003
mg/L 0.0005以下  <0.00005    
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  1.04   0.95
mg/L 0.8以下  <0.08   <0.08
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.002以下  <0.0002   <0.0002
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005

mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004

mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.6以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.06以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.09以下      
mg/L 0.08以下      
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.3以下  <0.03   <0.03
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 200以下  7.6   7.4
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005
mg/L 200以下 9.9 10.3 10.5 9.8 9.5
mg/L 300以下  49   42
mg/L 500以下  97   123
mg/L 0.2以下  <0.02    
mg/L 0.00001以下  <0.000001    
mg/L 0.00001以下  <0.000001    
mg/L 0.02以下  <0.002    
mg/L 0.005以下  <0.0005    
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 <0.3

5.8-8.6 6.5 6.2 6.3 6.4 6.2
異常でないこと      
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.1 R3.10.4 R3.11.1 R3.12.1 R4.1.4 R4.2.3 R4.3.1 最高 最低 平均
曇 晴 晴 晴／曇 雨 晴 雨 － － －

27.3 27.7 17.9 8.9 2.6 4.9 6.5 34.1 2.6 18.2
19.4 19.0 19.7 18.7 18.0 17.8 17.8 19.7 17.0 18.2

14 40 1 0 0 0 420 420 0 41
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

  <0.0003   <0.0003  <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  0.90   1.04  1.04 0.90 0.98
  <0.08   0.09  0.09 <0.08 <0.08
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.0002   <0.0002  <0.0002 <0.0002 <0.0002
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004

  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.02   <0.02  <0.02 <0.02 <0.02
  <0.03   <0.03  <0.03 <0.03 <0.03
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  7.6   7.7  7.7 7.4 7.6
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

8.1 9.0 8.8 9.4 9.1 9.9 9.7 10.5 8.1 9.5
  45   44  49 42 45
  105   97  123 97 106
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 <0.3 <0.3
6.3 6.3 6.2 6.2 6.3 6.3 6.3 6.5 6.2 6.3

      
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

－145－－144－



　原水
稲常水源

単位 水道水の水質基準 R3.4.8 R3.5.10 R3.6.1 R3.7.1 R3.8.4
－ － 晴 晴 晴 曇 晴
℃ － 17.7 21.3 23.2 26.2 34.1
℃ － 17.4 17.0 17.2 18.9 18.0

個/mL 100以下 0 0 1 10 5
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003   <0.0003
mg/L 0.0005以下  <0.00005    
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  1.04   0.95
mg/L 0.8以下  <0.08   <0.08
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.002以下  <0.0002   <0.0002
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005

mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004

mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.6以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.06以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.09以下      
mg/L 0.08以下      
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.3以下  <0.03   <0.03
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 200以下  7.6   7.4
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005
mg/L 200以下 9.9 10.3 10.5 9.8 9.5
mg/L 300以下  49   42
mg/L 500以下  97   123
mg/L 0.2以下  <0.02    
mg/L 0.00001以下  <0.000001    
mg/L 0.00001以下  <0.000001    
mg/L 0.02以下  <0.002    
mg/L 0.005以下  <0.0005    
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 <0.3

5.8-8.6 6.5 6.2 6.3 6.4 6.2
異常でないこと      
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.1 R3.10.4 R3.11.1 R3.12.1 R4.1.4 R4.2.3 R4.3.1 最高 最低 平均
曇 晴 晴 晴／曇 雨 晴 雨 － － －

27.3 27.7 17.9 8.9 2.6 4.9 6.5 34.1 2.6 18.2
19.4 19.0 19.7 18.7 18.0 17.8 17.8 19.7 17.0 18.2

14 40 1 0 0 0 420 420 0 41
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

  <0.0003   <0.0003  <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  0.90   1.04  1.04 0.90 0.98
  <0.08   0.09  0.09 <0.08 <0.08
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.0002   <0.0002  <0.0002 <0.0002 <0.0002
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004

  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.02   <0.02  <0.02 <0.02 <0.02
  <0.03   <0.03  <0.03 <0.03 <0.03
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  7.6   7.7  7.7 7.4 7.6
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

8.1 9.0 8.8 9.4 9.1 9.9 9.7 10.5 8.1 9.5
  45   44  49 42 45
  105   97  123 97 106
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 <0.3 <0.3
6.3 6.3 6.2 6.2 6.3 6.3 6.3 6.5 6.2 6.3

      
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

－145－－144－



　原水
落河内水源

単位 水道水の水質基準 R3.4.8 R3.5.10 R3.6.1 R3.7.1 R3.8.4
－ － 晴 晴 晴 曇 晴
℃ － 17.7 21.3 23.2 26.2 34.1
℃ － 9.6 11.7 14.1 17.6 21.1

個/mL 100以下 0 1 0 0 2
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003   <0.0003
mg/L 0.0005以下  <0.00005    
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  0.34   0.29
mg/L 0.8以下  <0.08   <0.08
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.002以下  <0.0002   <0.0002
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005

mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004

mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.6以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.06以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.09以下      
mg/L 0.08以下      
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.3以下  <0.03   <0.03
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 200以下  5.9   6.4
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005
mg/L 200以下 6.1 6.3 9.5 6.2 6.3
mg/L 300以下  21   20
mg/L 500以下  62   65
mg/L 0.2以下  <0.02    
mg/L 0.00001以下  <0.000001    
mg/L 0.00001以下  <0.000001    
mg/L 0.02以下  <0.002    
mg/L 0.005以下  <0.0005    
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.0 6.8 6.6 6.7 6.7
異常でないこと      
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.7
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 <0.1

     

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.1 R3.10.4 R3.11.1 R3.12.1 R4.1.4 R4.2.3 R4.3.1 最高 最低 平均
曇 晴 晴 晴／曇 雨 晴 雨 － － －

27.3 27.7 17.9 8.9 2.6 4.9 6.5 34.1 2.6 18.2
17.8 17.0 14.7 10.8 8.1 5.2 6.2 21.1 5.2 12.8

1 1 0 1 0 0 0 2 0 1
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

  <0.0003   <0.0003  <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  0.44   0.33  0.44 0.29 0.35
  <0.08   <0.08  <0.08 <0.08 <0.08
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.0002   <0.0002  <0.0002 <0.0002 <0.0002
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004

  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.02   <0.02  <0.02 <0.02 <0.02
  <0.03   <0.03  <0.03 <0.03 <0.03
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  5.6   5.4  6.4 5.4 5.8
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

6.2 6.1 6.2 6.2 6.8 7.5 7.6 9.5 6.1 6.8
  20   18  21 18 20
  58   46  65 46 58
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
6.6 6.8 6.8 6.8 7.0 7.0 6.9 7.0 6.6 6.8

      
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.7 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1
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　原水
落河内水源

単位 水道水の水質基準 R3.4.8 R3.5.10 R3.6.1 R3.7.1 R3.8.4
－ － 晴 晴 晴 曇 晴
℃ － 17.7 21.3 23.2 26.2 34.1
℃ － 9.6 11.7 14.1 17.6 21.1

個/mL 100以下 0 1 0 0 2
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003   <0.0003
mg/L 0.0005以下  <0.00005    
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  0.34   0.29
mg/L 0.8以下  <0.08   <0.08
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.002以下  <0.0002   <0.0002
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005

mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004

mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.6以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.06以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.09以下      
mg/L 0.08以下      
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.3以下  <0.03   <0.03
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 200以下  5.9   6.4
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005
mg/L 200以下 6.1 6.3 9.5 6.2 6.3
mg/L 300以下  21   20
mg/L 500以下  62   65
mg/L 0.2以下  <0.02    
mg/L 0.00001以下  <0.000001    
mg/L 0.00001以下  <0.000001    
mg/L 0.02以下  <0.002    
mg/L 0.005以下  <0.0005    
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.0 6.8 6.6 6.7 6.7
異常でないこと      
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.7
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 <0.1

     

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.1 R3.10.4 R3.11.1 R3.12.1 R4.1.4 R4.2.3 R4.3.1 最高 最低 平均
曇 晴 晴 晴／曇 雨 晴 雨 － － －

27.3 27.7 17.9 8.9 2.6 4.9 6.5 34.1 2.6 18.2
17.8 17.0 14.7 10.8 8.1 5.2 6.2 21.1 5.2 12.8

1 1 0 1 0 0 0 2 0 1
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

  <0.0003   <0.0003  <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  0.44   0.33  0.44 0.29 0.35
  <0.08   <0.08  <0.08 <0.08 <0.08
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.0002   <0.0002  <0.0002 <0.0002 <0.0002
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004

  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.02   <0.02  <0.02 <0.02 <0.02
  <0.03   <0.03  <0.03 <0.03 <0.03
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  5.6   5.4  6.4 5.4 5.8
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

6.2 6.1 6.2 6.2 6.8 7.5 7.6 9.5 6.1 6.8
  20   18  21 18 20
  58   46  65 46 58
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
6.6 6.8 6.8 6.8 7.0 7.0 6.9 7.0 6.6 6.8

      
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.7 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1
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　給水栓水
河原町小畑（曳田水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.26 R3.5.26 R3.6.28 R3.7.28 R3.8.24
－ － 晴 晴／曇 曇 晴 雨
℃ － 15.1 21.1 26.4 27.9 28.1
℃ － 15.8 19.4 21.9 27.1 24.1

個/mL 100以下 0 0 0 1 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003   <0.0003  
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 0.002   0.003  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 0.35   0.58  
mg/L 0.8以下 0.11   0.13  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.002以下 <0.0002   <0.0002  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  

mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  

mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02   0.02  
mg/L 0.3以下 <0.03   <0.03  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 200以下 10.2   12.0  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  
mg/L 200以下 9.7 11.1 11.7 9.2 8.4
mg/L 300以下 21   22  
mg/L 500以下 66   97  
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.4

5.8-8.6 7.0 7.2 7.1 7.0 7.1
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 0.6 0.6 0.6
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.39 0.41 0.38 0.12 0.36
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.21 R3.10.20 R3.11.25 R3.12.20 R4.1.24 R4.2.15 R4.3.15 最高 最低 平均
晴 雨のち晴 晴 曇 曇 晴 雨／曇 － － －

27.2 14.6 11.1 7.2 7.5 9.8 10.5 28.1 7.2 17.2
24.1 19.9 12.6 9.3 4.9 4.2 7.9 27.1 4.2 15.9

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

 <0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005      <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.003   0.002   0.003 0.002 0.003
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.36   0.75   0.75 0.35 0.51
 0.12   0.10   0.13 0.10 0.12
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02   <0.02   0.02 <0.02 <0.02
 <0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 12.3   11.1   12.3 10.2 11.4
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

8.6 11.6 10.8 9.9 11.3 12.0 12.2 12.2 8.4 10.5
 22   23   23 21 22
 82   59   97 59 76
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.002      <0.002 <0.002 <0.002
 <0.0005      <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 <0.3
7.1 7.3 7.2 7.8 7.2 7.2 7.0 7.8 7.0 7.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

0.9 <0.5 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.9 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.40 0.37 0.20 0.40 0.47 0.45 0.47 0.47 0.12 0.37

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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　給水栓水
河原町小畑（曳田水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.26 R3.5.26 R3.6.28 R3.7.28 R3.8.24
－ － 晴 晴／曇 曇 晴 雨
℃ － 15.1 21.1 26.4 27.9 28.1
℃ － 15.8 19.4 21.9 27.1 24.1

個/mL 100以下 0 0 0 1 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003   <0.0003  
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 0.002   0.003  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 0.35   0.58  
mg/L 0.8以下 0.11   0.13  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.002以下 <0.0002   <0.0002  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  

mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  

mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02   0.02  
mg/L 0.3以下 <0.03   <0.03  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 200以下 10.2   12.0  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  
mg/L 200以下 9.7 11.1 11.7 9.2 8.4
mg/L 300以下 21   22  
mg/L 500以下 66   97  
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.4

5.8-8.6 7.0 7.2 7.1 7.0 7.1
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 0.6 0.6 0.6
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.39 0.41 0.38 0.12 0.36
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.21 R3.10.20 R3.11.25 R3.12.20 R4.1.24 R4.2.15 R4.3.15 最高 最低 平均
晴 雨のち晴 晴 曇 曇 晴 雨／曇 － － －

27.2 14.6 11.1 7.2 7.5 9.8 10.5 28.1 7.2 17.2
24.1 19.9 12.6 9.3 4.9 4.2 7.9 27.1 4.2 15.9

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

 <0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005      <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.003   0.002   0.003 0.002 0.003
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.36   0.75   0.75 0.35 0.51
 0.12   0.10   0.13 0.10 0.12
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02   <0.02   0.02 <0.02 <0.02
 <0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 12.3   11.1   12.3 10.2 11.4
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

8.6 11.6 10.8 9.9 11.3 12.0 12.2 12.2 8.4 10.5
 22   23   23 21 22
 82   59   97 59 76
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.002      <0.002 <0.002 <0.002
 <0.0005      <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 <0.3
7.1 7.3 7.2 7.8 7.2 7.2 7.0 7.8 7.0 7.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

0.9 <0.5 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.9 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.40 0.37 0.20 0.40 0.47 0.45 0.47 0.47 0.12 0.37

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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　給水栓水
河原町釜口（曳田水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.26 R3.5.26 R3.6.28 R3.7.28 R3.8.24
－ － 晴 晴／曇 曇 晴 雨
℃ － 15.1 21.1 26.4 27.9 28.1
℃ － 18.2 21.1 24.9 28.8 25.6

個/mL 100以下 0 0 3 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003   <0.0003  
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 0.002   0.003  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 0.36   0.55  
mg/L 0.8以下 0.11   0.10  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.002以下 <0.0002   <0.0002  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  

mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  

mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02   0.02  
mg/L 0.3以下 <0.03   <0.03  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 200以下 10.2   12.0  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  
mg/L 200以下 9.8 11.2 11.6 9.2 8.3
mg/L 300以下 20   22  
mg/L 500以下 58   93  
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3

5.8-8.6 6.9 7.2 7.0 7.2 7.1
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 0.6
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.40 0.44 0.34 0.38 0.30
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.21 R3.10.20 R3.11.25 R3.12.20 R4.1.24 R4.2.15 R4.3.15 最高 最低 平均
晴 雨のち晴 晴 曇 曇 晴 雨／曇 － － －

27.2 14.6 11.1 7.2 7.5 9.8 10.5 28.1 7.2 17.2
25.2 21.8 15.3 11.8 5.4 6.3 11.0 28.8 5.4 17.9

0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

 <0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005      <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.003   0.002   0.003 0.002 0.003
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.37   0.73   0.73 0.36 0.50
 0.13   0.11   0.13 0.10 0.11
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02   <0.02   0.02 <0.02 <0.02
 <0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 12.3   10.9   12.3 10.2 11.4
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

8.6 11.6 10.8 9.8 11.5 11.9 12.1 12.1 8.3 10.5
 22   22   22 20 22
 71   54   93 54 69
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.002      <0.002 <0.002 <0.002
 <0.0005      <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 <0.3 <0.3
6.9 7.2 7.2 7.7 7.5 7.3 6.9 7.7 6.9 7.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

0.6 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.40 0.44 0.35 0.43 0.48 0.38 0.43 0.48 0.30 0.40

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－151－－150－



　給水栓水
河原町釜口（曳田水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.26 R3.5.26 R3.6.28 R3.7.28 R3.8.24
－ － 晴 晴／曇 曇 晴 雨
℃ － 15.1 21.1 26.4 27.9 28.1
℃ － 18.2 21.1 24.9 28.8 25.6

個/mL 100以下 0 0 3 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003   <0.0003  
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 0.002   0.003  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 0.36   0.55  
mg/L 0.8以下 0.11   0.10  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.002以下 <0.0002   <0.0002  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  

mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  

mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02   0.02  
mg/L 0.3以下 <0.03   <0.03  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 200以下 10.2   12.0  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  
mg/L 200以下 9.8 11.2 11.6 9.2 8.3
mg/L 300以下 20   22  
mg/L 500以下 58   93  
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3

5.8-8.6 6.9 7.2 7.0 7.2 7.1
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 0.6
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.40 0.44 0.34 0.38 0.30
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.21 R3.10.20 R3.11.25 R3.12.20 R4.1.24 R4.2.15 R4.3.15 最高 最低 平均
晴 雨のち晴 晴 曇 曇 晴 雨／曇 － － －

27.2 14.6 11.1 7.2 7.5 9.8 10.5 28.1 7.2 17.2
25.2 21.8 15.3 11.8 5.4 6.3 11.0 28.8 5.4 17.9

0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

 <0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005      <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.003   0.002   0.003 0.002 0.003
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.37   0.73   0.73 0.36 0.50
 0.13   0.11   0.13 0.10 0.11
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02   <0.02   0.02 <0.02 <0.02
 <0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 12.3   10.9   12.3 10.2 11.4
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

8.6 11.6 10.8 9.8 11.5 11.9 12.1 12.1 8.3 10.5
 22   22   22 20 22
 71   54   93 54 69
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.002      <0.002 <0.002 <0.002
 <0.0005      <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 <0.3 <0.3
6.9 7.2 7.2 7.7 7.5 7.3 6.9 7.7 6.9 7.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

0.6 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.40 0.44 0.35 0.43 0.48 0.38 0.43 0.48 0.30 0.40

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－151－－150－



　給水栓水
河原町布袋（曳田水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.26 R3.5.26 R3.6.28 R3.7.28 R3.8.24
－ － 晴 晴／曇 曇 晴 雨
℃ － 15.1 21.1 26.4 27.9 28.1
℃ － 17.5 20.5 24.4 29.3 26.1

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003   <0.0003  
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 0.002   0.003  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 0.35   0.44  
mg/L 0.8以下 0.11   0.13  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.002以下 <0.0002   <0.0002  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  

mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  

mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02   0.02  
mg/L 0.3以下 <0.03   <0.03  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 200以下 9.8   11.9  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  
mg/L 200以下 9.8 11.0 11.7 9.5 7.8
mg/L 300以下 19   22  
mg/L 500以下 70   96  
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3

5.8-8.6 6.8 7.3 6.9 7.1 6.9
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 0.6
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.49 0.51 0.49 0.14 0.35
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.21 R3.10.20 R3.11.25 R3.12.20 R4.1.24 R4.2.15 R4.3.15 最高 最低 平均
晴 雨のち晴 晴 曇 曇 晴 雨／曇 － － －

27.2 14.6 11.1 7.2 7.5 9.8 10.5 28.1 7.2 17.2
26.3 22.2 15.1 11.5 5.9 7.3 10.9 29.3 5.9 18.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

 <0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005      <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.003   0.002   0.003 0.002 0.003
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.48   0.70   0.70 0.35 0.49
 0.11   0.10   0.13 0.10 0.11
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02   <0.02   0.02 <0.02 <0.02
 <0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 12.4   10.7   12.4 9.8 11.2
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

9.0 11.5 11.2 9.6 11.8 11.9 12.7 12.7 7.8 10.6
 23   22   23 19 22
 86   53   96 53 76
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.002      <0.002 <0.002 <0.002
 <0.0005      <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 <0.3 <0.3
6.7 6.9 7.0 7.7 7.2 7.4 6.7 7.7 6.7 7.1

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

0.6 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.38 0.33 0.30 0.45 0.45 0.42 0.46 0.51 0.14 0.40

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－153－－152－



　給水栓水
河原町布袋（曳田水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.26 R3.5.26 R3.6.28 R3.7.28 R3.8.24
－ － 晴 晴／曇 曇 晴 雨
℃ － 15.1 21.1 26.4 27.9 28.1
℃ － 17.5 20.5 24.4 29.3 26.1

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003   <0.0003  
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 0.002   0.003  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 0.35   0.44  
mg/L 0.8以下 0.11   0.13  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.002以下 <0.0002   <0.0002  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  

mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  

mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02   0.02  
mg/L 0.3以下 <0.03   <0.03  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 200以下 9.8   11.9  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  
mg/L 200以下 9.8 11.0 11.7 9.5 7.8
mg/L 300以下 19   22  
mg/L 500以下 70   96  
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3

5.8-8.6 6.8 7.3 6.9 7.1 6.9
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 0.6
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.49 0.51 0.49 0.14 0.35
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.21 R3.10.20 R3.11.25 R3.12.20 R4.1.24 R4.2.15 R4.3.15 最高 最低 平均
晴 雨のち晴 晴 曇 曇 晴 雨／曇 － － －

27.2 14.6 11.1 7.2 7.5 9.8 10.5 28.1 7.2 17.2
26.3 22.2 15.1 11.5 5.9 7.3 10.9 29.3 5.9 18.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

 <0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005      <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.003   0.002   0.003 0.002 0.003
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.48   0.70   0.70 0.35 0.49
 0.11   0.10   0.13 0.10 0.11
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02   <0.02   0.02 <0.02 <0.02
 <0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 12.4   10.7   12.4 9.8 11.2
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

9.0 11.5 11.2 9.6 11.8 11.9 12.7 12.7 7.8 10.6
 23   22   23 19 22
 86   53   96 53 76
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.002      <0.002 <0.002 <0.002
 <0.0005      <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 <0.3 <0.3
6.7 6.9 7.0 7.7 7.2 7.4 6.7 7.7 6.7 7.1

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

0.6 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.38 0.33 0.30 0.45 0.45 0.42 0.46 0.51 0.14 0.40

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－153－－152－



　給水栓水
河原町渡一木（渡一木水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.14 R3.5.11 R3.6.8 R3.7.14 R3.8.5
－ － 曇 晴 晴 晴 晴
℃ － 11.9 17.6 26.7 31.1 33.3
℃ － 14.5 15.8 18.3 20.4 24.1

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003   <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 2.66   2.21  
mg/L 0.8以下 0.12   0.16  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.002以下 <0.0002   <0.0002  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  

mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  

mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.6以下 0.07   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02   <0.02  
mg/L 0.3以下 <0.03   <0.03  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 200以下 11.4   7.7  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  
mg/L 200以下 11.7 11.6 11.4 9.7 10.5
mg/L 300以下 58   45  
mg/L 500以下 122   120  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3

5.8-8.6 7.4 7.4 7.1 6.9 7.2
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 0.7 0.9 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 0.4 <0.1

mg/L 0.1以上 0.46 0.53 0.30 0.30 0.33
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.6 R3.10.13 R3.11.16 R3.12.15 R4.1.12 R4.2.7 R4.3.9 最高 最低 平均
晴 雨 晴 晴 雪 晴 曇 － － －

26.2 20.2 13.6 11.7 -1.3 0.0 8.5 33.3 -1.3 16.6
22.9 22.5 17.3 15.4 12.0 9.8 10.2 24.1 9.8 16.9

0 0 0 0 1 3 0 3 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

 <0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 1.84   2.80   2.80 1.84 2.38
 0.12   0.11   0.16 0.11 0.13
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.07   <0.06   0.07 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02
 <0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 12.6   12.8   12.8 7.7 11.1
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

8.3 10.9 9.2 9.2 12.1 12.4 12.3 12.4 8.3 10.8
 54   57   58 45 54
 121   117   122 117 120
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.5 <0.3 0.5 <0.3 <0.3
7.2 7.4 7.6 7.6 7.4 7.1 7.0 7.6 6.9 7.3

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.9 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.4 <0.1 <0.1
0.51 0.60 0.55 0.44 0.32 0.50 0.44 0.60 0.30 0.44

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－155－－154－



　給水栓水
河原町渡一木（渡一木水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.14 R3.5.11 R3.6.8 R3.7.14 R3.8.5
－ － 曇 晴 晴 晴 晴
℃ － 11.9 17.6 26.7 31.1 33.3
℃ － 14.5 15.8 18.3 20.4 24.1

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003   <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 2.66   2.21  
mg/L 0.8以下 0.12   0.16  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.002以下 <0.0002   <0.0002  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  

mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  

mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.6以下 0.07   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02   <0.02  
mg/L 0.3以下 <0.03   <0.03  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 200以下 11.4   7.7  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  
mg/L 200以下 11.7 11.6 11.4 9.7 10.5
mg/L 300以下 58   45  
mg/L 500以下 122   120  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3

5.8-8.6 7.4 7.4 7.1 6.9 7.2
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 0.7 0.9 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 0.4 <0.1

mg/L 0.1以上 0.46 0.53 0.30 0.30 0.33
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.6 R3.10.13 R3.11.16 R3.12.15 R4.1.12 R4.2.7 R4.3.9 最高 最低 平均
晴 雨 晴 晴 雪 晴 曇 － － －

26.2 20.2 13.6 11.7 -1.3 0.0 8.5 33.3 -1.3 16.6
22.9 22.5 17.3 15.4 12.0 9.8 10.2 24.1 9.8 16.9

0 0 0 0 1 3 0 3 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

 <0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 1.84   2.80   2.80 1.84 2.38
 0.12   0.11   0.16 0.11 0.13
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.07   <0.06   0.07 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02
 <0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 12.6   12.8   12.8 7.7 11.1
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

8.3 10.9 9.2 9.2 12.1 12.4 12.3 12.4 8.3 10.8
 54   57   58 45 54
 121   117   122 117 120
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.5 <0.3 0.5 <0.3 <0.3
7.2 7.4 7.6 7.6 7.4 7.1 7.0 7.6 6.9 7.3

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.9 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.4 <0.1 <0.1
0.51 0.60 0.55 0.44 0.32 0.50 0.44 0.60 0.30 0.44

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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　給水栓水
河原町水根（水根水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.20 R3.5.25 R3.6.14 R3.7.1 R3.8.11
－ － 晴 晴 晴 曇 曇
℃ － 21.7 24.2 23.0 26.2 28.5
℃ － 14.7 19.6 22.1 23.1 27.5

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003   <0.0003
mg/L 0.0005以下     <0.00005
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  0.47   0.46
mg/L 0.8以下  <0.08   0.09
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.002以下  <0.0002   <0.0002
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005

mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004

mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.3以下  <0.03   <0.03
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 200以下  16.8   17.6
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005
mg/L 200以下 9.5 9.5 9.4 9.4 9.2
mg/L 300以下  76   79
mg/L 500以下  153   186
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.02以下     <0.002
mg/L 0.005以下     <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.9 7.6 7.3 7.3 7.4
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.46 0.46 0.40 0.35 0.40
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.13 R3.10.11 R3.11.17 R3.12.20 R4.1.19 R4.2.16 R4.3.16 最高 最低 平均
曇 晴 晴 曇 雪 雪 晴 － － －

24.7 28.8 15.5 7.2 -0.8 2.5 16.2 28.8 -0.8 18.1
24.3 23.9 15.4 9.9 6.8 7.3 11.2 27.5 6.8 17.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

  <0.0003   <0.0003  <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  0.46   0.49  0.49 0.46 0.47
  0.13   <0.08  0.13 <0.08 <0.08
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.0002   <0.0002  <0.0002 <0.0002 <0.0002
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004

  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.02   <0.02  <0.02 <0.02 <0.02
  <0.03   <0.03  <0.03 <0.03 <0.03
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  17.4   16.4  17.6 16.4 17.1
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

9.2 9.2 9.4 9.7 9.9 9.4 9.8 9.9 9.2 9.5
  82   72  82 72 77
  156   153  186 153 162
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.2 7.3 7.5 7.4 7.6 7.4 6.7 7.9 6.7 7.4

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.43 0.39 0.48 0.44 0.46 0.43 0.32 0.48 0.32 0.42

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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　給水栓水
河原町水根（水根水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.20 R3.5.25 R3.6.14 R3.7.1 R3.8.11
－ － 晴 晴 晴 曇 曇
℃ － 21.7 24.2 23.0 26.2 28.5
℃ － 14.7 19.6 22.1 23.1 27.5

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003   <0.0003
mg/L 0.0005以下     <0.00005
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  0.47   0.46
mg/L 0.8以下  <0.08   0.09
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.002以下  <0.0002   <0.0002
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005

mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004

mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.3以下  <0.03   <0.03
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 200以下  16.8   17.6
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005
mg/L 200以下 9.5 9.5 9.4 9.4 9.2
mg/L 300以下  76   79
mg/L 500以下  153   186
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.02以下     <0.002
mg/L 0.005以下     <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.9 7.6 7.3 7.3 7.4
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.46 0.46 0.40 0.35 0.40
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.13 R3.10.11 R3.11.17 R3.12.20 R4.1.19 R4.2.16 R4.3.16 最高 最低 平均
曇 晴 晴 曇 雪 雪 晴 － － －

24.7 28.8 15.5 7.2 -0.8 2.5 16.2 28.8 -0.8 18.1
24.3 23.9 15.4 9.9 6.8 7.3 11.2 27.5 6.8 17.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

  <0.0003   <0.0003  <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  0.46   0.49  0.49 0.46 0.47
  0.13   <0.08  0.13 <0.08 <0.08
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.0002   <0.0002  <0.0002 <0.0002 <0.0002
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004

  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.02   <0.02  <0.02 <0.02 <0.02
  <0.03   <0.03  <0.03 <0.03 <0.03
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  17.4   16.4  17.6 16.4 17.1
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

9.2 9.2 9.4 9.7 9.9 9.4 9.8 9.9 9.2 9.5
  82   72  82 72 77
  156   153  186 153 162
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.2 7.3 7.5 7.4 7.6 7.4 6.7 7.9 6.7 7.4

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.43 0.39 0.48 0.44 0.46 0.43 0.32 0.48 0.32 0.42

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－157－－156－



　給水栓水
河原町稲常（稲常水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.14 R3.5.11 R3.6.8 R3.7.14 R3.8.5
－ － 曇 晴 晴 晴 晴
℃ － 11.9 17.6 26.7 31.1 33.3
℃ － 15.0 16.5 23.3 21.3 26.4

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003   <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 0.98   1.03  
mg/L 0.8以下 <0.08   <0.08  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.002以下 <0.0002   <0.0002  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  

mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  

mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02   <0.02  
mg/L 0.3以下 <0.03   <0.03  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 200以下 7.8   12.9  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  
mg/L 200以下 10.4 10.5 11.1 9.5 8.9
mg/L 300以下 49   31  
mg/L 500以下 100   110  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3

5.8-8.6 7.2 6.8 6.5 6.5 6.8
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 0.7 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.46 0.44 0.51 0.59 0.45
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.6 R3.10.13 R3.11.16 R3.12.15 R4.1.12 R4.2.7 R4.3.9 最高 最低 平均
晴 雨 晴 晴 雪 晴 曇 － － －

26.2 20.2 13.6 11.7 -1.3 0.0 8.5 33.3 -1.3 16.6
23.1 21.5 13.5 8.1 8.3 4.3 8.7 26.4 4.3 15.8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

 <0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.80   0.93   1.03 0.80 0.94
 <0.08   0.09   0.09 <0.08 <0.08
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02
 <0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 7.8   8.5   12.9 7.8 9.3
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

7.3 8.7 7.2 7.2 9.3 9.6 9.9 11.1 7.2 9.1
 43   49   49 31 43
 81   96   110 81 97
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.6 <0.3 0.6 <0.3 <0.3
6.6 6.4 6.5 6.9 6.6 6.6 6.7 7.2 6.4 6.7

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.7 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1
0.51 0.40 0.48 0.49 0.54 0.45 0.44 0.59 0.40 0.48

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－159－－158－



　給水栓水
河原町稲常（稲常水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.14 R3.5.11 R3.6.8 R3.7.14 R3.8.5
－ － 曇 晴 晴 晴 晴
℃ － 11.9 17.6 26.7 31.1 33.3
℃ － 15.0 16.5 23.3 21.3 26.4

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003   <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 0.98   1.03  
mg/L 0.8以下 <0.08   <0.08  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.002以下 <0.0002   <0.0002  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  

mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  

mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02   <0.02  
mg/L 0.3以下 <0.03   <0.03  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 200以下 7.8   12.9  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  
mg/L 200以下 10.4 10.5 11.1 9.5 8.9
mg/L 300以下 49   31  
mg/L 500以下 100   110  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3

5.8-8.6 7.2 6.8 6.5 6.5 6.8
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 0.7 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.46 0.44 0.51 0.59 0.45
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.6 R3.10.13 R3.11.16 R3.12.15 R4.1.12 R4.2.7 R4.3.9 最高 最低 平均
晴 雨 晴 晴 雪 晴 曇 － － －

26.2 20.2 13.6 11.7 -1.3 0.0 8.5 33.3 -1.3 16.6
23.1 21.5 13.5 8.1 8.3 4.3 8.7 26.4 4.3 15.8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

 <0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.80   0.93   1.03 0.80 0.94
 <0.08   0.09   0.09 <0.08 <0.08
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02
 <0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 7.8   8.5   12.9 7.8 9.3
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

7.3 8.7 7.2 7.2 9.3 9.6 9.9 11.1 7.2 9.1
 43   49   49 31 43
 81   96   110 81 97
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.6 <0.3 0.6 <0.3 <0.3
6.6 6.4 6.5 6.9 6.6 6.6 6.7 7.2 6.4 6.7

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.7 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1
0.51 0.40 0.48 0.49 0.54 0.45 0.44 0.59 0.40 0.48

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－159－－158－



　給水栓水
河原町弓河内（北村水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.20 R3.5.25 R3.6.14 R3.7.1 R3.8.11
－ － 晴 晴 晴 曇 曇
℃ － 21.7 24.2 23.0 26.2 28.5
℃ － 15.2 18.9 20.4 22.5 26.9

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003   <0.0003
mg/L 0.0005以下     <0.00005
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  0.001   0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  0.29   0.21
mg/L 0.8以下  <0.08   <0.08
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.002以下  <0.0002   <0.0002
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005

mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004

mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.2以下  0.05   0.03
mg/L 0.3以下  <0.03   <0.03
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 200以下  7.0   7.4
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005
mg/L 200以下 6.5 6.6 6.4 6.5 6.4
mg/L 300以下  24   25
mg/L 500以下  73   90
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.02以下     <0.002
mg/L 0.005以下     <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.8 7.8 7.7 6.9 7.8
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 0.5 1.0 <0.5 0.7
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.40 0.34 0.31 0.37 0.50
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.13 R3.10.11 R3.11.17 R3.12.20 R4.1.19 R4.2.16 R4.3.16 最高 最低 平均
曇 晴 晴 曇 雪 雪 晴 － － －

24.7 28.8 15.5 7.2 -0.8 2.5 16.2 28.8 -0.8 18.1
24.2 25.9 15.2 9.9 5.5 7.1 10.9 26.9 5.5 16.9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

  <0.0003   <0.0003  <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  0.001   0.001  0.001 0.001 0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  0.23   0.25  0.29 0.21 0.25
  <0.08   <0.08  <0.08 <0.08 <0.08
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.0002   <0.0002  <0.0002 <0.0002 <0.0002
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004

  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  0.06   0.02  0.06 0.02 0.04
  <0.03   <0.03  <0.03 <0.03 <0.03
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  7.2   7.2  7.4 7.0 7.2
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

6.3 6.3 6.5 6.6 6.9 6.5 6.8 6.9 6.3 6.5
  25   24  25 24 25
  83   79  90 73 81
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.5 7.8 7.9 7.6 7.7 7.7 7.1 7.9 6.9 7.6

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1.5 0.6 0.7 0.6 <0.5 <0.5 <0.5 1.5 <0.5 <0.5
0.3 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.3 <0.1 <0.1

0.35 0.33 0.48 0.50 0.51 0.57 0.50 0.57 0.31 0.43
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－161－－160－



　給水栓水
河原町弓河内（北村水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.20 R3.5.25 R3.6.14 R3.7.1 R3.8.11
－ － 晴 晴 晴 曇 曇
℃ － 21.7 24.2 23.0 26.2 28.5
℃ － 15.2 18.9 20.4 22.5 26.9

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003   <0.0003
mg/L 0.0005以下     <0.00005
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  0.001   0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  0.29   0.21
mg/L 0.8以下  <0.08   <0.08
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.002以下  <0.0002   <0.0002
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005

mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004

mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.2以下  0.05   0.03
mg/L 0.3以下  <0.03   <0.03
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 200以下  7.0   7.4
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005
mg/L 200以下 6.5 6.6 6.4 6.5 6.4
mg/L 300以下  24   25
mg/L 500以下  73   90
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.02以下     <0.002
mg/L 0.005以下     <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.8 7.8 7.7 6.9 7.8
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 0.5 1.0 <0.5 0.7
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.40 0.34 0.31 0.37 0.50
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.13 R3.10.11 R3.11.17 R3.12.20 R4.1.19 R4.2.16 R4.3.16 最高 最低 平均
曇 晴 晴 曇 雪 雪 晴 － － －

24.7 28.8 15.5 7.2 -0.8 2.5 16.2 28.8 -0.8 18.1
24.2 25.9 15.2 9.9 5.5 7.1 10.9 26.9 5.5 16.9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

  <0.0003   <0.0003  <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  0.001   0.001  0.001 0.001 0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  0.23   0.25  0.29 0.21 0.25
  <0.08   <0.08  <0.08 <0.08 <0.08
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.0002   <0.0002  <0.0002 <0.0002 <0.0002
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004

  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  0.06   0.02  0.06 0.02 0.04
  <0.03   <0.03  <0.03 <0.03 <0.03
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  7.2   7.2  7.4 7.0 7.2
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

6.3 6.3 6.5 6.6 6.9 6.5 6.8 6.9 6.3 6.5
  25   24  25 24 25
  83   79  90 73 81
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.5 7.8 7.9 7.6 7.7 7.7 7.1 7.9 6.9 7.6

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1.5 0.6 0.7 0.6 <0.5 <0.5 <0.5 1.5 <0.5 <0.5
0.3 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.3 <0.1 <0.1

0.35 0.33 0.48 0.50 0.51 0.57 0.50 0.57 0.31 0.43
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－161－－160－



　給水栓水
河原町神馬（小河内水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.20 R3.5.25 R3.6.14 R3.7.1 R3.8.11
－ － 晴 晴 晴 曇 曇
℃ － 21.7 24.2 23.0 26.2 28.5
℃ － 13.2 18.8 22.4 21.5 26.8

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003   <0.0003
mg/L 0.0005以下     <0.00005
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  0.002   0.002
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  0.29   0.27
mg/L 0.8以下  0.23   0.27
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.002以下  <0.0002   <0.0002
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005

mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004

mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.3以下  <0.03   <0.03
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 200以下  12.1   12.8
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005
mg/L 200以下 6.8 7.0 6.9 6.8 6.9
mg/L 300以下  36   36
mg/L 500以下  89   102
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.02以下     <0.002
mg/L 0.005以下     <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.5

5.8-8.6 7.9 7.8 7.8 7.8 7.9
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 0.8 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.35 0.35 0.25 0.25 0.22
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.13 R3.10.11 R3.11.17 R3.12.20 R4.1.19 R4.2.16 R4.3.16 最高 最低 平均
曇 晴 晴 曇 雪 雪 晴 － － －

24.7 28.8 15.5 7.2 -0.8 2.5 16.2 28.8 -0.8 18.1
22.8 23.0 12.5 7.1 4.5 5.8 9.6 26.8 4.5 15.7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

  <0.0003   <0.0003  <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  0.002   0.002  0.002 0.002 0.002
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  0.31   0.33  0.33 0.27 0.30
  0.25   0.20  0.27 0.20 0.24
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.0002   <0.0002  <0.0002 <0.0002 <0.0002
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004

  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.02   <0.02  <0.02 <0.02 <0.02
  <0.03   <0.03  <0.03 <0.03 <0.03
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  12.5   11.9  12.8 11.9 12.3
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

6.8 6.7 6.9 6.8 7.1 6.9 7.1 7.1 6.7 6.9
  37   34  37 34 36
  97   99  102 89 97
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.5 <0.3 <0.3
7.7 8.0 8.0 7.7 7.7 7.7 7.8 8.0 7.7 7.8

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.8 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.30 0.24 0.48 0.47 0.50 0.44 0.41 0.50 0.22 0.35

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－163－－162－



　給水栓水
河原町神馬（小河内水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.20 R3.5.25 R3.6.14 R3.7.1 R3.8.11
－ － 晴 晴 晴 曇 曇
℃ － 21.7 24.2 23.0 26.2 28.5
℃ － 13.2 18.8 22.4 21.5 26.8

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003   <0.0003
mg/L 0.0005以下     <0.00005
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  0.002   0.002
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  0.29   0.27
mg/L 0.8以下  0.23   0.27
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.002以下  <0.0002   <0.0002
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005

mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004

mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.3以下  <0.03   <0.03
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 200以下  12.1   12.8
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005
mg/L 200以下 6.8 7.0 6.9 6.8 6.9
mg/L 300以下  36   36
mg/L 500以下  89   102
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.02以下     <0.002
mg/L 0.005以下     <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.5

5.8-8.6 7.9 7.8 7.8 7.8 7.9
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 0.8 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.35 0.35 0.25 0.25 0.22
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.13 R3.10.11 R3.11.17 R3.12.20 R4.1.19 R4.2.16 R4.3.16 最高 最低 平均
曇 晴 晴 曇 雪 雪 晴 － － －

24.7 28.8 15.5 7.2 -0.8 2.5 16.2 28.8 -0.8 18.1
22.8 23.0 12.5 7.1 4.5 5.8 9.6 26.8 4.5 15.7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

  <0.0003   <0.0003  <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  0.002   0.002  0.002 0.002 0.002
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  0.31   0.33  0.33 0.27 0.30
  0.25   0.20  0.27 0.20 0.24
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.0002   <0.0002  <0.0002 <0.0002 <0.0002
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004

  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.02   <0.02  <0.02 <0.02 <0.02
  <0.03   <0.03  <0.03 <0.03 <0.03
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  12.5   11.9  12.8 11.9 12.3
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

6.8 6.7 6.9 6.8 7.1 6.9 7.1 7.1 6.7 6.9
  37   34  37 34 36
  97   99  102 89 97
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.5 <0.3 <0.3
7.7 8.0 8.0 7.7 7.7 7.7 7.8 8.0 7.7 7.8

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.8 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.30 0.24 0.48 0.47 0.50 0.44 0.41 0.50 0.22 0.35

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－163－－162－



　給水栓水
河原町北村（落河内水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.26 R3.5.26 R3.6.28 R3.7.28 R3.8.24
－ － 晴 晴／曇 曇 晴 雨
℃ － 15.1 21.1 26.4 27.9 28.1
℃ － 14.4 18.4 20.0 25.1 22.5

個/mL 100以下 0 0 3 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003   <0.0003  
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 0.33   0.32  
mg/L 0.8以下 <0.08   <0.08  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.002以下 <0.0002   <0.0002  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  

mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  

mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   0.02  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   0.006  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02   <0.02  
mg/L 0.3以下 <0.03   <0.03  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 200以下 6.0   6.1  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  
mg/L 200以下 6.3 6.3 6.3 6.7 5.9
mg/L 300以下 19   20  
mg/L 500以下 49   66  
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 0.3 0.3 0.4 0.5

5.8-8.6 7.1 7.3 7.1 7.2 7.2
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 0.6 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.33 0.26 0.18 0.22 0.33
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.21 R3.10.20 R3.11.25 R3.12.20 R4.1.24 R4.2.15 R4.3.15 最高 最低 平均
晴 雨のち晴 晴 曇 曇 晴 雨／曇 － － －

27.2 14.6 11.1 7.2 7.5 9.8 10.5 28.1 7.2 17.2
21.6 17.6 12.8 7.4 3.4 3.5 6.8 25.1 3.4 14.5

0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

 <0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005      <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.38   0.34   0.38 0.32 0.34
 <0.08   <0.08   <0.08 <0.08 <0.08
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.01   <0.01   0.02 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 0.004   <0.003   0.006 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02
 <0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 6.6   5.9   6.6 5.9 6.2
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

6.2 6.3 6.4 6.4 7.5 7.2 8.1 8.1 5.9 6.6
 21   19   21 19 20
 53   51   66 49 55
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.002      <0.002 <0.002 <0.002
 <0.0005      <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.5 <0.3 <0.3
7.1 7.2 7.2 7.4 7.3 7.2 7.0 7.4 7.0 7.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.24 0.26 0.30 0.40 0.42 0.45 0.46 0.46 0.18 0.32

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－165－－164－



　給水栓水
河原町北村（落河内水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.26 R3.5.26 R3.6.28 R3.7.28 R3.8.24
－ － 晴 晴／曇 曇 晴 雨
℃ － 15.1 21.1 26.4 27.9 28.1
℃ － 14.4 18.4 20.0 25.1 22.5

個/mL 100以下 0 0 3 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003   <0.0003  
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 0.33   0.32  
mg/L 0.8以下 <0.08   <0.08  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.002以下 <0.0002   <0.0002  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  

mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  

mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   0.02  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   0.006  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02   <0.02  
mg/L 0.3以下 <0.03   <0.03  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 200以下 6.0   6.1  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  
mg/L 200以下 6.3 6.3 6.3 6.7 5.9
mg/L 300以下 19   20  
mg/L 500以下 49   66  
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 0.3 0.3 0.4 0.5

5.8-8.6 7.1 7.3 7.1 7.2 7.2
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <0.5 <0.5 0.6 <0.5 <0.5
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.33 0.26 0.18 0.22 0.33
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.21 R3.10.20 R3.11.25 R3.12.20 R4.1.24 R4.2.15 R4.3.15 最高 最低 平均
晴 雨のち晴 晴 曇 曇 晴 雨／曇 － － －

27.2 14.6 11.1 7.2 7.5 9.8 10.5 28.1 7.2 17.2
21.6 17.6 12.8 7.4 3.4 3.5 6.8 25.1 3.4 14.5

0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

 <0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005      <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.38   0.34   0.38 0.32 0.34
 <0.08   <0.08   <0.08 <0.08 <0.08
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.01   <0.01   0.02 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 0.004   <0.003   0.006 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02
 <0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 6.6   5.9   6.6 5.9 6.2
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

6.2 6.3 6.4 6.4 7.5 7.2 8.1 8.1 5.9 6.6
 21   19   21 19 20
 53   51   66 49 55
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.002      <0.002 <0.002 <0.002
 <0.0005      <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.5 <0.3 <0.3
7.1 7.2 7.2 7.4 7.3 7.2 7.0 7.4 7.0 7.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.24 0.26 0.30 0.40 0.42 0.45 0.46 0.46 0.18 0.32

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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　給水栓水
河原町小河内（新田水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.20 R3.5.25 R3.6.14 R3.7.1 R3.8.11
－ － 晴 晴 晴 曇 曇
℃ － 21.7 24.2 23.0 26.2 28.5
℃ － 13.4 18.3 21.8 21.9 26.8

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003   <0.0003
mg/L 0.0005以下     <0.00005
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  0.35   0.32
mg/L 0.8以下  <0.08   <0.08
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.002以下  <0.0002   <0.0002
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005

mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004

mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   0.003
mg/L 0.06以下  <0.006   0.007
mg/L 0.03以下  0.004   0.013
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  0.01   0.02
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   0.006
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.3以下  <0.03   <0.03
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 200以下  6.3   7.2
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005
mg/L 200以下 6.4 6.6 6.3 6.2 6.8
mg/L 300以下  20   22
mg/L 500以下  60   80
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.02以下     0.003
mg/L 0.005以下     0.0006
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 0.3 <0.3 0.5

5.8-8.6 7.8 7.5 7.6 7.4 7.3
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 0.6 <0.5 0.5 1.3 0.7
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.46 0.36 0.37 0.25 0.22
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.13 R3.10.11 R3.11.17 R3.12.20 R4.1.19 R4.2.16 R4.3.16 最高 最低 平均
曇 晴 晴 曇 雪 雪 晴 － － －

24.7 28.8 15.5 7.2 -0.8 2.5 16.2 28.8 -0.8 18.1
24.0 24.7 11.3 6.2 3.1 2.9 5.8 26.8 2.9 15.0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

  <0.0003   <0.0003  <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  0.34   0.36  0.36 0.32 0.34
  <0.08   <0.08  <0.08 <0.08 <0.08
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.0002   <0.0002  <0.0002 <0.0002 <0.0002
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004

  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  0.003 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  0.007 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  0.013 <0.003 0.004
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  0.02 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  0.006 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.02   <0.02  <0.02 <0.02 <0.02
  0.03   <0.03  0.03 <0.03 <0.03
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  6.6   6.2  7.2 6.2 6.6
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

6.6 6.5 6.5 6.5 6.7 6.4 7.0 7.0 6.2 6.5
  21   19  22 19 21
  69   69  80 60 70
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       0.003 0.003 0.003
       0.0006 0.0006 0.0006

0.4 0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.5 <0.3 <0.3
7.1 7.1 8.0 7.8 7.8 7.7 7.9 8.0 7.1 7.6

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

0.6 0.6 1.0 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1.3 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1
0.22 0.19 0.25 0.28 0.35 0.31 0.27 0.46 0.19 0.29

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－167－－166－



　給水栓水
河原町小河内（新田水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.20 R3.5.25 R3.6.14 R3.7.1 R3.8.11
－ － 晴 晴 晴 曇 曇
℃ － 21.7 24.2 23.0 26.2 28.5
℃ － 13.4 18.3 21.8 21.9 26.8

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003   <0.0003
mg/L 0.0005以下     <0.00005
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  0.35   0.32
mg/L 0.8以下  <0.08   <0.08
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.002以下  <0.0002   <0.0002
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005

mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004

mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   0.003
mg/L 0.06以下  <0.006   0.007
mg/L 0.03以下  0.004   0.013
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  0.01   0.02
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   0.006
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.3以下  <0.03   <0.03
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 200以下  6.3   7.2
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005
mg/L 200以下 6.4 6.6 6.3 6.2 6.8
mg/L 300以下  20   22
mg/L 500以下  60   80
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.02以下     0.003
mg/L 0.005以下     0.0006
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 0.3 <0.3 0.5

5.8-8.6 7.8 7.5 7.6 7.4 7.3
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 0.6 <0.5 0.5 1.3 0.7
度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

mg/L 0.1以上 0.46 0.36 0.37 0.25 0.22
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.13 R3.10.11 R3.11.17 R3.12.20 R4.1.19 R4.2.16 R4.3.16 最高 最低 平均
曇 晴 晴 曇 雪 雪 晴 － － －

24.7 28.8 15.5 7.2 -0.8 2.5 16.2 28.8 -0.8 18.1
24.0 24.7 11.3 6.2 3.1 2.9 5.8 26.8 2.9 15.0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

  <0.0003   <0.0003  <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  0.34   0.36  0.36 0.32 0.34
  <0.08   <0.08  <0.08 <0.08 <0.08
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.0002   <0.0002  <0.0002 <0.0002 <0.0002
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

  <0.004   <0.004  <0.004 <0.004 <0.004

  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  0.003 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  0.007 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  0.013 <0.003 0.004
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  0.02 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  0.006 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  <0.02   <0.02  <0.02 <0.02 <0.02
  0.03   <0.03  0.03 <0.03 <0.03
  <0.1   <0.1  <0.1 <0.1 <0.1
  6.6   6.2  7.2 6.2 6.6
  <0.005   <0.005  <0.005 <0.005 <0.005

6.6 6.5 6.5 6.5 6.7 6.4 7.0 7.0 6.2 6.5
  21   19  22 19 21
  69   69  80 60 70
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       0.003 0.003 0.003
       0.0006 0.0006 0.0006

0.4 0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.5 <0.3 <0.3
7.1 7.1 8.0 7.8 7.8 7.7 7.9 8.0 7.1 7.6

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

0.6 0.6 1.0 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1.3 <0.5 <0.5
<0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1
0.22 0.19 0.25 0.28 0.35 0.31 0.27 0.46 0.19 0.29

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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（カ）用瀬地域
原水

用瀬水源 大村水源 樟原水源
単位 水道水の水質基準 R3.8.23 R3.9.27 R3.9.27
－ － 曇 晴 晴
℃ － 16.5 12.5 12.0
℃ － 20.5 22.5 17.5

個/mL 100以下 2 ≧300 ≧300
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005 <0.00005 <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 10以下 1.9 0.7 0.7
mg/L 0.8以下 0.15 0.12 0.13
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.6以下    
mg/L 0.02以下    
mg/L 0.06以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.01以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.09以下    
mg/L 0.08以下    
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 200以下 15 6.2 7.8
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 200以下 19 5.9 6.5
mg/L 300以下 34 23 20
mg/L 500以下 100 56 65
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 0.005以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.1 6.4 6.2
異常でないこと    
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5

色度
濁度

非イオン界面活性剤
フェノール類

有機物(全有機炭素(TOC)の量)
ｐＨ値
味
臭気

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

臭素酸
総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

大腸菌
カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物

　年１回検査を実施している浄水場、水源地

項目
天候
気温
水温

一般細菌

上安蔵水源 屋住水源 江波水源
R3.10.26 R3.10.26 R3.8.23

曇 曇 曇
16.0 16.0 10.0
15.0 17.0 16.5

31 0 140
検出せず 検出せず 検出
<0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001
<0.001 0.002 0.004
<0.002 <0.002 <0.002
<0.004 <0.004 <0.004
<0.001 <0.001 <0.001

0.3 0.4 0.2
0.16 0.15 <0.08
<0.1 <0.1 <0.1

<0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005 <0.005 <0.005

<0.004 <0.004 <0.004

<0.002 <0.002 <0.002
<0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

<0.1 <0.1 <0.1
<0.02 <0.02 0.02
<0.03 <0.03 <0.03
<0.1 <0.1 <0.1

5.6 5.7 4.5
<0.005 <0.005 <0.005

5.1 5.3 5.4
15 16 9.5
49 48 38

<0.02 <0.02 <0.02
<0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.005 <0.005 <0.005
<0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 0.5
6.4 6.4 7.2

   
異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 3
<0.5 <0.5 <0.5
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（カ）用瀬地域
原水

用瀬水源 大村水源 樟原水源
単位 水道水の水質基準 R3.8.23 R3.9.27 R3.9.27
－ － 曇 晴 晴
℃ － 16.5 12.5 12.0
℃ － 20.5 22.5 17.5

個/mL 100以下 2 ≧300 ≧300
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005 <0.00005 <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 10以下 1.9 0.7 0.7
mg/L 0.8以下 0.15 0.12 0.13
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.6以下    
mg/L 0.02以下    
mg/L 0.06以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.01以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.09以下    
mg/L 0.08以下    
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 200以下 15 6.2 7.8
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 200以下 19 5.9 6.5
mg/L 300以下 34 23 20
mg/L 500以下 100 56 65
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 0.005以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.1 6.4 6.2
異常でないこと    
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5

色度
濁度

非イオン界面活性剤
フェノール類

有機物(全有機炭素(TOC)の量)
ｐＨ値
味
臭気

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

臭素酸
総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

大腸菌
カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物

　年１回検査を実施している浄水場、水源地

項目
天候
気温
水温

一般細菌

上安蔵水源 屋住水源 江波水源
R3.10.26 R3.10.26 R3.8.23

曇 曇 曇
16.0 16.0 10.0
15.0 17.0 16.5

31 0 140
検出せず 検出せず 検出
<0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001
<0.001 0.002 0.004
<0.002 <0.002 <0.002
<0.004 <0.004 <0.004
<0.001 <0.001 <0.001

0.3 0.4 0.2
0.16 0.15 <0.08
<0.1 <0.1 <0.1

<0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005 <0.005 <0.005

<0.004 <0.004 <0.004

<0.002 <0.002 <0.002
<0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

<0.1 <0.1 <0.1
<0.02 <0.02 0.02
<0.03 <0.03 <0.03
<0.1 <0.1 <0.1

5.6 5.7 4.5
<0.005 <0.005 <0.005

5.1 5.3 5.4
15 16 9.5
49 48 38

<0.02 <0.02 <0.02
<0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.005 <0.005 <0.005
<0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 0.5
6.4 6.4 7.2

   
異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 3
<0.5 <0.5 <0.5
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　原水
社中央水源

単位 水道水の水質基準 R3.4.22 R3.7.28 R3.8.23
－ － 晴   晴 曇
℃ － 10.0   17.0 14.0
℃ － 10.0   19.0 19.0

個/mL 100以下    69  
検出されないこと    検出  

mg/L 0.003以下    <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.04以下    <0.004  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 10以下    0.3  
mg/L 0.8以下    0.1  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.002以下    <0.0002  
mg/L 0.05以下    <0.005  

mg/L 0.04以下    <0.004  

mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.6以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.06以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.09以下      
mg/L 0.08以下      
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02   0.02  
mg/L 0.3以下    <0.03  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 200以下    5.2  
mg/L 0.05以下    <0.005  
mg/L 200以下    5.3  
mg/L 300以下    9.9  
mg/L 500以下    47  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001 <0.000001
mg/L 0.02以下    <0.005  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下    0.7  

5.8-8.6 7.2   7.1 7.0
異常でないこと      
異常でないこと    異常なし  

度 5度以下 2   4 4
度 2度以下 <0.5   <0.5 0.5濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.27 R3.10.26 R4.1.24 最高 最低 平均
晴 曇   曇   － － －

10.0 13.0   3.0   17.0 3.0 11.2
18.5 12.0   3.5   19.0 3.5 13.7

       69 69 69
       検出 検出 1回検出
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
       <0.001 <0.001 <0.001
       0.3 0.3 0.3
       0.1 0.1 0.1
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       <0.1 <0.1 <0.1
 0.02   <0.02   0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       5.2 5.2 5.2
       <0.005 <0.005 <0.005
       5.3 5.3 5.3
       9.9 9.9 9.9
       47 47 47
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005
       0.7 0.7 0.7

7.1 7.1   7.0   7.2 7.0 7.1
      
       異常なし 異常なし 異常なし
3 3   2   4 2 3

<0.5 <0.5   <0.5   0.5 <0.5 <0.5

－171－－170－



　原水
社中央水源

単位 水道水の水質基準 R3.4.22 R3.7.28 R3.8.23
－ － 晴   晴 曇
℃ － 10.0   17.0 14.0
℃ － 10.0   19.0 19.0

個/mL 100以下    69  
検出されないこと    検出  

mg/L 0.003以下    <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.04以下    <0.004  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 10以下    0.3  
mg/L 0.8以下    0.1  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.002以下    <0.0002  
mg/L 0.05以下    <0.005  

mg/L 0.04以下    <0.004  

mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.6以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.06以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.09以下      
mg/L 0.08以下      
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02   0.02  
mg/L 0.3以下    <0.03  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 200以下    5.2  
mg/L 0.05以下    <0.005  
mg/L 200以下    5.3  
mg/L 300以下    9.9  
mg/L 500以下    47  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001 <0.000001
mg/L 0.02以下    <0.005  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下    0.7  

5.8-8.6 7.2   7.1 7.0
異常でないこと      
異常でないこと    異常なし  

度 5度以下 2   4 4
度 2度以下 <0.5   <0.5 0.5濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.27 R3.10.26 R4.1.24 最高 最低 平均
晴 曇   曇   － － －

10.0 13.0   3.0   17.0 3.0 11.2
18.5 12.0   3.5   19.0 3.5 13.7

       69 69 69
       検出 検出 1回検出
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
       <0.001 <0.001 <0.001
       0.3 0.3 0.3
       0.1 0.1 0.1
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       <0.1 <0.1 <0.1
 0.02   <0.02   0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       5.2 5.2 5.2
       <0.005 <0.005 <0.005
       5.3 5.3 5.3
       9.9 9.9 9.9
       47 47 47
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005
       0.7 0.7 0.7

7.1 7.1   7.0   7.2 7.0 7.1
      
       異常なし 異常なし 異常なし
3 3   2   4 2 3

<0.5 <0.5   <0.5   0.5 <0.5 <0.5

－171－－170－



給水栓水
用瀬町用瀬（用瀬水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.7 R3.5.6 R3.6.8 R3.7.7 R3.8.2
－ － 晴 晴 晴 雨 晴
℃ － 10.0 16.5 25.0 14.0 20.0
℃ － 15.0 17.0 23.5 24.0 28.5

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下     <0.0003
mg/L 0.0005以下     <0.00005
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     0.002
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下     <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下     1.3
mg/L 0.8以下     0.13
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.002以下     <0.0002
mg/L 0.05以下     <0.005

mg/L 0.04以下     <0.004

mg/L 0.02以下     <0.002
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.6以下  0.07   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.3以下     <0.03
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 200以下     14
mg/L 0.05以下     <0.005
mg/L 200以下 21 20 23 15 17
mg/L 300以下     32
mg/L 500以下     85
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.02以下     <0.005
mg/L 0.005以下     <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.4 6.4 6.3 6.4 6.3
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.51 0.49 0.45 0.57 0.36
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.8 R3.10.6 R3.11.1 R3.12.2 R4.1.5 R4.2.1 R4.3.1 最高 最低 平均
曇 曇 晴 曇 雪 曇 曇 － － －

14.0 8.5 18.5 6.0 4.0 4.5 8.0 25.0 4.0 12.4
26.5 25.5 18.5 12.0 5.5 7.0 6.0 28.5 5.5 17.4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       0.002 0.002 0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
       1.3 1.3 1.3
       0.13 0.13 0.13
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  0.07 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       14 14 14
       <0.005 <0.005 <0.005

16 14 15 11 21 31 38 38 11 20
       32 32 32
       85 85 85
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
6.3 6.3 6.4 6.5 6.4 6.4 6.3 6.5 6.3 6.4

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.55 0.40 0.38 0.33 0.44 0.46 0.39 0.57 0.33 0.44

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－173－－172－



給水栓水
用瀬町用瀬（用瀬水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.7 R3.5.6 R3.6.8 R3.7.7 R3.8.2
－ － 晴 晴 晴 雨 晴
℃ － 10.0 16.5 25.0 14.0 20.0
℃ － 15.0 17.0 23.5 24.0 28.5

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下     <0.0003
mg/L 0.0005以下     <0.00005
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     0.002
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下     <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下     1.3
mg/L 0.8以下     0.13
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.002以下     <0.0002
mg/L 0.05以下     <0.005

mg/L 0.04以下     <0.004

mg/L 0.02以下     <0.002
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.6以下  0.07   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.3以下     <0.03
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 200以下     14
mg/L 0.05以下     <0.005
mg/L 200以下 21 20 23 15 17
mg/L 300以下     32
mg/L 500以下     85
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.02以下     <0.005
mg/L 0.005以下     <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.4 6.4 6.3 6.4 6.3
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.51 0.49 0.45 0.57 0.36
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.8 R3.10.6 R3.11.1 R3.12.2 R4.1.5 R4.2.1 R4.3.1 最高 最低 平均
曇 曇 晴 曇 雪 曇 曇 － － －

14.0 8.5 18.5 6.0 4.0 4.5 8.0 25.0 4.0 12.4
26.5 25.5 18.5 12.0 5.5 7.0 6.0 28.5 5.5 17.4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       0.002 0.002 0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
       1.3 1.3 1.3
       0.13 0.13 0.13
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  0.07 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       14 14 14
       <0.005 <0.005 <0.005

16 14 15 11 21 31 38 38 11 20
       32 32 32
       85 85 85
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
6.3 6.3 6.4 6.5 6.4 6.4 6.3 6.5 6.3 6.4

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.55 0.40 0.38 0.33 0.44 0.46 0.39 0.57 0.33 0.44

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
用瀬町鷹狩（大村水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.7 R3.5.6 R3.6.8 R3.7.7 R3.8.2
－ － 晴 晴 晴 雨 晴
℃ － 8.0 16.0 21.0 14.0 21.0
℃ － 13.0 15.0 19.5 22.0 25.0

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 11 9.6 7.9 7.1 6.0
mg/L 300以下      
mg/L 500以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3

5.8-8.6 6.5 6.6 6.5 6.5 6.4
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.32 0.50 0.44 0.40 0.45
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.8 R3.10.6 R3.11.1 R3.12.2 R4.1.5 R4.2.1 R4.3.1 最高 最低 平均
曇 曇 晴 曇 雪 曇 曇 － － －

13.0 8.0 18.0 5.0 4.0 5.0 8.0 21.0 4.0 11.8
23.5 23.5 18.5 13.5 6.5 7.5 5.0 25.0 5.0 16.0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003       <0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004       <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.7       0.7 0.7 0.7
0.13       0.13 0.13 0.13
<0.1       <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002       <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005       <0.005 <0.005 <0.005

<0.004       <0.004 <0.004 <0.004

<0.002       <0.002 <0.002 <0.002
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1       <0.1 <0.1 <0.1
<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.03       <0.03 <0.03 <0.03
<0.1       <0.1 <0.1 <0.1

6.7       6.7 6.7 6.7
<0.005       <0.005 <0.005 <0.005

6.6 7.2 7.4 7.1 9.6 21 21 21 6.0 10
24       24 24 24
61       61 61 61

<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.005       <0.005 <0.005 <0.005
<0.0005       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 <0.3 <0.3
6.4 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.6 6.4 6.5

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.48 0.37 0.50 0.44 0.47 0.57 0.50 0.57 0.32 0.45

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
用瀬町鷹狩（大村水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.7 R3.5.6 R3.6.8 R3.7.7 R3.8.2
－ － 晴 晴 晴 雨 晴
℃ － 8.0 16.0 21.0 14.0 21.0
℃ － 13.0 15.0 19.5 22.0 25.0

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 11 9.6 7.9 7.1 6.0
mg/L 300以下      
mg/L 500以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3

5.8-8.6 6.5 6.6 6.5 6.5 6.4
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.32 0.50 0.44 0.40 0.45
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.8 R3.10.6 R3.11.1 R3.12.2 R4.1.5 R4.2.1 R4.3.1 最高 最低 平均
曇 曇 晴 曇 雪 曇 曇 － － －

13.0 8.0 18.0 5.0 4.0 5.0 8.0 21.0 4.0 11.8
23.5 23.5 18.5 13.5 6.5 7.5 5.0 25.0 5.0 16.0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003       <0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004       <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.7       0.7 0.7 0.7
0.13       0.13 0.13 0.13
<0.1       <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002       <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005       <0.005 <0.005 <0.005

<0.004       <0.004 <0.004 <0.004

<0.002       <0.002 <0.002 <0.002
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1       <0.1 <0.1 <0.1
<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.03       <0.03 <0.03 <0.03
<0.1       <0.1 <0.1 <0.1

6.7       6.7 6.7 6.7
<0.005       <0.005 <0.005 <0.005

6.6 7.2 7.4 7.1 9.6 21 21 21 6.0 10
24       24 24 24
61       61 61 61

<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.005       <0.005 <0.005 <0.005
<0.0005       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 <0.3 <0.3
6.4 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.6 6.4 6.5

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.48 0.37 0.50 0.44 0.47 0.57 0.50 0.57 0.32 0.45

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－175－－174－



給水栓水
用瀬町宮原（樟原水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.7 R3.5.6 R3.6.8 R3.7.7 R3.8.2
－ － 晴 晴 晴 雨 晴
℃ － 7.0 14.0 23.0 15.0 20.5
℃ － 14.0 15.5 19.5 21.0 29.5

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 7.0 7.0 7.1 7.0 6.9
mg/L 300以下      
mg/L 500以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.2 6.3 6.2 6.2 6.2
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.57 0.52 0.62 0.63 0.26
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.8 R3.10.6 R3.11.1 R3.12.2 R4.1.5 R4.2.1 R4.3.1 最高 最低 平均
雨 曇 晴 曇 雪 曇 曇 － － －

13.0 9.5 20.5 8.0 3.5 5.0 8.0 23.0 3.5 12.3
21.0 21.0 17.5 10.5 6.0 4.0 4.5 29.5 4.0 15.3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003       <0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004       <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.7       0.7 0.7 0.7
0.13       0.13 0.13 0.13
<0.1       <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002       <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005       <0.005 <0.005 <0.005

<0.004       <0.004 <0.004 <0.004

<0.002       <0.002 <0.002 <0.002
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1       <0.1 <0.1 <0.1
<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.03       <0.03 <0.03 <0.03
<0.1       <0.1 <0.1 <0.1

7.9       7.9 7.9 7.9
<0.005       <0.005 <0.005 <0.005

6.5 6.7 6.9 6.8 7.1 7.1 7.3 7.3 6.5 7.0
21       21 21 21
62       62 62 62

<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.005       <0.005 <0.005 <0.005
<0.0005       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
6.2 6.2 6.2 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.2 6.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 <0.5
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.60 0.66 0.43 0.44 0.31 0.55 0.53 0.66 0.26 0.51

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－177－－176－



給水栓水
用瀬町宮原（樟原水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.7 R3.5.6 R3.6.8 R3.7.7 R3.8.2
－ － 晴 晴 晴 雨 晴
℃ － 7.0 14.0 23.0 15.0 20.5
℃ － 14.0 15.5 19.5 21.0 29.5

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 7.0 7.0 7.1 7.0 6.9
mg/L 300以下      
mg/L 500以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.2 6.3 6.2 6.2 6.2
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.57 0.52 0.62 0.63 0.26
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.8 R3.10.6 R3.11.1 R3.12.2 R4.1.5 R4.2.1 R4.3.1 最高 最低 平均
雨 曇 晴 曇 雪 曇 曇 － － －

13.0 9.5 20.5 8.0 3.5 5.0 8.0 23.0 3.5 12.3
21.0 21.0 17.5 10.5 6.0 4.0 4.5 29.5 4.0 15.3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003       <0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004       <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.7       0.7 0.7 0.7
0.13       0.13 0.13 0.13
<0.1       <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002       <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005       <0.005 <0.005 <0.005

<0.004       <0.004 <0.004 <0.004

<0.002       <0.002 <0.002 <0.002
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1       <0.1 <0.1 <0.1
<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.03       <0.03 <0.03 <0.03
<0.1       <0.1 <0.1 <0.1

7.9       7.9 7.9 7.9
<0.005       <0.005 <0.005 <0.005

6.5 6.7 6.9 6.8 7.1 7.1 7.3 7.3 6.5 7.0
21       21 21 21
62       62 62 62

<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.005       <0.005 <0.005 <0.005
<0.0005       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
6.2 6.2 6.2 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.2 6.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 <0.5
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.60 0.66 0.43 0.44 0.31 0.55 0.53 0.66 0.26 0.51

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－177－－176－



給水栓水
用瀬町安蔵（社中央水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.7 R3.5.6 R3.6.8 R3.7.7 R3.8.2
－ － 晴 晴 晴 雨 晴
℃ － 7.0 14.0 22.5 15.0 21.0
℃ － 11.0 13.0 18.0 22.5 23.0

個/mL 100以下 0 0 0 0 1
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下    <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下    <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下    0.3  
mg/L 0.8以下    0.11  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.002以下    <0.0002  
mg/L 0.05以下    <0.005  

mg/L 0.04以下    <0.004  

mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   0.013  
mg/L 0.03以下 0.006   0.005  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 0.01   0.022  
mg/L 0.03以下 0.007   0.011  
mg/L 0.03以下 0.003   0.007  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.3以下    <0.03  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 200以下    5.3  
mg/L 0.05以下    <0.005  
mg/L 200以下 5.4 5.3 5.3 5.3 5.6
mg/L 300以下    9.4  
mg/L 500以下    42  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001 <0.000001
mg/L 0.02以下    <0.005  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 0.5 0.7 0.6 0.5 0.5

5.8-8.6 7.1 7.0 7.1 7.1 7.2
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.50 0.52 0.50 0.28 0.47
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.8 R3.10.6 R3.11.1 R3.12.2 R4.1.5 R4.2.1 R4.3.1 最高 最低 平均
雨 曇 晴 曇 雪 曇 曇 － － －

12.5 9.0 20.0 6.0 3.5 4.0 5.5 22.5 3.5 11.7
21.0 20.0 18.0 9.0 5.0 4.5 4.5 23.0 4.5 14.1

0 0 0 0 4 0 0 4 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
       0.3 0.3 0.3
       0.11 0.11 0.11
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 0.009   <0.006   0.013 <0.006 <0.006
 0.003   <0.003   0.006 <0.003 0.004
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.018   <0.01   0.022 <0.01 0.010
 0.007   <0.003   0.011 <0.003 0.006
 0.007   <0.003   0.007 <0.003 0.004
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       5.3 5.3 5.3
       <0.005 <0.005 <0.005

5.2 5.5 5.3 5.2 5.6 5.8 5.8 5.8 5.2 5.4
       9.4 9.4 9.4
       42 42 42
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.5 0.4 0.4 0.7 0.4 0.4 0.4 0.7 0.4 0.5
7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.2 7.1 7.2 7.0 7.1

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.52 0.43 0.45 0.35 0.46 0.52 0.47 0.52 0.28 0.46

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－179－－178－



給水栓水
用瀬町安蔵（社中央水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.7 R3.5.6 R3.6.8 R3.7.7 R3.8.2
－ － 晴 晴 晴 雨 晴
℃ － 7.0 14.0 22.5 15.0 21.0
℃ － 11.0 13.0 18.0 22.5 23.0

個/mL 100以下 0 0 0 0 1
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下    <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下    <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下    0.3  
mg/L 0.8以下    0.11  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.002以下    <0.0002  
mg/L 0.05以下    <0.005  

mg/L 0.04以下    <0.004  

mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   0.013  
mg/L 0.03以下 0.006   0.005  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 0.01   0.022  
mg/L 0.03以下 0.007   0.011  
mg/L 0.03以下 0.003   0.007  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.3以下    <0.03  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 200以下    5.3  
mg/L 0.05以下    <0.005  
mg/L 200以下 5.4 5.3 5.3 5.3 5.6
mg/L 300以下    9.4  
mg/L 500以下    42  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001 <0.000001
mg/L 0.02以下    <0.005  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 0.5 0.7 0.6 0.5 0.5

5.8-8.6 7.1 7.0 7.1 7.1 7.2
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.50 0.52 0.50 0.28 0.47
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.8 R3.10.6 R3.11.1 R3.12.2 R4.1.5 R4.2.1 R4.3.1 最高 最低 平均
雨 曇 晴 曇 雪 曇 曇 － － －

12.5 9.0 20.0 6.0 3.5 4.0 5.5 22.5 3.5 11.7
21.0 20.0 18.0 9.0 5.0 4.5 4.5 23.0 4.5 14.1

0 0 0 0 4 0 0 4 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
       0.3 0.3 0.3
       0.11 0.11 0.11
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 0.009   <0.006   0.013 <0.006 <0.006
 0.003   <0.003   0.006 <0.003 0.004
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.018   <0.01   0.022 <0.01 0.010
 0.007   <0.003   0.011 <0.003 0.006
 0.007   <0.003   0.007 <0.003 0.004
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       5.3 5.3 5.3
       <0.005 <0.005 <0.005

5.2 5.5 5.3 5.2 5.6 5.8 5.8 5.8 5.2 5.4
       9.4 9.4 9.4
       42 42 42
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.5 0.4 0.4 0.7 0.4 0.4 0.4 0.7 0.4 0.5
7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.2 7.1 7.2 7.0 7.1

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.52 0.43 0.45 0.35 0.46 0.52 0.47 0.52 0.28 0.46

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－179－－178－



給水栓水
用瀬町安蔵（上安蔵水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.7 R3.5.6 R3.6.8 R3.7.7 R3.8.2
－ － 晴 晴 晴 雨 晴
℃ － 9.5 13.0 24.0 14.5 19.0
℃ － 11.0 14.5 20.0 23.0 24.5

個/mL 100以下 0 0 0 0 1
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下 0.17   0.17  
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 5.7 5.6 5.5 5.5 5.7
mg/L 300以下      
mg/L 500以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3

5.8-8.6 6.8 6.7 6.7 6.8 6.6
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.39 0.38 0.32 0.31 0.35
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.8 R3.10.6 R3.11.1 R3.12.2 R4.1.5 R4.2.1 R4.3.1 最高 最低 平均
雨 曇 晴 曇 雪 曇 曇 － － －

12.0 11.0 20.0 6.5 3.0 5.0 4.0 24.0 3.0 11.8
21.5 19.5 15.0 8.0 3.0 4.0 3.0 24.5 3.0 13.9

0 0 0 0 3 0 0 3 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

 <0.0003      <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005      <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.3      0.3 0.3 0.3
 0.15   0.17   0.17 0.15 0.17
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002      <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002      <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.03      <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 6.1      6.1 6.1 6.1
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

5.4 5.4 5.3 5.4 5.8 6.0 6.0 6.0 5.3 5.6
 16      16 16 16
 52      52 52 52
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005
 <0.0005      <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 <0.3
6.6 6.6 6.7 6.8 6.9 6.8 6.8 6.9 6.6 6.7

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.44 0.32 0.35 0.35 0.34 0.50 0.44 0.50 0.31 0.37

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－181－－180－



給水栓水
用瀬町安蔵（上安蔵水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.7 R3.5.6 R3.6.8 R3.7.7 R3.8.2
－ － 晴 晴 晴 雨 晴
℃ － 9.5 13.0 24.0 14.5 19.0
℃ － 11.0 14.5 20.0 23.0 24.5

個/mL 100以下 0 0 0 0 1
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下 0.17   0.17  
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 5.7 5.6 5.5 5.5 5.7
mg/L 300以下      
mg/L 500以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3

5.8-8.6 6.8 6.7 6.7 6.8 6.6
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.39 0.38 0.32 0.31 0.35
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.8 R3.10.6 R3.11.1 R3.12.2 R4.1.5 R4.2.1 R4.3.1 最高 最低 平均
雨 曇 晴 曇 雪 曇 曇 － － －

12.0 11.0 20.0 6.5 3.0 5.0 4.0 24.0 3.0 11.8
21.5 19.5 15.0 8.0 3.0 4.0 3.0 24.5 3.0 13.9

0 0 0 0 3 0 0 3 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

 <0.0003      <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005      <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.3      0.3 0.3 0.3
 0.15   0.17   0.17 0.15 0.17
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002      <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002      <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.03      <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 6.1      6.1 6.1 6.1
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

5.4 5.4 5.3 5.4 5.8 6.0 6.0 6.0 5.3 5.6
 16      16 16 16
 52      52 52 52
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005
 <0.0005      <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 <0.3
6.6 6.6 6.7 6.8 6.9 6.8 6.8 6.9 6.6 6.7

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.44 0.32 0.35 0.35 0.34 0.50 0.44 0.50 0.31 0.37

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
用瀬町屋住（屋住水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.7 R3.5.6 R3.6.8 R3.7.7 R3.8.2
－ － 晴 晴 晴 雨 晴
℃ － 11.0 13.0 20.0 14.0 28.0
℃ － 14.0 10.0 21.5 23.0 18.5

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 5.9 5.6 5.2 5.2 5.5
mg/L 300以下      
mg/L 500以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.48 0.41 0.19 0.32 0.62
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.8 R3.10.6 R3.11.1 R3.12.2 R4.1.5 R4.2.1 R4.3.1 最高 最低 平均
雨 曇 晴 曇 雪 曇 曇 － － －

12.5 11.0 20.0 8.0 3.0 3.5 5.0 28.0 3.0 12.4
24.5 24.0 17.5 11.5 5.0 4.5 5.0 24.5 4.5 14.9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

 <0.0003      <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005      <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 0.002      0.002 0.002 0.002
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.2      0.2 0.2 0.2
 0.14      0.14 0.14 0.14
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002      <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002      <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.03      <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 6.0      6.0 6.0 6.0
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

5.4 5.1 5.3 5.2 5.8 6.5 7.2 7.2 5.1 5.7
 17      17 17 17
 49      49 49 49
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005
 <0.0005      <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.50 0.54 0.40 0.47 0.61 0.44 0.46 0.62 0.19 0.45

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
用瀬町屋住（屋住水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.7 R3.5.6 R3.6.8 R3.7.7 R3.8.2
－ － 晴 晴 晴 雨 晴
℃ － 11.0 13.0 20.0 14.0 28.0
℃ － 14.0 10.0 21.5 23.0 18.5

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 5.9 5.6 5.2 5.2 5.5
mg/L 300以下      
mg/L 500以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.48 0.41 0.19 0.32 0.62
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.8 R3.10.6 R3.11.1 R3.12.2 R4.1.5 R4.2.1 R4.3.1 最高 最低 平均
雨 曇 晴 曇 雪 曇 曇 － － －

12.5 11.0 20.0 8.0 3.0 3.5 5.0 28.0 3.0 12.4
24.5 24.0 17.5 11.5 5.0 4.5 5.0 24.5 4.5 14.9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

 <0.0003      <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005      <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 0.002      0.002 0.002 0.002
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.2      0.2 0.2 0.2
 0.14      0.14 0.14 0.14
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002      <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002      <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.03      <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 6.0      6.0 6.0 6.0
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

5.4 5.1 5.3 5.2 5.8 6.5 7.2 7.2 5.1 5.7
 17      17 17 17
 49      49 49 49
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005
 <0.0005      <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.50 0.54 0.40 0.47 0.61 0.44 0.46 0.62 0.19 0.45

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－183－－182－



給水栓水
用瀬町江波（江波水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.7 R3.5.6 R3.6.8 R3.7.7 R3.8.2
－ － 晴 晴 晴 雨 晴
℃ － 10.0 11.0 19.0 14.0 19.0
℃ － 14.0 15.0 22.0 22.0 27.5

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下     <0.0003
mg/L 0.0005以下     <0.00005
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下  0.004   0.005
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下     <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下     0.2
mg/L 0.8以下     <0.08
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.002以下     <0.0002
mg/L 0.05以下     <0.005

mg/L 0.04以下     <0.004

mg/L 0.02以下     <0.002
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   0.02
mg/L 0.03以下  <0.003   0.007
mg/L 0.03以下  0.003   0.008
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.3以下     <0.03
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 200以下     5.1
mg/L 0.05以下     <0.005
mg/L 200以下 5.6 5.5 5.6 5.7 5.8
mg/L 300以下     11
mg/L 500以下     37
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.02以下     <0.005
mg/L 0.005以下     <0.0005
mg/L 3以下 0.6 0.6 0.5 0.8 0.6

5.8-8.6 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.20 0.41 0.46 0.31 0.28
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.8 R3.10.6 R3.11.1 R3.12.2 R4.1.5 R4.2.1 R4.3.1 最高 最低 平均
雨 曇 晴 曇 雪 曇 曇 － － －

12.0 9.0 19.0 9.0 2.0 3.5 4.0 19.0 2.0 11.0
23.0 21.5 14.5 5.5 4.0 3.5 3.5 27.5 3.5 14.7

2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  0.004   0.004  0.005 0.004 0.004
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
       0.2 0.2 0.2
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  0.01 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  0.011   <0.01  0.02 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  0.007 <0.003 <0.003
  0.005   <0.003  0.008 <0.003 0.004
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       5.1 5.1 5.1
       <0.005 <0.005 <0.005

5.8 5.7 5.7 5.4 5.6 5.6 5.7 5.8 5.4 5.6
       11 11 11
       37 37 37
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.7 0.5 0.4 0.8 0.4 0.4 0.3 0.8 0.3 0.6
7.0 7.2 7.3 7.2 7.2 7.2 7.1 7.3 7.0 7.1

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

2 <1 <1 1 <1 <1 <1 2 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.20 0.47 0.38 0.35 0.24 0.30 0.30 0.47 0.20 0.33

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－185－－184－



給水栓水
用瀬町江波（江波水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.7 R3.5.6 R3.6.8 R3.7.7 R3.8.2
－ － 晴 晴 晴 雨 晴
℃ － 10.0 11.0 19.0 14.0 19.0
℃ － 14.0 15.0 22.0 22.0 27.5

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下     <0.0003
mg/L 0.0005以下     <0.00005
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下  0.004   0.005
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下     <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下     0.2
mg/L 0.8以下     <0.08
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.002以下     <0.0002
mg/L 0.05以下     <0.005

mg/L 0.04以下     <0.004

mg/L 0.02以下     <0.002
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.01以下     <0.001
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   0.02
mg/L 0.03以下  <0.003   0.007
mg/L 0.03以下  0.003   0.008
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.3以下     <0.03
mg/L 1.0以下     <0.1
mg/L 200以下     5.1
mg/L 0.05以下     <0.005
mg/L 200以下 5.6 5.5 5.6 5.7 5.8
mg/L 300以下     11
mg/L 500以下     37
mg/L 0.2以下     <0.02
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.02以下     <0.005
mg/L 0.005以下     <0.0005
mg/L 3以下 0.6 0.6 0.5 0.8 0.6

5.8-8.6 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.20 0.41 0.46 0.31 0.28
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.8 R3.10.6 R3.11.1 R3.12.2 R4.1.5 R4.2.1 R4.3.1 最高 最低 平均
雨 曇 晴 曇 雪 曇 曇 － － －

12.0 9.0 19.0 9.0 2.0 3.5 4.0 19.0 2.0 11.0
23.0 21.5 14.5 5.5 4.0 3.5 3.5 27.5 3.5 14.7

2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  0.004   0.004  0.005 0.004 0.004
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
       0.2 0.2 0.2
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  0.01 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  0.011   <0.01  0.02 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  0.007 <0.003 <0.003
  0.005   <0.003  0.008 <0.003 0.004
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       5.1 5.1 5.1
       <0.005 <0.005 <0.005

5.8 5.7 5.7 5.4 5.6 5.6 5.7 5.8 5.4 5.6
       11 11 11
       37 37 37
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.7 0.5 0.4 0.8 0.4 0.4 0.3 0.8 0.3 0.6
7.0 7.2 7.3 7.2 7.2 7.2 7.1 7.3 7.0 7.1

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

2 <1 <1 1 <1 <1 <1 2 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.20 0.47 0.38 0.35 0.24 0.30 0.30 0.47 0.20 0.33

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－185－－184－



（キ）佐治地域
原水

中島水源 中佐治水源 津野水源
単位 水道水の水質基準 R3.6.22 R3.10.18 R3.10.18
－ － 曇 晴 晴
℃ － 18 14 14
℃ － 19 14 11

個/mL 100以下 49 18 22
検出されないこと 検出 検出 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005 <0.00005 <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 10以下 0.6 0.2 0.3
mg/L 0.8以下 0.1 <0.08 <0.08
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.6以下    
mg/L 0.02以下    
mg/L 0.06以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.01以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.09以下    
mg/L 0.08以下    
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 0.03
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 200以下 9.8 5.2 5.3
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 200以下 6.4 4.8 5.5
mg/L 300以下 33 22 23
mg/L 500以下 87 66 70
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 0.005以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005
mg/L 3以下 0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.4 7.6 7.5
異常でないこと    
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5

色度
濁度

非イオン界面活性剤
フェノール類

有機物(全有機炭素(TOC)の量)
ｐＨ値
味
臭気

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

臭素酸
総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

大腸菌
カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物

　年１回検査を実施している浄水場、水源地

項目
天候
気温
水温

一般細菌

大水水源 畑水源 つく谷水源 余戸水源 河本水源 万蔵水源
R3.9.27 R3.5.25 R3.9.27 R3.4.20 R3.5.25 R3.6.22

晴 晴 晴 晴 晴 曇
24 18 24 13 20 21
14 13 19 11 14 16
8 1 0 14 1 2

検出せず 検出 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.3 0.2 0.2 0.4 0.4 0.6
<0.08 0.14 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

<0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

5.3 5.0 4.8 3.9 4.8 5.2
<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

5.6 5.9 4.5 3.3 4.7 5.5
22 14 18 15 13 18
46 51 56 64 46 52

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
6.9 7.3 7.7 7.1 7.1 6.4

      
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

－187－－186－



（キ）佐治地域
原水

中島水源 中佐治水源 津野水源
単位 水道水の水質基準 R3.6.22 R3.10.18 R3.10.18
－ － 曇 晴 晴
℃ － 18 14 14
℃ － 19 14 11

個/mL 100以下 49 18 22
検出されないこと 検出 検出 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005 <0.00005 <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 10以下 0.6 0.2 0.3
mg/L 0.8以下 0.1 <0.08 <0.08
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.6以下    
mg/L 0.02以下    
mg/L 0.06以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.01以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.09以下    
mg/L 0.08以下    
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 0.03
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 200以下 9.8 5.2 5.3
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 200以下 6.4 4.8 5.5
mg/L 300以下 33 22 23
mg/L 500以下 87 66 70
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 0.005以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005
mg/L 3以下 0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.4 7.6 7.5
異常でないこと    
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5

色度
濁度

非イオン界面活性剤
フェノール類

有機物(全有機炭素(TOC)の量)
ｐＨ値
味
臭気

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

臭素酸
総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

大腸菌
カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物

　年１回検査を実施している浄水場、水源地

項目
天候
気温
水温

一般細菌

大水水源 畑水源 つく谷水源 余戸水源 河本水源 万蔵水源
R3.9.27 R3.5.25 R3.9.27 R3.4.20 R3.5.25 R3.6.22

晴 晴 晴 晴 晴 曇
24 18 24 13 20 21
14 13 19 11 14 16
8 1 0 14 1 2

検出せず 検出 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.3 0.2 0.2 0.4 0.4 0.6
<0.08 0.14 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

<0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

5.3 5.0 4.8 3.9 4.8 5.2
<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

5.6 5.9 4.5 3.3 4.7 5.5
22 14 18 15 13 18
46 51 56 64 46 52

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
6.9 7.3 7.7 7.1 7.1 6.4

      
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

－187－－186－



　原水
華立水源

単位 水道水の水質基準 R3.6.22 R3.9.28 R3.12.15 R4.3.8 平均
－ － 曇 曇 晴 晴 －
℃ － 19 20 4 0 11
℃ － 19 17 15 14 16

個/mL 100以下 0    0
検出されないこと 検出せず    検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003    <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005    <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004    <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 10以下 0.4    0.4
mg/L 0.8以下 0.1    0.1
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002    <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005    <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004    <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.6以下    
mg/L 0.02以下    
mg/L 0.06以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.01以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.09以下    
mg/L 0.08以下    
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 0.2以下 0.04 0.05 0.05 0.08 0.06
mg/L 0.3以下 <0.03    <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 200以下 28    28
mg/L 0.05以下 <0.005    <0.005
mg/L 200以下 7.4    7.4
mg/L 300以下 19    19
mg/L 500以下 120    120
mg/L 0.2以下 <0.02    <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001    <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001    <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.005    <0.005
mg/L 0.005以下 <0.0005    <0.0005
mg/L 3以下 <0.3    <0.3

5.8-8.6 8.7 8.6 8.7 8.3 8.6
異常でないこと    
異常でないこと 異常なし    異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

　原水
西加茂水源

単位 水道水の水質基準 R3.5.25 R3.8.25 R3.11.25 R4.2.16 平均
－ － 晴 晴 晴 晴 －
℃ － 18 28 11 0 14
℃ － 17 22 15 6 15

個/mL 100以下 3    3
検出されないこと 検出せず    検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003    <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005    <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 0.002    0.002
mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004    <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 10以下 0.4 0.9 1.2 0.9 0.8
mg/L 0.8以下 <0.08    <0.08
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002    <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005    <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004    <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.6以下     
mg/L 0.02以下     
mg/L 0.06以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.01以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.09以下     
mg/L 0.08以下     
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 0.2以下 <0.02    <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03    <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 200以下 4.3    4.3
mg/L 0.05以下 <0.005    <0.005
mg/L 200以下 4.8    4.8
mg/L 300以下 16    16
mg/L 500以下 47    47
mg/L 0.2以下 <0.02    <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001    <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001    <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.005    <0.005
mg/L 0.005以下 <0.0005    <0.0005
mg/L 3以下 <0.3    <0.3

5.8-8.6 6.5 6.6 6.7 6.7 6.6
異常でないこと     
異常でないこと 異常なし    異常なし

度 5度以下 <1 <1 1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 <0.5濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

－189－－188－



　原水
華立水源

単位 水道水の水質基準 R3.6.22 R3.9.28 R3.12.15 R4.3.8 平均
－ － 曇 曇 晴 晴 －
℃ － 19 20 4 0 11
℃ － 19 17 15 14 16

個/mL 100以下 0    0
検出されないこと 検出せず    検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003    <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005    <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004    <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 10以下 0.4    0.4
mg/L 0.8以下 0.1    0.1
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002    <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005    <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004    <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.6以下    
mg/L 0.02以下    
mg/L 0.06以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.01以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.09以下    
mg/L 0.08以下    
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 0.2以下 0.04 0.05 0.05 0.08 0.06
mg/L 0.3以下 <0.03    <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 200以下 28    28
mg/L 0.05以下 <0.005    <0.005
mg/L 200以下 7.4    7.4
mg/L 300以下 19    19
mg/L 500以下 120    120
mg/L 0.2以下 <0.02    <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001    <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001    <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.005    <0.005
mg/L 0.005以下 <0.0005    <0.0005
mg/L 3以下 <0.3    <0.3

5.8-8.6 8.7 8.6 8.7 8.3 8.6
異常でないこと    
異常でないこと 異常なし    異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

　原水
西加茂水源

単位 水道水の水質基準 R3.5.25 R3.8.25 R3.11.25 R4.2.16 平均
－ － 晴 晴 晴 晴 －
℃ － 18 28 11 0 14
℃ － 17 22 15 6 15

個/mL 100以下 3    3
検出されないこと 検出せず    検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003    <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005    <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 0.002    0.002
mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004    <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 10以下 0.4 0.9 1.2 0.9 0.8
mg/L 0.8以下 <0.08    <0.08
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002    <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005    <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004    <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.6以下     
mg/L 0.02以下     
mg/L 0.06以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.01以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.09以下     
mg/L 0.08以下     
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 0.2以下 <0.02    <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03    <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 200以下 4.3    4.3
mg/L 0.05以下 <0.005    <0.005
mg/L 200以下 4.8    4.8
mg/L 300以下 16    16
mg/L 500以下 47    47
mg/L 0.2以下 <0.02    <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001    <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001    <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.005    <0.005
mg/L 0.005以下 <0.0005    <0.0005
mg/L 3以下 <0.3    <0.3

5.8-8.6 6.5 6.6 6.7 6.7 6.6
異常でないこと     
異常でないこと 異常なし    異常なし

度 5度以下 <1 <1 1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 <0.5濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

－189－－188－



　原水
津無水源

単位 水道水の水質基準 R3.4.13 R3.7.14 R3.10.18 R4.1.19 平均
－ － 曇 晴 晴 雪 －
℃ － 14 25 14 0 13
℃ － 12 17 16 6 13

個/mL 100以下 2 37 6 0 11
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 10以下 1.1 0.9 0.8 0.9 0.9
mg/L 0.8以下 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.6以下     
mg/L 0.02以下     
mg/L 0.06以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.01以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.09以下     
mg/L 0.08以下     
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 200以下 12 11 11 12 12
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 200以下 7.4 7.5 7.6 7.5 7.5
mg/L 300以下 42 44 46 41 43
mg/L 500以下 100 90 100 99 97
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.00001以下  <0.000001   <0.000001
mg/L 0.00001以下  <0.000001   <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 0.005以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
異常でないこと     
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

　原水
尾際水源

単位 水道水の水質基準 R3.4.20 R3.7.29 R3.10.27 R4.1.25 平均
－ － 晴 晴 晴 晴 －
℃ － 15 23 13 3 14
℃ － 12 15 14 11 13

個/mL 100以下 0    0
検出されないこと 検出せず    検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003    <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005    <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 0.002    0.002
mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004    <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 10以下 0.2    0.2
mg/L 0.8以下 0.34 0.32 0.17 0.18 0.25
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002    <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005    <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004    <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.6以下     
mg/L 0.02以下     
mg/L 0.06以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.01以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.09以下     
mg/L 0.08以下     
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 0.2以下 <0.02    <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03    <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 200以下 15    15
mg/L 0.05以下 0.017 0.017 <0.005 <0.005 0.009
mg/L 200以下 6.3    6.3
mg/L 300以下 56    56
mg/L 500以下 130    130
mg/L 0.2以下 <0.02    <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001    <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001    <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.005    <0.005
mg/L 0.005以下 <0.0005    <0.0005
mg/L 3以下 <0.3    <0.3

5.8-8.6 7.6 7.4 7.2 7.4 7.4
異常でないこと     
異常でないこと 異常なし    異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

－191－－190－



　原水
津無水源

単位 水道水の水質基準 R3.4.13 R3.7.14 R3.10.18 R4.1.19 平均
－ － 曇 晴 晴 雪 －
℃ － 14 25 14 0 13
℃ － 12 17 16 6 13

個/mL 100以下 2 37 6 0 11
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 10以下 1.1 0.9 0.8 0.9 0.9
mg/L 0.8以下 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.6以下     
mg/L 0.02以下     
mg/L 0.06以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.01以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.09以下     
mg/L 0.08以下     
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 200以下 12 11 11 12 12
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 200以下 7.4 7.5 7.6 7.5 7.5
mg/L 300以下 42 44 46 41 43
mg/L 500以下 100 90 100 99 97
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.00001以下  <0.000001   <0.000001
mg/L 0.00001以下  <0.000001   <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 0.005以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
異常でないこと     
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

　原水
尾際水源

単位 水道水の水質基準 R3.4.20 R3.7.29 R3.10.27 R4.1.25 平均
－ － 晴 晴 晴 晴 －
℃ － 15 23 13 3 14
℃ － 12 15 14 11 13

個/mL 100以下 0    0
検出されないこと 検出せず    検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003    <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005    <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 0.002    0.002
mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004    <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 10以下 0.2    0.2
mg/L 0.8以下 0.34 0.32 0.17 0.18 0.25
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002    <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005    <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004    <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.6以下     
mg/L 0.02以下     
mg/L 0.06以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.01以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.09以下     
mg/L 0.08以下     
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 0.2以下 <0.02    <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03    <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 200以下 15    15
mg/L 0.05以下 0.017 0.017 <0.005 <0.005 0.009
mg/L 200以下 6.3    6.3
mg/L 300以下 56    56
mg/L 500以下 130    130
mg/L 0.2以下 <0.02    <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001    <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001    <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.005    <0.005
mg/L 0.005以下 <0.0005    <0.0005
mg/L 3以下 <0.3    <0.3

5.8-8.6 7.6 7.4 7.2 7.4 7.4
異常でないこと     
異常でないこと 異常なし    異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

－191－－190－



給水栓水
佐治町古市（華立水源・中島水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.13 R3.5.13 R3.6.1 R3.7.13 R3.8.5
－ － 曇 曇 晴 晴 晴
℃ － 15 19 18 25 30
℃ － 13 17 17 23 25

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下   <0.00005   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   0.5   
mg/L 0.8以下   0.08   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   24   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 8.2 7.7 7.7 8.4 7.5
mg/L 300以下   20   
mg/L 500以下   110   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.02以下   <0.005   
mg/L 0.005以下   <0.0005   
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 0.3 0.3 <0.3

5.8-8.6 7.5 7.6 7.5 7.3 7.4
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.50 0.29 0.25 0.34 0.45
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.8 R3.10.12 R3.11.9 R3.12.7 R4.1.12 R4.2.8 R4.3.2 最高 最低 平均
曇 曇 晴 曇 雪 晴 晴 － － －
25 21 12 5 0 -1 6 30 -1 15
24 23 16 11 3 3 8 25 3 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
       0.5 0.5 0.5
       0.08 0.08 0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

       <0.1 <0.1 <0.1
<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       24 24 24
       <0.005 <0.005 <0.005

7.2 7.3 7.4 7.5 9.1 9.0 11 11 7.2 8.2
       20 20 20

110   110   110 110 110 110
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 <0.3 <0.3
7.0 7.4 7.8 7.8 7.8 7.7 7.4 7.8 7.0 7.5

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.45 0.37 0.44 0.33 0.24 0.26 0.26 0.50 0.24 0.35

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
佐治町古市（華立水源・中島水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.13 R3.5.13 R3.6.1 R3.7.13 R3.8.5
－ － 曇 曇 晴 晴 晴
℃ － 15 19 18 25 30
℃ － 13 17 17 23 25

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下   <0.00005   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   0.5   
mg/L 0.8以下   0.08   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   24   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 8.2 7.7 7.7 8.4 7.5
mg/L 300以下   20   
mg/L 500以下   110   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.02以下   <0.005   
mg/L 0.005以下   <0.0005   
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 0.3 0.3 <0.3

5.8-8.6 7.5 7.6 7.5 7.3 7.4
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.50 0.29 0.25 0.34 0.45
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.8 R3.10.12 R3.11.9 R3.12.7 R4.1.12 R4.2.8 R4.3.2 最高 最低 平均
曇 曇 晴 曇 雪 晴 晴 － － －
25 21 12 5 0 -1 6 30 -1 15
24 23 16 11 3 3 8 25 3 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
       0.5 0.5 0.5
       0.08 0.08 0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

       <0.1 <0.1 <0.1
<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       24 24 24
       <0.005 <0.005 <0.005

7.2 7.3 7.4 7.5 9.1 9.0 11 11 7.2 8.2
       20 20 20

110   110   110 110 110 110
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 <0.3 <0.3
7.0 7.4 7.8 7.8 7.8 7.7 7.4 7.8 7.0 7.5

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.45 0.37 0.44 0.33 0.24 0.26 0.26 0.50 0.24 0.35

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－193－－192－



給水栓水
佐治町加瀬木（中佐治水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.13 R3.5.13 R3.6.1 R3.7.13 R3.8.5
－ － 曇 曇 晴 晴 晴
℃ － 15 19 18 25 30
℃ － 13 17 20 22 27

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 5.0 4.9 5.0 6.0 5.0
mg/L 300以下      
mg/L 500以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.7 7.7 7.7 7.6 7.6
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.43 0.50 0.39 0.59 0.55
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.8 R3.10.12 R3.11.9 R3.12.7 R4.1.12 R4.2.8 R4.3.2 最高 最低 平均
曇 曇 晴 曇 雪 晴 晴 － － －
25 21 11 5 0 3 7 30 0 15
23 21 14 7 3 1 4 27 1 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
 <0.0003      <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005      <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.2      0.2 0.2 0.2
 <0.08      <0.08 <0.08 <0.08
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002      <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002      <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.03      <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 5.5      5.5 5.5 5.5
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

4.9 4.8 5.0 5.1 5.1 5.1 5.0 6.0 4.8 5.1
 22      22 22 22
 69      69 69 69
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005
 <0.0005      <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.6 7.6 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.6 7.7

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.52 0.56 0.46 0.31 0.46 0.45 0.48 0.59 0.31 0.47

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－195－－194－



給水栓水
佐治町加瀬木（中佐治水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.13 R3.5.13 R3.6.1 R3.7.13 R3.8.5
－ － 曇 曇 晴 晴 晴
℃ － 15 19 18 25 30
℃ － 13 17 20 22 27

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 5.0 4.9 5.0 6.0 5.0
mg/L 300以下      
mg/L 500以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.7 7.7 7.7 7.6 7.6
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.43 0.50 0.39 0.59 0.55
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.8 R3.10.12 R3.11.9 R3.12.7 R4.1.12 R4.2.8 R4.3.2 最高 最低 平均
曇 曇 晴 曇 雪 晴 晴 － － －
25 21 11 5 0 3 7 30 0 15
23 21 14 7 3 1 4 27 1 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
 <0.0003      <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005      <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.2      0.2 0.2 0.2
 <0.08      <0.08 <0.08 <0.08
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002      <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002      <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.03      <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 5.5      5.5 5.5 5.5
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

4.9 4.8 5.0 5.1 5.1 5.1 5.0 6.0 4.8 5.1
 22      22 22 22
 69      69 69 69
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005
 <0.0005      <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.6 7.6 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.6 7.7

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.52 0.56 0.46 0.31 0.46 0.45 0.48 0.59 0.31 0.47

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－195－－194－



給水栓水
佐治町加茂（西加茂水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.14 R3.5.18 R3.6.14 R3.7.20 R3.8.19
－ － 曇 曇 晴 晴 雨
℃ － 15 15 21 27 21
℃ － 14 18 22 27 24

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003    
mg/L 0.0005以下  <0.00005    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004    
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5
mg/L 0.8以下  <0.08    
mg/L 1.0以下  <0.1    
mg/L 0.002以下  <0.0002    
mg/L 0.05以下  <0.005    

mg/L 0.04以下  <0.004    

mg/L 0.02以下  <0.002    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下  <0.1    
mg/L 0.2以下  <0.02    
mg/L 0.3以下  <0.03    
mg/L 1.0以下  <0.1    
mg/L 200以下  5.3    
mg/L 0.05以下  <0.005    
mg/L 200以下 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7
mg/L 300以下  22    
mg/L 500以下  51    
mg/L 0.2以下  <0.02    
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.02以下  <0.005    
mg/L 0.005以下  <0.0005    
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.9 6.9 6.9 6.8 6.9
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.48 0.20 0.29 0.34 0.24
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.15 R3.10.14 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.13 R4.2.16 R4.3.9 最高 最低 平均
晴 晴 晴 晴 雪 晴 晴 － － －
22 26 8 10 0 0 2 27 0 14
22 21 13 10 5 3 4 27 3 15
2 2 0 0 0 0 0 2 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001

0.9 0.7 1.3 2.9 0.8 0.7 1.3 2.9 0.3 0.9
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       5.3 5.3 5.3
       <0.005 <0.005 <0.005

5.1 5.7 5.6 4.7 5.8 6.3 7.2 7.2 4.7 5.7
       22 22 22
       51 51 51
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
6.8 6.9 6.9 6.6 6.7 6.8 6.7 6.9 6.6 6.8

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.32 0.29 0.29 0.33 0.41 0.40 0.51 0.51 0.20 0.34

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－197－－196－



給水栓水
佐治町加茂（西加茂水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.14 R3.5.18 R3.6.14 R3.7.20 R3.8.19
－ － 曇 曇 晴 晴 雨
℃ － 15 15 21 27 21
℃ － 14 18 22 27 24

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003    
mg/L 0.0005以下  <0.00005    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004    
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5
mg/L 0.8以下  <0.08    
mg/L 1.0以下  <0.1    
mg/L 0.002以下  <0.0002    
mg/L 0.05以下  <0.005    

mg/L 0.04以下  <0.004    

mg/L 0.02以下  <0.002    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下  <0.1    
mg/L 0.2以下  <0.02    
mg/L 0.3以下  <0.03    
mg/L 1.0以下  <0.1    
mg/L 200以下  5.3    
mg/L 0.05以下  <0.005    
mg/L 200以下 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7
mg/L 300以下  22    
mg/L 500以下  51    
mg/L 0.2以下  <0.02    
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.02以下  <0.005    
mg/L 0.005以下  <0.0005    
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.9 6.9 6.9 6.8 6.9
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.48 0.20 0.29 0.34 0.24
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.15 R3.10.14 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.13 R4.2.16 R4.3.9 最高 最低 平均
晴 晴 晴 晴 雪 晴 晴 － － －
22 26 8 10 0 0 2 27 0 14
22 21 13 10 5 3 4 27 3 15
2 2 0 0 0 0 0 2 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001

0.9 0.7 1.3 2.9 0.8 0.7 1.3 2.9 0.3 0.9
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       5.3 5.3 5.3
       <0.005 <0.005 <0.005

5.1 5.7 5.6 4.7 5.8 6.3 7.2 7.2 4.7 5.7
       22 22 22
       51 51 51
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
6.8 6.9 6.9 6.6 6.7 6.8 6.7 6.9 6.6 6.8

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.32 0.29 0.29 0.33 0.41 0.40 0.51 0.51 0.20 0.34

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
佐治町津無（津無水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.13 R3.5.13 R3.6.1 R3.7.13 R3.8.5
－ － 曇 曇 晴 晴 晴
℃ － 14 19 19 25 31
℃ － 13 17 19 22 27

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003   <0.0003  
mg/L 0.0005以下 <0.00005   <0.00005  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 1   1  
mg/L 0.8以下 <0.08   <0.08  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.002以下 <0.0002   <0.0002  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  

mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  

mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02   <0.02  
mg/L 0.3以下 <0.03   <0.03  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 200以下 12   12  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  
mg/L 200以下 7.4 7.5 7.6 7.6 7.6
mg/L 300以下 42   42  
mg/L 500以下 99   91  
mg/L 0.2以下 <0.02   <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下 <0.005   <0.005  
mg/L 0.005以下 <0.0005   <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 8.3 8.2 8.2 8.2 8.2
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.42 0.22 0.39 0.39 0.42
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.8 R3.10.12 R3.11.9 R3.12.7 R4.1.12 R4.2.8 R4.3.2 最高 最低 平均
曇 曇 晴 曇 雪 晴 晴 － － －
25 21 11 5 0 -1 4 31 -1 14
23 22 16 10 7 6 7 27 6 16
6 0 0 0 0 0 0 6 0 1

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
 <0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005   <0.00005   <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.9   0.9   1 0.9 1
 <0.08   <0.08   <0.08 <0.08 <0.08
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02
 <0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 12   12   12 12 12
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

7.6 7.5 7.7 7.7 7.6 7.6 7.7 7.7 7.4 7.6
 42   42   42 42 42
 100   100   100 91 98
 <0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005
 <0.0005   <0.0005   <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.3 8.3 8.2 8.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.29 0.50 0.37 0.25 0.36 0.26 0.35 0.50 0.22 0.35

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－199－－198－



給水栓水
佐治町津無（津無水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.13 R3.5.13 R3.6.1 R3.7.13 R3.8.5
－ － 曇 曇 晴 晴 晴
℃ － 14 19 19 25 31
℃ － 13 17 19 22 27

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003   <0.0003  
mg/L 0.0005以下 <0.00005   <0.00005  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 1   1  
mg/L 0.8以下 <0.08   <0.08  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.002以下 <0.0002   <0.0002  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  

mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  

mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02   <0.02  
mg/L 0.3以下 <0.03   <0.03  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 200以下 12   12  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  
mg/L 200以下 7.4 7.5 7.6 7.6 7.6
mg/L 300以下 42   42  
mg/L 500以下 99   91  
mg/L 0.2以下 <0.02   <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下 <0.005   <0.005  
mg/L 0.005以下 <0.0005   <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 8.3 8.2 8.2 8.2 8.2
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.42 0.22 0.39 0.39 0.42
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.8 R3.10.12 R3.11.9 R3.12.7 R4.1.12 R4.2.8 R4.3.2 最高 最低 平均
曇 曇 晴 曇 雪 晴 晴 － － －
25 21 11 5 0 -1 4 31 -1 14
23 22 16 10 7 6 7 27 6 16
6 0 0 0 0 0 0 6 0 1

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
 <0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005   <0.00005   <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.9   0.9   1 0.9 1
 <0.08   <0.08   <0.08 <0.08 <0.08
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02
 <0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 12   12   12 12 12
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

7.6 7.5 7.7 7.7 7.6 7.6 7.7 7.7 7.4 7.6
 42   42   42 42 42
 100   100   100 91 98
 <0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005
 <0.0005   <0.0005   <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.3 8.3 8.2 8.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.29 0.50 0.37 0.25 0.36 0.26 0.35 0.50 0.22 0.35

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－199－－198－



給水栓水
佐治町津野（津野水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.13 R3.5.13 R3.6.1 R3.7.13 R3.8.5
－ － 曇 曇 晴 晴 晴
℃ － 14 19 19 25 31
℃ － 13 16 18 21 28

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 5.6 5.6 5.6 5.8 5.7
mg/L 300以下      
mg/L 500以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.49 0.55 0.22 0.59 0.43
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.8 R3.10.12 R3.11.9 R3.12.7 R4.1.12 R4.2.8 R4.3.2 最高 最低 平均
曇 曇 晴 曇 雪 晴 晴 － － －
25 21 11 5 0 3 7 31 0 15
14 21 14 9 3 3 8 28 3 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
 <0.0003      <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005      <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.3      0.3 0.3 0.3
 <0.08      <0.08 <0.08 <0.08
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002      <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002      <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.03      <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 5.6      5.6 5.6 5.6
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

5.7 5.5 5.6 5.6 5.6 5.7 5.6 5.8 5.5 5.6
 23      23 23 23
 67      67 67 67
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005
 <0.0005      <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.6 7.6 7.6 7.6 7.5 7.6 7.6 7.6 7.5 7.6

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.45 0.51 0.28 0.35 0.34 0.27 0.26 0.59 0.22 0.40

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－201－－200－



給水栓水
佐治町津野（津野水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.13 R3.5.13 R3.6.1 R3.7.13 R3.8.5
－ － 曇 曇 晴 晴 晴
℃ － 14 19 19 25 31
℃ － 13 16 18 21 28

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 5.6 5.6 5.6 5.8 5.7
mg/L 300以下      
mg/L 500以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.49 0.55 0.22 0.59 0.43
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.8 R3.10.12 R3.11.9 R3.12.7 R4.1.12 R4.2.8 R4.3.2 最高 最低 平均
曇 曇 晴 曇 雪 晴 晴 － － －
25 21 11 5 0 3 7 31 0 15
14 21 14 9 3 3 8 28 3 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
 <0.0003      <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005      <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.3      0.3 0.3 0.3
 <0.08      <0.08 <0.08 <0.08
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002      <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002      <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.03      <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 5.6      5.6 5.6 5.6
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

5.7 5.5 5.6 5.6 5.6 5.7 5.6 5.8 5.5 5.6
 23      23 23 23
 67      67 67 67
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.000001      <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005
 <0.0005      <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.6 7.6 7.6 7.6 7.5 7.6 7.6 7.6 7.5 7.6

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.45 0.51 0.28 0.35 0.34 0.27 0.26 0.59 0.22 0.40

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－201－－200－



給水栓水
佐治町加茂（大水水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.14 R3.5.18 R3.6.14 R3.7.20 R3.8.19
－ － 曇 曇 晴 晴 雨
℃ － 15 15 21 27 21
℃ － 14 16 20 26 23

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7
mg/L 300以下      
mg/L 500以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.9 6.9 7.0 6.9 6.9
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.47 0.32 0.28 0.28 0.21
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.15 R3.10.14 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.13 R4.2.16 R4.3.9 最高 最低 平均
晴 晴 晴 晴 雪 晴 晴 － － －
22 18 8 10 0 0 1 27 0 13
22 20 12 10 4 4 5 26 4 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003       <0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004       <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.3       0.3 0.3 0.3
<0.08       <0.08 <0.08 <0.08
<0.1       <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002       <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005       <0.005 <0.005 <0.005

<0.004       <0.004 <0.004 <0.004

<0.002       <0.002 <0.002 <0.002
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1       <0.1 <0.1 <0.1
<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.03       <0.03 <0.03 <0.03
<0.1       <0.1 <0.1 <0.1

5.3       5.3 5.3 5.3
<0.005       <0.005 <0.005 <0.005

5.7 5.6 5.8 5.6 5.7 5.8 5.6 5.8 5.6 5.7
22       22 22 22
54       54 54 54

<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.005       <0.005 <0.005 <0.005
<0.0005       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
6.9 6.9 6.9 6.8 6.8 6.9 6.9 7.0 6.8 6.9

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.45 0.45 0.30 0.28 0.33 0.24 0.32 0.47 0.21 0.33

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－203－－202－



給水栓水
佐治町加茂（大水水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.14 R3.5.18 R3.6.14 R3.7.20 R3.8.19
－ － 曇 曇 晴 晴 雨
℃ － 15 15 21 27 21
℃ － 14 16 20 26 23

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7
mg/L 300以下      
mg/L 500以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.9 6.9 7.0 6.9 6.9
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.47 0.32 0.28 0.28 0.21
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.15 R3.10.14 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.13 R4.2.16 R4.3.9 最高 最低 平均
晴 晴 晴 晴 雪 晴 晴 － － －
22 18 8 10 0 0 1 27 0 13
22 20 12 10 4 4 5 26 4 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003       <0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004       <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.3       0.3 0.3 0.3
<0.08       <0.08 <0.08 <0.08
<0.1       <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002       <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005       <0.005 <0.005 <0.005

<0.004       <0.004 <0.004 <0.004

<0.002       <0.002 <0.002 <0.002
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1       <0.1 <0.1 <0.1
<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.03       <0.03 <0.03 <0.03
<0.1       <0.1 <0.1 <0.1

5.3       5.3 5.3 5.3
<0.005       <0.005 <0.005 <0.005

5.7 5.6 5.8 5.6 5.7 5.8 5.6 5.8 5.6 5.7
22       22 22 22
54       54 54 54

<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.005       <0.005 <0.005 <0.005
<0.0005       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
6.9 6.9 6.9 6.8 6.8 6.9 6.9 7.0 6.8 6.9

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.45 0.45 0.30 0.28 0.33 0.24 0.32 0.47 0.21 0.33

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－203－－202－



給水栓水
佐治町畑（畑水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.14 R3.5.18 R3.6.14 R3.7.20 R3.8.19
－ － 曇 曇 晴 晴 雨
℃ － 15 16 21 28 21
℃ － 14 18 20 25 23

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003    
mg/L 0.0005以下  <0.00005    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004    
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  0.2    
mg/L 0.8以下  <0.08    
mg/L 1.0以下  <0.1    
mg/L 0.002以下  <0.0002    
mg/L 0.05以下  <0.005    

mg/L 0.04以下  <0.004    

mg/L 0.02以下  <0.002    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下  <0.1    
mg/L 0.2以下  <0.02    
mg/L 0.3以下  <0.03    
mg/L 1.0以下  <0.1    
mg/L 200以下  5.1    
mg/L 0.05以下  <0.005    
mg/L 200以下 5.9 5.5 5.7 6.1 6.1
mg/L 300以下  14    
mg/L 500以下  58    
mg/L 0.2以下  <0.02    
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.02以下  <0.005    
mg/L 0.005以下  <0.0005    
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.4 7.3 7.4 7.2 7.2
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.50 0.28 0.51 0.39 0.30
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.15 R3.10.14 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.13 R4.2.16 R4.3.9 最高 最低 平均
晴 晴 晴 晴 雪 晴 晴 － － －
22 18 8 12 0 0 1 28 0 14
22 21 11 8 3 3 4 25 3 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
       0.2 0.2 0.2
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       5.1 5.1 5.1
       <0.005 <0.005 <0.005

5.6 5.4 5.5 5.5 5.9 5.8 6.2 6.2 5.4 5.8
       14 14 14
       58 58 58
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.2 7.2 7.5 7.5 7.5 7.5 7.4 7.5 7.2 7.4

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.27 0.39 0.26 0.34 0.23 0.22 0.30 0.51 0.22 0.33

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－205－－204－



給水栓水
佐治町畑（畑水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.14 R3.5.18 R3.6.14 R3.7.20 R3.8.19
－ － 曇 曇 晴 晴 雨
℃ － 15 16 21 28 21
℃ － 14 18 20 25 23

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003    
mg/L 0.0005以下  <0.00005    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004    
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  0.2    
mg/L 0.8以下  <0.08    
mg/L 1.0以下  <0.1    
mg/L 0.002以下  <0.0002    
mg/L 0.05以下  <0.005    

mg/L 0.04以下  <0.004    

mg/L 0.02以下  <0.002    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下  <0.1    
mg/L 0.2以下  <0.02    
mg/L 0.3以下  <0.03    
mg/L 1.0以下  <0.1    
mg/L 200以下  5.1    
mg/L 0.05以下  <0.005    
mg/L 200以下 5.9 5.5 5.7 6.1 6.1
mg/L 300以下  14    
mg/L 500以下  58    
mg/L 0.2以下  <0.02    
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.02以下  <0.005    
mg/L 0.005以下  <0.0005    
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.4 7.3 7.4 7.2 7.2
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.50 0.28 0.51 0.39 0.30
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.15 R3.10.14 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.13 R4.2.16 R4.3.9 最高 最低 平均
晴 晴 晴 晴 雪 晴 晴 － － －
22 18 8 12 0 0 1 28 0 14
22 21 11 8 3 3 4 25 3 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
       0.2 0.2 0.2
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       5.1 5.1 5.1
       <0.005 <0.005 <0.005

5.6 5.4 5.5 5.5 5.9 5.8 6.2 6.2 5.4 5.8
       14 14 14
       58 58 58
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.2 7.2 7.5 7.5 7.5 7.5 7.4 7.5 7.2 7.4

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.27 0.39 0.26 0.34 0.23 0.22 0.30 0.51 0.22 0.33

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－205－－204－



給水栓水
佐治町つく谷（つく谷水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.14 R3.5.18 R3.6.14 R3.7.20 R3.8.19
－ － 曇 曇 晴 晴 雨
℃ － 15 16 21 28 21
℃ － 13 16 20 22 22

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 4.7 4.6 4.6 4.7 4.6
mg/L 300以下      
mg/L 500以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.9 7.8 7.8 7.8 7.8
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.77 0.52 0.42 0.41 0.27
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.15 R3.10.14 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.13 R4.2.16 R4.3.9 最高 最低 平均
晴 晴 晴 晴 雪 晴 晴 － － －
22 18 8 12 0 0 1 28 0 14
22 20 10 10 4 5 5 22 4 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003       <0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004       <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.2       0.2 0.2 0.2
<0.08       <0.08 <0.08 <0.08
<0.1       <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002       <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005       <0.005 <0.005 <0.005

<0.004       <0.004 <0.004 <0.004

<0.002       <0.002 <0.002 <0.002
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1       <0.1 <0.1 <0.1
<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.03       <0.03 <0.03 <0.03
<0.1       <0.1 <0.1 <0.1

4.9       4.9 4.9 4.9
<0.005       <0.005 <0.005 <0.005

4.6 4.6 4.6 4.5 4.5 4.6 4.4 4.7 4.4 4.6
18       18 18 18
61       61 61 61

<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.005       <0.005 <0.005 <0.005
<0.0005       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
8.0 8.0 7.9 7.8 7.7 7.7 7.7 8.0 7.7 7.8

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 2 <1 2 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.46 0.47 0.43 0.30 0.19 0.20 0.16 0.77 0.16 0.38

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－207－－206－



給水栓水
佐治町つく谷（つく谷水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.14 R3.5.18 R3.6.14 R3.7.20 R3.8.19
－ － 曇 曇 晴 晴 雨
℃ － 15 16 21 28 21
℃ － 13 16 20 22 22

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 4.7 4.6 4.6 4.7 4.6
mg/L 300以下      
mg/L 500以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.9 7.8 7.8 7.8 7.8
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.77 0.52 0.42 0.41 0.27
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.15 R3.10.14 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.13 R4.2.16 R4.3.9 最高 最低 平均
晴 晴 晴 晴 雪 晴 晴 － － －
22 18 8 12 0 0 1 28 0 14
22 20 10 10 4 5 5 22 4 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003       <0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004       <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.2       0.2 0.2 0.2
<0.08       <0.08 <0.08 <0.08
<0.1       <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002       <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005       <0.005 <0.005 <0.005

<0.004       <0.004 <0.004 <0.004

<0.002       <0.002 <0.002 <0.002
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1       <0.1 <0.1 <0.1
<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.03       <0.03 <0.03 <0.03
<0.1       <0.1 <0.1 <0.1

4.9       4.9 4.9 4.9
<0.005       <0.005 <0.005 <0.005

4.6 4.6 4.6 4.5 4.5 4.6 4.4 4.7 4.4 4.6
18       18 18 18
61       61 61 61

<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.005       <0.005 <0.005 <0.005
<0.0005       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
8.0 8.0 7.9 7.8 7.7 7.7 7.7 8.0 7.7 7.8

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 2 <1 2 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.46 0.47 0.43 0.30 0.19 0.20 0.16 0.77 0.16 0.38

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－207－－206－



給水栓水
佐治町余戸（余戸水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.14 R3.5.18 R3.6.14 R3.7.20 R3.8.19
－ － 曇 曇 晴 晴 雨
℃ － 15 16 22 28 21
℃ － 12 15 18 21 18

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003     
mg/L 0.0005以下 <0.00005     
mg/L 0.01以下 <0.001     
mg/L 0.01以下 <0.001     
mg/L 0.01以下 <0.001     
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004     
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 0.4     
mg/L 0.8以下 <0.08     
mg/L 1.0以下 <0.1     
mg/L 0.002以下 <0.0002     
mg/L 0.05以下 <0.005     

mg/L 0.04以下 <0.004     

mg/L 0.02以下 <0.002     
mg/L 0.01以下 <0.001     
mg/L 0.01以下 <0.001     
mg/L 0.01以下 <0.001     
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下 <0.1     
mg/L 0.2以下 <0.02     
mg/L 0.3以下 <0.03     
mg/L 1.0以下 <0.1     
mg/L 200以下 3.9     
mg/L 0.05以下 <0.005     
mg/L 200以下 3.3 3.3 3.3 3.3 3.1
mg/L 300以下 14     
mg/L 500以下 60     
mg/L 0.2以下 <0.02     
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下 <0.005     
mg/L 0.005以下 <0.0005     
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.2 7.2 7.1 7.0 7.0
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.45 0.35 0.55 0.39 0.36
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.15 R3.10.14 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.13 R4.2.16 R4.3.9 最高 最低 平均
晴 晴 晴 晴 雪 晴 晴 － － －
22 19 8 12 0 0 2 28 0 14
19 19 11 9 3 4 5 21 3 13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
       0.4 0.4 0.4
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       3.9 3.9 3.9
       <0.005 <0.005 <0.005

3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.3 3.4 3.1 3.3
       14 14 14
       60 60 60
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.1 7.0 7.2 7.2 7.3 7.4 7.4 7.4 7.0 7.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.27 0.27 0.28 0.21 0.20 0.27 0.22 0.55 0.20 0.32

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－209－－208－



給水栓水
佐治町余戸（余戸水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.14 R3.5.18 R3.6.14 R3.7.20 R3.8.19
－ － 曇 曇 晴 晴 雨
℃ － 15 16 22 28 21
℃ － 12 15 18 21 18

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003     
mg/L 0.0005以下 <0.00005     
mg/L 0.01以下 <0.001     
mg/L 0.01以下 <0.001     
mg/L 0.01以下 <0.001     
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004     
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 0.4     
mg/L 0.8以下 <0.08     
mg/L 1.0以下 <0.1     
mg/L 0.002以下 <0.0002     
mg/L 0.05以下 <0.005     

mg/L 0.04以下 <0.004     

mg/L 0.02以下 <0.002     
mg/L 0.01以下 <0.001     
mg/L 0.01以下 <0.001     
mg/L 0.01以下 <0.001     
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下 <0.1     
mg/L 0.2以下 <0.02     
mg/L 0.3以下 <0.03     
mg/L 1.0以下 <0.1     
mg/L 200以下 3.9     
mg/L 0.05以下 <0.005     
mg/L 200以下 3.3 3.3 3.3 3.3 3.1
mg/L 300以下 14     
mg/L 500以下 60     
mg/L 0.2以下 <0.02     
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下 <0.005     
mg/L 0.005以下 <0.0005     
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.2 7.2 7.1 7.0 7.0
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.45 0.35 0.55 0.39 0.36
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.15 R3.10.14 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.13 R4.2.16 R4.3.9 最高 最低 平均
晴 晴 晴 晴 雪 晴 晴 － － －
22 19 8 12 0 0 2 28 0 14
19 19 11 9 3 4 5 21 3 13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
       0.4 0.4 0.4
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       3.9 3.9 3.9
       <0.005 <0.005 <0.005

3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.3 3.4 3.1 3.3
       14 14 14
       60 60 60
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.1 7.0 7.2 7.2 7.3 7.4 7.4 7.4 7.0 7.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.27 0.27 0.28 0.21 0.20 0.27 0.22 0.55 0.20 0.32

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－209－－208－



給水栓水
佐治町河本（河本水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.14 R3.5.18 R3.6.14 R3.7.20 R3.8.19
－ － 曇 曇 晴 晴 雨
℃ － 15 16 23 28 21
℃ － 13 15 17 23 18

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003    
mg/L 0.0005以下  <0.00005    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004    
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  0.4    
mg/L 0.8以下  <0.08    
mg/L 1.0以下  <0.1    
mg/L 0.002以下  <0.0002    
mg/L 0.05以下  <0.005    

mg/L 0.04以下  <0.004    

mg/L 0.02以下  <0.002    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下  <0.1    
mg/L 0.2以下  <0.02    
mg/L 0.3以下  <0.03    
mg/L 1.0以下  <0.1    
mg/L 200以下  4.7    
mg/L 0.05以下  <0.005    
mg/L 200以下 4.8 4.6 4.7 4.8 4.7
mg/L 300以下  14    
mg/L 500以下  55    
mg/L 0.2以下  <0.02    
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.02以下  <0.005    
mg/L 0.005以下  <0.0005    
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.2 7.2 7.2 7.0 7.1
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.50 0.28 0.34 0.51 0.26
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.15 R3.10.14 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.13 R4.2.16 R4.3.9 最高 最低 平均
晴 晴 晴 晴 雪 晴 晴 － － －
22 19 8 12 0 0 2 28 0 14
22 18 13 10 4 8 5 23 4 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
       0.4 0.4 0.4
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       4.7 4.7 4.7
       <0.005 <0.005 <0.005

4.6 4.6 4.7 4.6 4.8 5.0 5.0 5.0 4.6 4.7
       14 14 14
       55 55 55
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.2 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.0 7.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.41 0.32 0.28 0.33 0.33 0.40 0.30 0.51 0.26 0.35

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－211－－210－



給水栓水
佐治町河本（河本水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.14 R3.5.18 R3.6.14 R3.7.20 R3.8.19
－ － 曇 曇 晴 晴 雨
℃ － 15 16 23 28 21
℃ － 13 15 17 23 18

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003    
mg/L 0.0005以下  <0.00005    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004    
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  0.4    
mg/L 0.8以下  <0.08    
mg/L 1.0以下  <0.1    
mg/L 0.002以下  <0.0002    
mg/L 0.05以下  <0.005    

mg/L 0.04以下  <0.004    

mg/L 0.02以下  <0.002    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下  <0.1    
mg/L 0.2以下  <0.02    
mg/L 0.3以下  <0.03    
mg/L 1.0以下  <0.1    
mg/L 200以下  4.7    
mg/L 0.05以下  <0.005    
mg/L 200以下 4.8 4.6 4.7 4.8 4.7
mg/L 300以下  14    
mg/L 500以下  55    
mg/L 0.2以下  <0.02    
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.00001以下     <0.000001
mg/L 0.02以下  <0.005    
mg/L 0.005以下  <0.0005    
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.2 7.2 7.2 7.0 7.1
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.50 0.28 0.34 0.51 0.26
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.15 R3.10.14 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.13 R4.2.16 R4.3.9 最高 最低 平均
晴 晴 晴 晴 雪 晴 晴 － － －
22 19 8 12 0 0 2 28 0 14
22 18 13 10 4 8 5 23 4 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
       0.4 0.4 0.4
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       4.7 4.7 4.7
       <0.005 <0.005 <0.005

4.6 4.6 4.7 4.6 4.8 5.0 5.0 5.0 4.6 4.7
       14 14 14
       55 55 55
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.2 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.0 7.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.41 0.32 0.28 0.33 0.33 0.40 0.30 0.51 0.26 0.35

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－211－－210－



給水栓水
佐治町尾際（尾際水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.14 R3.5.18 R3.6.14 R3.7.20 R3.8.19
－ － 曇 曇 晴 晴 雨
℃ － 14 16 23 29 21
℃ － 12 17 20 25 22

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003     
mg/L 0.0005以下 <0.00005     
mg/L 0.01以下 <0.001     
mg/L 0.01以下 <0.001     
mg/L 0.01以下 0.002   0.002  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004     
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 0.2     
mg/L 0.8以下 0.40 0.33 0.35 0.32 0.31
mg/L 1.0以下 <0.1     
mg/L 0.002以下 <0.0002     
mg/L 0.05以下 <0.005     

mg/L 0.04以下 <0.004     

mg/L 0.02以下 <0.002     
mg/L 0.01以下 <0.001     
mg/L 0.01以下 <0.001     
mg/L 0.01以下 <0.001     
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下 <0.1     
mg/L 0.2以下 <0.02     
mg/L 0.3以下 <0.03     
mg/L 1.0以下 <0.1     
mg/L 200以下 18     
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 200以下 6.4 6.6 6.5 6.5 5.9
mg/L 300以下 57     
mg/L 500以下 130     
mg/L 0.2以下 <0.02     
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下 <0.005     
mg/L 0.005以下 <0.0005     
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.9 7.9 7.8 7.7 7.8
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.64 0.27 0.36 0.41 0.44
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.15 R3.10.14 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.13 R4.2.16 R4.3.9 最高 最低 平均
晴 晴 晴 晴 雪 晴 晴 － － －
22 19 8 12 0 0 2 29 0 14
23 20 11 7 3 3 1 25 1 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 0.003   0.003   0.003 0.002 0.003
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
       0.2 0.2 0.2

0.23 0.28 0.27 0.37 0.22 0.24 0.22 0.40 0.22 0.30
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       18 18 18

<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
5.5 5.8 5.7 5.7 6.1 6.1 6.2 6.6 5.5 6.1

       57 57 57
       130 130 130
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.6 7.6 7.7 7.8 7.6 7.6 7.6 7.9 7.6 7.7

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.34 0.32 0.35 0.38 0.42 0.41 0.42 0.64 0.27 0.40

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－213－－212－



給水栓水
佐治町尾際（尾際水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.14 R3.5.18 R3.6.14 R3.7.20 R3.8.19
－ － 曇 曇 晴 晴 雨
℃ － 14 16 23 29 21
℃ － 12 17 20 25 22

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003     
mg/L 0.0005以下 <0.00005     
mg/L 0.01以下 <0.001     
mg/L 0.01以下 <0.001     
mg/L 0.01以下 0.002   0.002  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004     
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 0.2     
mg/L 0.8以下 0.40 0.33 0.35 0.32 0.31
mg/L 1.0以下 <0.1     
mg/L 0.002以下 <0.0002     
mg/L 0.05以下 <0.005     

mg/L 0.04以下 <0.004     

mg/L 0.02以下 <0.002     
mg/L 0.01以下 <0.001     
mg/L 0.01以下 <0.001     
mg/L 0.01以下 <0.001     
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下 <0.1     
mg/L 0.2以下 <0.02     
mg/L 0.3以下 <0.03     
mg/L 1.0以下 <0.1     
mg/L 200以下 18     
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 200以下 6.4 6.6 6.5 6.5 5.9
mg/L 300以下 57     
mg/L 500以下 130     
mg/L 0.2以下 <0.02     
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下 <0.005     
mg/L 0.005以下 <0.0005     
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.9 7.9 7.8 7.7 7.8
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.64 0.27 0.36 0.41 0.44
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.15 R3.10.14 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.13 R4.2.16 R4.3.9 最高 最低 平均
晴 晴 晴 晴 雪 晴 晴 － － －
22 19 8 12 0 0 2 29 0 14
23 20 11 7 3 3 1 25 1 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 0.003   0.003   0.003 0.002 0.003
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
       0.2 0.2 0.2

0.23 0.28 0.27 0.37 0.22 0.24 0.22 0.40 0.22 0.30
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       18 18 18

<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
5.5 5.8 5.7 5.7 6.1 6.1 6.2 6.6 5.5 6.1

       57 57 57
       130 130 130
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.6 7.6 7.7 7.8 7.6 7.6 7.6 7.9 7.6 7.7

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.34 0.32 0.35 0.38 0.42 0.41 0.42 0.64 0.27 0.40

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－213－－212－



給水栓水
佐治町加茂（万蔵水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.13 R3.5.13 R3.6.1 R3.7.13 R3.8.5
－ － 曇 曇 晴 晴 晴
℃ － 15 19 18 25 30
℃ － 14 18 19 23 26

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下   <0.00005   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   0.7   
mg/L 0.8以下   <0.08   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   5.3   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 5.7 5.6 5.9 5.8 5.7
mg/L 300以下   19   
mg/L 500以下   58   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.02以下   <0.005   
mg/L 0.005以下   <0.0005   
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 <0.3

5.8-8.6 7.0 6.9 6.9 6.9 6.8
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.54 0.39 0.31 0.40 0.35
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.8 R3.10.12 R3.11.9 R3.12.7 R4.1.12 R4.2.8 R4.3.2 最高 最低 平均
曇 曇 晴 曇 雪 晴 晴 － － －
25 21 11 5 0 3 7 30 0 15
22 21 14 9 4 2 3 26 2 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
       0.7 0.7 0.7
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       5.3 5.3 5.3
       <0.005 <0.005 <0.005

5.3 5.2 5.2 5.3 5.7 6.1 6.1 6.1 5.2 5.6
       19 19 19
       58 58 58
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 <0.3 <0.3
6.9 7.0 7.0 7.0 6.9 7.0 6.9 7.0 6.8 6.9

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.45 0.30 0.34 0.28 0.43 0.21 0.34 0.54 0.21 0.36

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－215－－214－



給水栓水
佐治町加茂（万蔵水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.13 R3.5.13 R3.6.1 R3.7.13 R3.8.5
－ － 曇 曇 晴 晴 晴
℃ － 15 19 18 25 30
℃ － 14 18 19 23 26

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下   <0.00005   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   0.7   
mg/L 0.8以下   <0.08   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   5.3   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 5.7 5.6 5.9 5.8 5.7
mg/L 300以下   19   
mg/L 500以下   58   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.02以下   <0.005   
mg/L 0.005以下   <0.0005   
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 <0.3

5.8-8.6 7.0 6.9 6.9 6.9 6.8
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.54 0.39 0.31 0.40 0.35
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.8 R3.10.12 R3.11.9 R3.12.7 R4.1.12 R4.2.8 R4.3.2 最高 最低 平均
曇 曇 晴 曇 雪 晴 晴 － － －
25 21 11 5 0 3 7 30 0 15
22 21 14 9 4 2 3 26 2 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
       0.7 0.7 0.7
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       5.3 5.3 5.3
       <0.005 <0.005 <0.005

5.3 5.2 5.2 5.3 5.7 6.1 6.1 6.1 5.2 5.6
       19 19 19
       58 58 58
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 <0.3 <0.3
6.9 7.0 7.0 7.0 6.9 7.0 6.9 7.0 6.8 6.9

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
0.45 0.30 0.34 0.28 0.43 0.21 0.34 0.54 0.21 0.36

適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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（ク）気高地域
原水

下光元水源 宝木水源
単位 水道水の水質基準 R3.10.19 R3.7.27
－ － 晴 晴
℃ － 13 28
℃ － 15 17

個/mL 100以下 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003 <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005 <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 10以下 0.8 0.5
mg/L 0.8以下 0.09 <0.08
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 0.6以下   
mg/L 0.02以下   
mg/L 0.06以下   
mg/L 0.03以下   
mg/L 0.1以下   
mg/L 0.01以下   
mg/L 0.1以下   
mg/L 0.03以下   
mg/L 0.03以下   
mg/L 0.09以下   
mg/L 0.08以下   
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1
mg/L 200以下 10 9.9
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005
mg/L 200以下 11 12
mg/L 300以下 28 31
mg/L 500以下 71 97
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.005 <0.005
mg/L 0.005以下 <0.0005 <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.4 6.7
異常でないこと   
異常でないこと 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5

色度
濁度

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤
フェノール類

有機物(全有機炭素(TOC)の量)
ｐＨ値

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

味
臭気

亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

臭素酸
総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

大腸菌
カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物

　年１回検査を実施している浄水場、水源地

項目
天候
気温
水温

一般細菌

宿水源 八幡水源 高江第2水源 郡家第2水源
R3.7.27 R3.5.19 R3.5.19 R3.5.19

晴 曇 曇 曇
29 17 17 16
18 18 18 17
0 0 2 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004 <0.004 <0.004 <0.004
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.5 1.2 2.4 0.6
<0.08 0.16 <0.08 <0.08
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005 <0.005 <0.005 <0.005

<0.004 <0.004 <0.004 <0.004

<0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1
<0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.03 0.11 <0.03 <0.03
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1

8.4 25 16 16
<0.005 <0.005 <0.005 <0.005

9.9 24 15 17
26 84 61 49
79 210 160 150

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.005 <0.005 <0.005 <0.005
<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3
6.7 7.3 6.8 7.4

    
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5
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（ク）気高地域
原水

下光元水源 宝木水源
単位 水道水の水質基準 R3.10.19 R3.7.27
－ － 晴 晴
℃ － 13 28
℃ － 15 17

個/mL 100以下 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003 <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005 <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 10以下 0.8 0.5
mg/L 0.8以下 0.09 <0.08
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 0.6以下   
mg/L 0.02以下   
mg/L 0.06以下   
mg/L 0.03以下   
mg/L 0.1以下   
mg/L 0.01以下   
mg/L 0.1以下   
mg/L 0.03以下   
mg/L 0.03以下   
mg/L 0.09以下   
mg/L 0.08以下   
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1
mg/L 200以下 10 9.9
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005
mg/L 200以下 11 12
mg/L 300以下 28 31
mg/L 500以下 71 97
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.005 <0.005
mg/L 0.005以下 <0.0005 <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.4 6.7
異常でないこと   
異常でないこと 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5

色度
濁度

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤
フェノール類

有機物(全有機炭素(TOC)の量)
ｐＨ値

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

味
臭気

亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

臭素酸
総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

大腸菌
カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物

　年１回検査を実施している浄水場、水源地

項目
天候
気温
水温

一般細菌

宿水源 八幡水源 高江第2水源 郡家第2水源
R3.7.27 R3.5.19 R3.5.19 R3.5.19

晴 曇 曇 曇
29 17 17 16
18 18 18 17
0 0 2 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004 <0.004 <0.004 <0.004
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.5 1.2 2.4 0.6
<0.08 0.16 <0.08 <0.08
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005 <0.005 <0.005 <0.005

<0.004 <0.004 <0.004 <0.004

<0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1
<0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.03 0.11 <0.03 <0.03
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1

8.4 25 16 16
<0.005 <0.005 <0.005 <0.005

9.9 24 15 17
26 84 61 49
79 210 160 150

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.005 <0.005 <0.005 <0.005
<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3
6.7 7.3 6.8 7.4

    
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5

－217－－216－



殿水源 郡家水源
単位 水道水の水質基準 R3.10.19 R3.5.19
－ － 晴 曇
℃ － 14 16
℃ － 17 17

個/mL 100以下 18 0
検出されないこと 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003 <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005 <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 10以下 0.6 1.9
mg/L 0.8以下 <0.08 <0.08
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 0.6以下   
mg/L 0.02以下   
mg/L 0.06以下   
mg/L 0.03以下   
mg/L 0.1以下   
mg/L 0.01以下   
mg/L 0.1以下   
mg/L 0.03以下   
mg/L 0.03以下   
mg/L 0.09以下   
mg/L 0.08以下   
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1
mg/L 200以下 9.6 9.4
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005
mg/L 200以下 9.1 12
mg/L 300以下 42 40
mg/L 500以下 100 110
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.005 <0.005
mg/L 0.005以下 <0.0005 <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.9 6.3
異常でないこと   
異常でないこと 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5

色度
濁度

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤
フェノール類

有機物(全有機炭素(TOC)の量)
ｐＨ値

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

味
臭気

亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

臭素酸
総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

大腸菌
カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌

　原水
常松瑞穂水源

単位 水道水の水質基準 R3.4.19 R3.7.27 R3.10.19 R4.1.18 平均
－ － 晴 晴 晴 雪 －
℃ － 16 28 13 3 15
℃ － 15 19 15 10 15

個/mL 100以下 0 2 2 2 2
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 10以下 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7
mg/L 0.8以下 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.6以下     
mg/L 0.02以下     
mg/L 0.06以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.01以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.09以下     
mg/L 0.08以下     
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 200以下 8.3 8.6 8.9 8.8 8.7
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 200以下 10 10 9.9 10 10
mg/L 300以下 25 26 27 25 26
mg/L 500以下 76 68 73 73 73
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.00001以下  <0.000001   <0.000001
mg/L 0.00001以下  <0.000001   <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 0.005以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.6 6.6 6.6 6.7 6.6
異常でないこと     
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

－219－－218－



殿水源 郡家水源
単位 水道水の水質基準 R3.10.19 R3.5.19
－ － 晴 曇
℃ － 14 16
℃ － 17 17

個/mL 100以下 18 0
検出されないこと 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003 <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005 <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 10以下 0.6 1.9
mg/L 0.8以下 <0.08 <0.08
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001
mg/L 0.6以下   
mg/L 0.02以下   
mg/L 0.06以下   
mg/L 0.03以下   
mg/L 0.1以下   
mg/L 0.01以下   
mg/L 0.1以下   
mg/L 0.03以下   
mg/L 0.03以下   
mg/L 0.09以下   
mg/L 0.08以下   
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1
mg/L 200以下 9.6 9.4
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005
mg/L 200以下 9.1 12
mg/L 300以下 42 40
mg/L 500以下 100 110
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.005 <0.005
mg/L 0.005以下 <0.0005 <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.9 6.3
異常でないこと   
異常でないこと 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5

色度
濁度

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤
フェノール類

有機物(全有機炭素(TOC)の量)
ｐＨ値

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

味
臭気

亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

臭素酸
総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

大腸菌
カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌

　原水
常松瑞穂水源

単位 水道水の水質基準 R3.4.19 R3.7.27 R3.10.19 R4.1.18 平均
－ － 晴 晴 晴 雪 －
℃ － 16 28 13 3 15
℃ － 15 19 15 10 15

個/mL 100以下 0 2 2 2 2
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 10以下 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7
mg/L 0.8以下 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.6以下     
mg/L 0.02以下     
mg/L 0.06以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.01以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.09以下     
mg/L 0.08以下     
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 200以下 8.3 8.6 8.9 8.8 8.7
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 200以下 10 10 9.9 10 10
mg/L 300以下 25 26 27 25 26
mg/L 500以下 76 68 73 73 73
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.00001以下  <0.000001   <0.000001
mg/L 0.00001以下  <0.000001   <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 0.005以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.6 6.6 6.6 6.7 6.6
異常でないこと     
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

－219－－218－



　原水
高江第1水源

単位 水道水の水質基準 R3.4.19 R3.7.27 R3.10.19 R4.1.18 平均
－ － 晴 晴 晴 雪 －
℃ － 16 29 15 3 16
℃ － 16 23 17 14 18

個/mL 100以下 0 0 2 0 1
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 10以下 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6
mg/L 0.8以下 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.6以下     
mg/L 0.02以下     
mg/L 0.06以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.01以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.09以下     
mg/L 0.08以下     
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 200以下 15 16 16 17 16
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 200以下 18 18 18 18 18
mg/L 300以下 52 54 55 55 54
mg/L 500以下 150 150 150 140 148
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.00001以下  <0.000001   <0.000001
mg/L 0.00001以下  <0.000001   <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 0.005以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.2 7.4 7.4 7.4 7.4
異常でないこと     
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

　原水
船磯水源

単位 水道水の水質基準 R3.5.19 R3.8.26 R3.11.18 R4.2.17 平均
－ － 曇 晴 晴 雪 －
℃ － 17 29 14 1 15
℃ － 16 18 14 13 15

個/mL 100以下 2    2
検出されないこと 検出せず    検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003    <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005    <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004    <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 10以下 3.8    3.8
mg/L 0.8以下 <0.08    <0.08
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002    <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005    <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004    <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.6以下     
mg/L 0.02以下     
mg/L 0.06以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.01以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.09以下     
mg/L 0.08以下     
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03    <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 200以下 17    17
mg/L 0.05以下 <0.005    <0.005
mg/L 200以下 28    28
mg/L 300以下 36    36
mg/L 500以下 140    140
mg/L 0.2以下 <0.02    <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001    <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001    <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.005    <0.005
mg/L 0.005以下 <0.0005    <0.0005
mg/L 3以下 <0.3    <0.3

5.8-8.6 6.6 6.5 6.6 6.6 6.6
異常でないこと     
異常でないこと 異常なし    異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

－221－－220－



　原水
高江第1水源

単位 水道水の水質基準 R3.4.19 R3.7.27 R3.10.19 R4.1.18 平均
－ － 晴 晴 晴 雪 －
℃ － 16 29 15 3 16
℃ － 16 23 17 14 18

個/mL 100以下 0 0 2 0 1
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 10以下 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6
mg/L 0.8以下 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.6以下     
mg/L 0.02以下     
mg/L 0.06以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.01以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.09以下     
mg/L 0.08以下     
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 200以下 15 16 16 17 16
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 200以下 18 18 18 18 18
mg/L 300以下 52 54 55 55 54
mg/L 500以下 150 150 150 140 148
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.00001以下  <0.000001   <0.000001
mg/L 0.00001以下  <0.000001   <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 0.005以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.2 7.4 7.4 7.4 7.4
異常でないこと     
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

　原水
船磯水源

単位 水道水の水質基準 R3.5.19 R3.8.26 R3.11.18 R4.2.17 平均
－ － 曇 晴 晴 雪 －
℃ － 17 29 14 1 15
℃ － 16 18 14 13 15

個/mL 100以下 2    2
検出されないこと 検出せず    検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003    <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005    <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004    <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 10以下 3.8    3.8
mg/L 0.8以下 <0.08    <0.08
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002    <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005    <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004    <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.6以下     
mg/L 0.02以下     
mg/L 0.06以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.01以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.09以下     
mg/L 0.08以下     
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03    <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 200以下 17    17
mg/L 0.05以下 <0.005    <0.005
mg/L 200以下 28    28
mg/L 300以下 36    36
mg/L 500以下 140    140
mg/L 0.2以下 <0.02    <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001    <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001    <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.005    <0.005
mg/L 0.005以下 <0.0005    <0.0005
mg/L 3以下 <0.3    <0.3

5.8-8.6 6.6 6.5 6.6 6.6 6.6
異常でないこと     
異常でないこと 異常なし    異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

－221－－220－



給水栓水
気高町下光元（下光元水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.19 R3.5.18 R3.6.15 R3.7.13 R3.8.10
－ － 晴 曇 晴 晴 曇
℃ － 14 20 29 26 28
℃ － 14 18 21 22 24

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 11 11 11 11 11
mg/L 300以下      
mg/L 500以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.8 6.6 6.7 6.7 6.7
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.4 0.5 0.5 0.4 0.3
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.16 R3.10.19 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.18 R4.2.17 R4.3.10 最高 最低 平均
晴 晴 晴 曇 雪 雪 晴 － － －
26 21 13 11 4 2 11 29 2 17
23 20 15 12 8 5 10 24 5 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
 <0.0003      <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005      <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.8      0.8 0.8 0.8
 0.09      0.09 0.09 0.09
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002      <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002      <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.03      <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 10      10 10 10
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

11 11 10 10 10 11 11 11 10 11
 27      27 27 27
 77      77 77 77
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005
 <0.0005      <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
6.7 6.7 6.7 6.8 6.8 6.7 6.7 6.8 6.6 6.7

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.3 0.4
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
気高町下光元（下光元水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.19 R3.5.18 R3.6.15 R3.7.13 R3.8.10
－ － 晴 曇 晴 晴 曇
℃ － 14 20 29 26 28
℃ － 14 18 21 22 24

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 11 11 11 11 11
mg/L 300以下      
mg/L 500以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.8 6.6 6.7 6.7 6.7
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.4 0.5 0.5 0.4 0.3
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.16 R3.10.19 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.18 R4.2.17 R4.3.10 最高 最低 平均
晴 晴 晴 曇 雪 雪 晴 － － －
26 21 13 11 4 2 11 29 2 17
23 20 15 12 8 5 10 24 5 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
 <0.0003      <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005      <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.8      0.8 0.8 0.8
 0.09      0.09 0.09 0.09
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002      <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004      <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002      <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001      <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
 <0.03      <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1      <0.1 <0.1 <0.1
 10      10 10 10
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005

11 11 10 10 10 11 11 11 10 11
 27      27 27 27
 77      77 77 77
 <0.02      <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.005      <0.005 <0.005 <0.005
 <0.0005      <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
6.7 6.7 6.7 6.8 6.8 6.7 6.7 6.8 6.6 6.7

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.3 0.4
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－223－－222－



給水栓水
気高町冨吉（宝木水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.19 R3.5.18 R3.6.15 R3.7.13 R3.8.10
－ － 晴 曇 晴 晴 曇
℃ － 14 19 27 26 27
℃ － 14 19 23 24 26

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下   <0.00005   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   0.5   
mg/L 0.8以下   <0.08   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   10   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 11 11 12 12 12
mg/L 300以下   31   
mg/L 500以下   93   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.02以下   <0.005   
mg/L 0.005以下   <0.0005   
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.9 6.8 6.9 6.9 6.8
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.16 R3.10.19 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.18 R4.2.17 R4.3.10 最高 最低 平均
晴 晴 晴 曇 雪 雪 晴 － － －
25 19 16 10 4 0 8 27 0 16
22 18 13 11 8 1 9 26 1 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
       0.5 0.5 0.5
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       10 10 10
       <0.005 <0.005 <0.005

12 12 12 12 12 12 12 12 11 12
       31 31 31
       93 93 93
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
6.9 6.9 6.9 7.0 7.0 6.9 6.8 7.0 6.8 6.9

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.3 0.5 0.3 0.4
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
気高町冨吉（宝木水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.19 R3.5.18 R3.6.15 R3.7.13 R3.8.10
－ － 晴 曇 晴 晴 曇
℃ － 14 19 27 26 27
℃ － 14 19 23 24 26

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下   <0.00005   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   0.5   
mg/L 0.8以下   <0.08   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   10   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 11 11 12 12 12
mg/L 300以下   31   
mg/L 500以下   93   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.02以下   <0.005   
mg/L 0.005以下   <0.0005   
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.9 6.8 6.9 6.9 6.8
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.16 R3.10.19 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.18 R4.2.17 R4.3.10 最高 最低 平均
晴 晴 晴 曇 雪 雪 晴 － － －
25 19 16 10 4 0 8 27 0 16
22 18 13 11 8 1 9 26 1 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
       0.5 0.5 0.5
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       10 10 10
       <0.005 <0.005 <0.005

12 12 12 12 12 12 12 12 11 12
       31 31 31
       93 93 93
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
6.9 6.9 6.9 7.0 7.0 6.9 6.8 7.0 6.8 6.9

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.3 0.5 0.3 0.4
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－225－－224－



給水栓水
気高町酒津（宝木水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.19 R3.5.18 R3.6.15 R3.7.13 R3.8.10
－ － 晴 曇 晴 晴 曇
℃ － 13 19 27 26 27
℃ － 12 18 23 24 28

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下   <0.00005   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   0.5   
mg/L 0.8以下   <0.08   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   10   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 11 12 12 12 12
mg/L 300以下   31   
mg/L 500以下   98   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.02以下   <0.005   
mg/L 0.005以下   <0.0005   
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.1 7.0 7.1 7.1 7.0
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.16 R3.10.19 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.18 R4.2.17 R4.3.10 最高 最低 平均
晴 晴 晴 曇 雪 雪 晴 － － －
24 19 16 11 2 0 10 27 0 16
19 18 14 10 9 3 7 28 3 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
       0.5 0.5 0.5
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       10 10 10
       <0.005 <0.005 <0.005

12 12 12 12 12 12 12 12 11 12
       31 31 31
       98 98 98
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.1 7.1 7.0 7.2 7.1 7.1 6.9 7.2 6.9 7.1

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－227－－226－



給水栓水
気高町酒津（宝木水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.19 R3.5.18 R3.6.15 R3.7.13 R3.8.10
－ － 晴 曇 晴 晴 曇
℃ － 13 19 27 26 27
℃ － 12 18 23 24 28

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下   <0.00005   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   0.5   
mg/L 0.8以下   <0.08   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   10   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 11 12 12 12 12
mg/L 300以下   31   
mg/L 500以下   98   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.02以下   <0.005   
mg/L 0.005以下   <0.0005   
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.1 7.0 7.1 7.1 7.0
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.16 R3.10.19 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.18 R4.2.17 R4.3.10 最高 最低 平均
晴 晴 晴 曇 雪 雪 晴 － － －
24 19 16 11 2 0 10 27 0 16
19 18 14 10 9 3 7 28 3 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
       0.5 0.5 0.5
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       10 10 10
       <0.005 <0.005 <0.005

12 12 12 12 12 12 12 12 11 12
       31 31 31
       98 98 98
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.1 7.1 7.0 7.2 7.1 7.1 6.9 7.2 6.9 7.1

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－227－－226－



給水栓水
気高町奥沢見（宝木水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.19 R3.5.18 R3.6.15 R3.7.13 R3.8.10
－ － 晴 曇 晴 晴 曇
℃ － 13 19 24 26 28
℃ － 12 18 22 23 27

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下   <0.00005   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   0.5   
mg/L 0.8以下   <0.08   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   10   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 11 12 12 12 12
mg/L 300以下   31   
mg/L 500以下   95   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.02以下   <0.005   
mg/L 0.005以下   <0.0005   
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.16 R3.10.19 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.18 R4.2.17 R4.3.10 最高 最低 平均
晴 晴 晴 曇 雪 雪 晴 － － －
24 15 10 8 4 0 6 28 0 15
24 20 10 11 6 4 6 27 4 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
       0.5 0.5 0.5
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       10 10 10
       <0.005 <0.005 <0.005

12 12 12 12 12 12 12 12 11 12
       31 31 31
       95 95 95
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
6.9 6.8 6.9 6.9 6.9 6.9 6.8 6.9 6.8 6.8

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－229－－228－



給水栓水
気高町奥沢見（宝木水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.19 R3.5.18 R3.6.15 R3.7.13 R3.8.10
－ － 晴 曇 晴 晴 曇
℃ － 13 19 24 26 28
℃ － 12 18 22 23 27

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下   <0.00005   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   0.5   
mg/L 0.8以下   <0.08   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   10   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 11 12 12 12 12
mg/L 300以下   31   
mg/L 500以下   95   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.02以下   <0.005   
mg/L 0.005以下   <0.0005   
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.16 R3.10.19 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.18 R4.2.17 R4.3.10 最高 最低 平均
晴 晴 晴 曇 雪 雪 晴 － － －
24 15 10 8 4 0 6 28 0 15
24 20 10 11 6 4 6 27 4 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
       0.5 0.5 0.5
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       10 10 10
       <0.005 <0.005 <0.005

12 12 12 12 12 12 12 12 11 12
       31 31 31
       95 95 95
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
6.9 6.8 6.9 6.9 6.9 6.9 6.8 6.9 6.8 6.8

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－229－－228－



給水栓水
気高町土居（宿水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.19 R3.5.18 R3.6.15 R3.7.13 R3.8.10
－ － 晴 曇 晴 晴 曇
℃ － 13 20 27 26 27
℃ － 12 15 16 19 23

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下    <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下    <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下    0.6  
mg/L 0.8以下    <0.08  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.002以下    <0.0002  
mg/L 0.05以下    <0.005  

mg/L 0.04以下    <0.004  

mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.3以下    <0.03  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 200以下    8.7  
mg/L 0.05以下    <0.005  
mg/L 200以下 9.1 9.8 11 9.4 10
mg/L 300以下    29  
mg/L 500以下    72  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.005  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3

5.8-8.6 7.0 6.9 6.8 6.7 6.8
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.4 0.3 0.1 0.3 0.4
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.16 R3.10.19 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.18 R4.2.17 R4.3.10 最高 最低 平均
晴 晴 晴 曇 雪 雪 晴 － － －
21 16 15 10 3 2 9 27 2 16
20 20 14 13 8 3 8 23 3 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
       0.6 0.6 0.6
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       8.7 8.7 8.7
       <0.005 <0.005 <0.005

9.2 9.1 9.8 9.1 11 11 11 11 9.1 10
       29 29 29
       72 72 72
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 <0.3
6.8 6.8 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 7.0 6.7 6.9

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.1 0.3
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－231－－230－



給水栓水
気高町土居（宿水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.19 R3.5.18 R3.6.15 R3.7.13 R3.8.10
－ － 晴 曇 晴 晴 曇
℃ － 13 20 27 26 27
℃ － 12 15 16 19 23

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下    <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下    <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下    0.6  
mg/L 0.8以下    <0.08  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.002以下    <0.0002  
mg/L 0.05以下    <0.005  

mg/L 0.04以下    <0.004  

mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.3以下    <0.03  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 200以下    8.7  
mg/L 0.05以下    <0.005  
mg/L 200以下 9.1 9.8 11 9.4 10
mg/L 300以下    29  
mg/L 500以下    72  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.005  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3

5.8-8.6 7.0 6.9 6.8 6.7 6.8
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.4 0.3 0.1 0.3 0.4
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.16 R3.10.19 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.18 R4.2.17 R4.3.10 最高 最低 平均
晴 晴 晴 曇 雪 雪 晴 － － －
21 16 15 10 3 2 9 27 2 16
20 20 14 13 8 3 8 23 3 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
       0.6 0.6 0.6
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       8.7 8.7 8.7
       <0.005 <0.005 <0.005

9.2 9.1 9.8 9.1 11 11 11 11 9.1 10
       29 29 29
       72 72 72
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 <0.3
6.8 6.8 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 7.0 6.7 6.9

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.1 0.3
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－231－－230－



給水栓水
気高町日光（常松瑞穂水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.19 R3.5.18 R3.6.15 R3.7.13 R3.8.10
－ － 晴 曇 晴 晴 曇
℃ － 14 19 26 29 29
℃ － 15 17 19 19 24

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003   <0.0003  
mg/L 0.0005以下 <0.00005   <0.00005  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 0.7   0.8  
mg/L 0.8以下 <0.08   <0.08  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.002以下 <0.0002   <0.0002  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  

mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  

mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02   <0.02  
mg/L 0.3以下 <0.03   <0.03  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 200以下 8.5   8.9  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  
mg/L 200以下 10 10 10 10 10
mg/L 300以下 25   27  
mg/L 500以下 80   75  
mg/L 0.2以下 <0.02   <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下 <0.005   <0.005  
mg/L 0.005以下 <0.0005   <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.8 6.7 6.7 6.6 6.7
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.16 R3.10.19 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.18 R4.2.17 R4.3.10 最高 最低 平均
晴 晴 晴 晴 雪 雪 晴 － － －
24 19 16 10 3 -1 11 29 -1 17
19 17 14 12 10 8 11 24 8 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
 <0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005   <0.00005   <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.7   0.7   0.8 0.7 0.7
 <0.08   <0.08   <0.08 <0.08 <0.08
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02
 <0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 8.9   8.9   8.9 8.5 8.8
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

10 9.9 10 10 10 10 10 10 9.9 10
 27   26   27 25 26
 77   71   80 71 76
 <0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005
 <0.0005   <0.0005   <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
6.7 6.7 6.8 6.8 6.8 6.8 6.7 6.8 6.6 6.7

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.5 0.3 0.4
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－233－－232－



給水栓水
気高町日光（常松瑞穂水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.19 R3.5.18 R3.6.15 R3.7.13 R3.8.10
－ － 晴 曇 晴 晴 曇
℃ － 14 19 26 29 29
℃ － 15 17 19 19 24

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003   <0.0003  
mg/L 0.0005以下 <0.00005   <0.00005  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 0.7   0.8  
mg/L 0.8以下 <0.08   <0.08  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.002以下 <0.0002   <0.0002  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  

mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  

mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02   <0.02  
mg/L 0.3以下 <0.03   <0.03  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 200以下 8.5   8.9  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  
mg/L 200以下 10 10 10 10 10
mg/L 300以下 25   27  
mg/L 500以下 80   75  
mg/L 0.2以下 <0.02   <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下 <0.005   <0.005  
mg/L 0.005以下 <0.0005   <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.8 6.7 6.7 6.6 6.7
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.16 R3.10.19 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.18 R4.2.17 R4.3.10 最高 最低 平均
晴 晴 晴 晴 雪 雪 晴 － － －
24 19 16 10 3 -1 11 29 -1 17
19 17 14 12 10 8 11 24 8 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
 <0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005   <0.00005   <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.7   0.7   0.8 0.7 0.7
 <0.08   <0.08   <0.08 <0.08 <0.08
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02
 <0.03   <0.03   <0.03 <0.03 <0.03
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 8.9   8.9   8.9 8.5 8.8
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

10 9.9 10 10 10 10 10 10 9.9 10
 27   26   27 25 26
 77   71   80 71 76
 <0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005
 <0.0005   <0.0005   <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
6.7 6.7 6.8 6.8 6.8 6.8 6.7 6.8 6.6 6.7

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.5 0.3 0.4
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－233－－232－



給水栓水
気高町浜村（八幡水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.19 R3.5.18 R3.6.15 R3.7.13 R3.8.10
－ － 晴 曇 晴 晴 曇
℃ － 13 20 24 28 28
℃ － 12 17 22 24 24

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下    <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下    <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下    1.2  
mg/L 0.8以下    0.12  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.002以下    <0.0002  
mg/L 0.05以下    <0.005  

mg/L 0.04以下    <0.004  

mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.3以下    <0.03  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 200以下    23  
mg/L 0.05以下    <0.005  
mg/L 200以下 24 24 24 24 24
mg/L 300以下    83  
mg/L 500以下 210   210  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.005  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.7 7.7 7.7 7.7 7.6
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.16 R3.10.19 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.18 R4.2.17 R4.3.10 最高 最低 平均
晴 晴 晴 晴 雪 雪 晴 － － －
26 19 18 11 4 2 11 28 2 17
22 15 13 11 5 3 7 24 3 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
       1.2 1.2 1.2
       0.12 0.12 0.12
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       23 23 23
       <0.005 <0.005 <0.005

24 24 24 23 24 24 24 24 23 24
       83 83 83
 200   210   210 200 208
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.8 7.7 7.6 7.7 7.7 7.6 7.6 7.8 7.6 7.7

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 3 <1 <1 <1 3 <1 <0.5
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.3 0.3 0.4 0.4 0.2 0.4 0.3 0.4 0.2 0.3
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－235－－234－



給水栓水
気高町浜村（八幡水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.19 R3.5.18 R3.6.15 R3.7.13 R3.8.10
－ － 晴 曇 晴 晴 曇
℃ － 13 20 24 28 28
℃ － 12 17 22 24 24

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下    <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下    <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下    1.2  
mg/L 0.8以下    0.12  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.002以下    <0.0002  
mg/L 0.05以下    <0.005  

mg/L 0.04以下    <0.004  

mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.3以下    <0.03  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 200以下    23  
mg/L 0.05以下    <0.005  
mg/L 200以下 24 24 24 24 24
mg/L 300以下    83  
mg/L 500以下 210   210  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.005  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.7 7.7 7.7 7.7 7.6
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.16 R3.10.19 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.18 R4.2.17 R4.3.10 最高 最低 平均
晴 晴 晴 晴 雪 雪 晴 － － －
26 19 18 11 4 2 11 28 2 17
22 15 13 11 5 3 7 24 3 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
       1.2 1.2 1.2
       0.12 0.12 0.12
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       23 23 23
       <0.005 <0.005 <0.005

24 24 24 23 24 24 24 24 23 24
       83 83 83
 200   210   210 200 208
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.8 7.7 7.6 7.7 7.7 7.6 7.6 7.8 7.6 7.7

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 3 <1 <1 <1 3 <1 <0.5
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.3 0.3 0.4 0.4 0.2 0.4 0.3 0.4 0.2 0.3
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－235－－234－



給水栓水
気高町八幡（高江第１水源・郡家第２水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.19 R3.5.18 R3.6.15 R3.7.13 R3.8.10
－ － 晴 曇 晴 晴 曇
℃ － 17 20 26 29 29
℃ － 16 17 19 19 20

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下    <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下    <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下    0.7  
mg/L 0.8以下 <0.08   <0.08  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.002以下    <0.0002  
mg/L 0.05以下    <0.005  

mg/L 0.04以下    <0.004  

mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.3以下    <0.03  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 200以下    15  
mg/L 0.05以下    <0.005  
mg/L 200以下 16 16 16 15 16
mg/L 300以下 49   50  
mg/L 500以下 130   140  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.005  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.16 R3.10.19 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.18 R4.2.17 R4.3.10 最高 最低 平均
晴 晴 晴 晴 雪 雪 晴 － － －
26 18 18 10 3 6 13 29 3 18
19 17 13 11 8 11 11 20 8 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
       0.7 0.7 0.7
 <0.08   <0.08   <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       15 15 15
       <0.005 <0.005 <0.005

16 15 15 15 16 16 16 16 15 16
 51   51   51 49 50
 130   140   140 130 135
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.4 7.4 7.5 7.4 7.4

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.3 0.4
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
気高町八幡（高江第１水源・郡家第２水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.19 R3.5.18 R3.6.15 R3.7.13 R3.8.10
－ － 晴 曇 晴 晴 曇
℃ － 17 20 26 29 29
℃ － 16 17 19 19 20

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下    <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下    <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下    0.7  
mg/L 0.8以下 <0.08   <0.08  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.002以下    <0.0002  
mg/L 0.05以下    <0.005  

mg/L 0.04以下    <0.004  

mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.3以下    <0.03  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 200以下    15  
mg/L 0.05以下    <0.005  
mg/L 200以下 16 16 16 15 16
mg/L 300以下 49   50  
mg/L 500以下 130   140  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.005  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.16 R3.10.19 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.18 R4.2.17 R4.3.10 最高 最低 平均
晴 晴 晴 晴 雪 雪 晴 － － －
26 18 18 10 3 6 13 29 3 18
19 17 13 11 8 11 11 20 8 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
       0.7 0.7 0.7
 <0.08   <0.08   <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       15 15 15
       <0.005 <0.005 <0.005

16 15 15 15 16 16 16 16 15 16
 51   51   51 49 50
 130   140   140 130 135
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.4 7.4 7.5 7.4 7.4

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.3 0.4
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
気高町会下（郡家水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.19 R3.5.18 R3.6.15 R3.7.13 R3.8.10
－ － 晴 曇 晴 晴 曇
℃ － 15 20 27 30 29
℃ － 13 17 20 20 23

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003    
mg/L 0.0005以下  <0.00005    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004    
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  1.9   1.9
mg/L 0.8以下  <0.08    
mg/L 1.0以下  <0.1    
mg/L 0.002以下  <0.0002    
mg/L 0.05以下  <0.005    

mg/L 0.04以下  <0.004    

mg/L 0.02以下  <0.002    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下  <0.1    
mg/L 0.2以下  <0.02    
mg/L 0.3以下  <0.03    
mg/L 1.0以下  <0.1    
mg/L 200以下  9.9    
mg/L 0.05以下  <0.005    
mg/L 200以下 12 12 12 12 12
mg/L 300以下  41    
mg/L 500以下  100   93
mg/L 0.2以下  <0.02    
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下  <0.005    
mg/L 0.005以下  <0.0005    
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.5 6.3 6.3 6.4 6.3
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.16 R3.10.19 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.18 R4.2.17 R4.3.10 最高 最低 平均
晴 晴 晴 晴 雪 雪 晴 － － －
25 20 16 9 3 0 11 30 0 17
20 17 14 11 7 3 7 23 3 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  1.9   2.0  2.0 1.9 1.9
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       9.9 9.9 9.9
       <0.005 <0.005 <0.005

12 13 13 12 12 12 12 13 12 12
       41 41 41
  100   100  100 93 98
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
6.5 6.6 6.6 6.5 6.4 6.5 6.4 6.6 6.3 6.4

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2 0.3
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－239－－238－



給水栓水
気高町会下（郡家水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.19 R3.5.18 R3.6.15 R3.7.13 R3.8.10
－ － 晴 曇 晴 晴 曇
℃ － 15 20 27 30 29
℃ － 13 17 20 20 23

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003    
mg/L 0.0005以下  <0.00005    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004    
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  1.9   1.9
mg/L 0.8以下  <0.08    
mg/L 1.0以下  <0.1    
mg/L 0.002以下  <0.0002    
mg/L 0.05以下  <0.005    

mg/L 0.04以下  <0.004    

mg/L 0.02以下  <0.002    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下  <0.1    
mg/L 0.2以下  <0.02    
mg/L 0.3以下  <0.03    
mg/L 1.0以下  <0.1    
mg/L 200以下  9.9    
mg/L 0.05以下  <0.005    
mg/L 200以下 12 12 12 12 12
mg/L 300以下  41    
mg/L 500以下  100   93
mg/L 0.2以下  <0.02    
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下  <0.005    
mg/L 0.005以下  <0.0005    
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.5 6.3 6.3 6.4 6.3
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.16 R3.10.19 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.18 R4.2.17 R4.3.10 最高 最低 平均
晴 晴 晴 晴 雪 雪 晴 － － －
25 20 16 9 3 0 11 30 0 17
20 17 14 11 7 3 7 23 3 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  1.9   2.0  2.0 1.9 1.9
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       9.9 9.9 9.9
       <0.005 <0.005 <0.005

12 13 13 12 12 12 12 13 12 12
       41 41 41
  100   100  100 93 98
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
6.5 6.6 6.6 6.5 6.4 6.5 6.4 6.6 6.3 6.4

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2 0.3
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－239－－238－



給水栓水
気高町山宮（殿水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.19 R3.5.18 R3.6.15 R3.7.13 R3.8.10
－ － 晴 曇 晴 晴 曇
℃ － 16 20 27 30 29
℃ － 14 17 22 21 24

個/mL 100以下 0 0 0 0 4
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003    
mg/L 0.0005以下  <0.00005    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004    
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  0.8    
mg/L 0.8以下  <0.08    
mg/L 1.0以下  <0.1    
mg/L 0.002以下  <0.0002    
mg/L 0.05以下  <0.005    

mg/L 0.04以下  <0.004    

mg/L 0.02以下  <0.002    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下  <0.1    
mg/L 0.2以下  <0.02    
mg/L 0.3以下  <0.03    
mg/L 1.0以下  <0.1    
mg/L 200以下  9.2    
mg/L 0.05以下  <0.005    
mg/L 200以下 9.3 9.4 9.6 9.2 9.3
mg/L 300以下  39    
mg/L 500以下  99    
mg/L 0.2以下  <0.02    
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下  <0.005    
mg/L 0.005以下  <0.0005    
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.1 7.0 7.0 7.0 6.9
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.16 R3.10.19 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.18 R4.2.17 R4.3.10 最高 最低 平均
晴 晴 晴 晴 雪 雪 晴 － － －
26 20 14 11 3 -1 11 30 -1 17
21 18 14 11 7 3 5 24 3 15
0 0 0 0 0 0 0 4 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
       0.8 0.8 0.8
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       9.2 9.2 9.2
       <0.005 <0.005 <0.005

9.1 9.0 9.3 9.2 9.5 9.5 9.6 9.6 9.0 9.3
       39 39 39
       99 99 99
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
6.9 6.9 7.0 7.0 7.0 7.1 7.0 7.1 6.9 7.0

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
気高町山宮（殿水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.19 R3.5.18 R3.6.15 R3.7.13 R3.8.10
－ － 晴 曇 晴 晴 曇
℃ － 16 20 27 30 29
℃ － 14 17 22 21 24

個/mL 100以下 0 0 0 0 4
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003    
mg/L 0.0005以下  <0.00005    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004    
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  0.8    
mg/L 0.8以下  <0.08    
mg/L 1.0以下  <0.1    
mg/L 0.002以下  <0.0002    
mg/L 0.05以下  <0.005    

mg/L 0.04以下  <0.004    

mg/L 0.02以下  <0.002    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下  <0.1    
mg/L 0.2以下  <0.02    
mg/L 0.3以下  <0.03    
mg/L 1.0以下  <0.1    
mg/L 200以下  9.2    
mg/L 0.05以下  <0.005    
mg/L 200以下 9.3 9.4 9.6 9.2 9.3
mg/L 300以下  39    
mg/L 500以下  99    
mg/L 0.2以下  <0.02    
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下  <0.005    
mg/L 0.005以下  <0.0005    
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.1 7.0 7.0 7.0 6.9
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.16 R3.10.19 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.18 R4.2.17 R4.3.10 最高 最低 平均
晴 晴 晴 晴 雪 雪 晴 － － －
26 20 14 11 3 -1 11 30 -1 17
21 18 14 11 7 3 5 24 3 15
0 0 0 0 0 0 0 4 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
       0.8 0.8 0.8
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       9.2 9.2 9.2
       <0.005 <0.005 <0.005

9.1 9.0 9.3 9.2 9.5 9.5 9.6 9.6 9.0 9.3
       39 39 39
       99 99 99
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
6.9 6.9 7.0 7.0 7.0 7.1 7.0 7.1 6.9 7.0

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－241－－240－



給水栓水
気高町八束水（船磯水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.19 R3.5.18 R3.6.15 R3.7.13 R3.8.10
－ － 晴 曇 晴 晴 曇
℃ － 18 22 27 26 28
℃ － 14 18 22 23 27

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003    
mg/L 0.0005以下  <0.00005    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004    
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  3.7   3.4
mg/L 0.8以下  <0.08    
mg/L 1.0以下  <0.1    
mg/L 0.002以下  <0.0002    
mg/L 0.05以下  <0.005    

mg/L 0.04以下  <0.004    

mg/L 0.02以下  <0.002    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下  <0.1    
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.3以下  <0.03    
mg/L 1.0以下  <0.1    
mg/L 200以下  18    
mg/L 0.05以下  <0.005    
mg/L 200以下 28 28 28 42 29
mg/L 300以下  37    
mg/L 500以下  140   120
mg/L 0.2以下  <0.02    
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下  <0.005    
mg/L 0.005以下  <0.0005    
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.9 6.8 6.9 6.9 6.9
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.3 0.2 0.3 0.1 0.2
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.16 R3.10.19 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.18 R4.2.17 R4.3.10 最高 最低 平均
晴 晴 晴 晴 雪 雪 晴 － － －
24 26 22 16 2 -1 11 28 -1 18
24 22 15 13 7 7 9 27 7 17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  3.5   3.6  3.7 3.4 3.5
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       18 18 18
       <0.005 <0.005 <0.005

29 28 28 28 32 30 31 42 28 30
       37 37 37
  120   120  140 120 125
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
6.9 6.8 6.9 6.9 7.0 6.9 6.9 7.0 6.8 6.9

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.1 0.3
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
気高町八束水（船磯水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.19 R3.5.18 R3.6.15 R3.7.13 R3.8.10
－ － 晴 曇 晴 晴 曇
℃ － 18 22 27 26 28
℃ － 14 18 22 23 27

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003    
mg/L 0.0005以下  <0.00005    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004    
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  3.7   3.4
mg/L 0.8以下  <0.08    
mg/L 1.0以下  <0.1    
mg/L 0.002以下  <0.0002    
mg/L 0.05以下  <0.005    

mg/L 0.04以下  <0.004    

mg/L 0.02以下  <0.002    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.01以下  <0.001    
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下  <0.1    
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.3以下  <0.03    
mg/L 1.0以下  <0.1    
mg/L 200以下  18    
mg/L 0.05以下  <0.005    
mg/L 200以下 28 28 28 42 29
mg/L 300以下  37    
mg/L 500以下  140   120
mg/L 0.2以下  <0.02    
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下  <0.005    
mg/L 0.005以下  <0.0005    
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.9 6.8 6.9 6.9 6.9
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.3 0.2 0.3 0.1 0.2
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

R3.9.16 R3.10.19 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.18 R4.2.17 R4.3.10 最高 最低 平均
晴 晴 晴 晴 雪 雪 晴 － － －
24 26 22 16 2 -1 11 28 -1 18
24 22 15 13 7 7 9 27 7 17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  3.5   3.6  3.7 3.4 3.5
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       18 18 18
       <0.005 <0.005 <0.005

29 28 28 28 32 30 31 42 28 30
       37 37 37
  120   120  140 120 125
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
6.9 6.8 6.9 6.9 7.0 6.9 6.9 7.0 6.8 6.9

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.1 0.3
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－243－－242－



（ケ）鹿野地域
原水

鹿野水源 今市第1水源 河内上条水源
単位 水道水の水質基準 R3.9.7 R3.9.7 R3.8.4
－ － 晴 晴 晴
℃ － 22 22 31
℃ － 21 20 16

個/mL 100以下 2 6 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005 <0.00005 <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 0.002
mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 10以下 0.4 0.4 0.4
mg/L 0.8以下 <0.08 <0.08 <0.08
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.6以下    
mg/L 0.02以下    
mg/L 0.06以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.01以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.09以下    
mg/L 0.08以下    
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 200以下 6.9 7.1 7.3
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 200以下 7.1 7.1 7.1
mg/L 300以下 22 23 26
mg/L 500以下 66 69 58
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 0.005以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.8 6.9 6.8
異常でないこと    
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5

　年１回検査を実施している浄水場、水源地

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

色度
濁度

非イオン界面活性剤
フェノール類

有機物(全有機炭素(TOC)の量)
ｐＨ値
味
臭気

河内下条水源 鹿野小畑水源
R3.7.6 R3.7.6

曇 曇
23 23
13 16
0 1

検出せず 検出せず
<0.0003 <0.0003

<0.00005 <0.00005
<0.001 <0.001
<0.001 <0.001
<0.001 <0.001
<0.002 <0.002
<0.004 <0.004
<0.001 <0.001

0.4 0.3
<0.08 <0.08
<0.1 <0.1

<0.0002 <0.0002
<0.005 <0.005

<0.004 <0.004

<0.002 <0.002
<0.001 <0.001
<0.001 <0.001
<0.001 <0.001

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

<0.1 <0.1
<0.02 <0.02
<0.03 <0.03
<0.1 <0.1

8.2 9.1
<0.005 <0.005

8.4 12
31 24
92 74

<0.02 <0.02
<0.000001 <0.000001
<0.000001 <0.000001

<0.005 <0.005
<0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3
7.4 6.8

  
異常なし 異常なし

<1 <1
<0.5 <0.5

－245－－244－



（ケ）鹿野地域
原水

鹿野水源 今市第1水源 河内上条水源
単位 水道水の水質基準 R3.9.7 R3.9.7 R3.8.4
－ － 晴 晴 晴
℃ － 22 22 31
℃ － 21 20 16

個/mL 100以下 2 6 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005 <0.00005 <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 0.002
mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 10以下 0.4 0.4 0.4
mg/L 0.8以下 <0.08 <0.08 <0.08
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.6以下    
mg/L 0.02以下    
mg/L 0.06以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.01以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.09以下    
mg/L 0.08以下    
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 200以下 6.9 7.1 7.3
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 200以下 7.1 7.1 7.1
mg/L 300以下 22 23 26
mg/L 500以下 66 69 58
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 0.005以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.8 6.9 6.8
異常でないこと    
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5

　年１回検査を実施している浄水場、水源地

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

色度
濁度

非イオン界面活性剤
フェノール類

有機物(全有機炭素(TOC)の量)
ｐＨ値
味
臭気

河内下条水源 鹿野小畑水源
R3.7.6 R3.7.6

曇 曇
23 23
13 16
0 1

検出せず 検出せず
<0.0003 <0.0003

<0.00005 <0.00005
<0.001 <0.001
<0.001 <0.001
<0.001 <0.001
<0.002 <0.002
<0.004 <0.004
<0.001 <0.001

0.4 0.3
<0.08 <0.08
<0.1 <0.1

<0.0002 <0.0002
<0.005 <0.005

<0.004 <0.004

<0.002 <0.002
<0.001 <0.001
<0.001 <0.001
<0.001 <0.001

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

<0.1 <0.1
<0.02 <0.02
<0.03 <0.03
<0.1 <0.1

8.2 9.1
<0.005 <0.005

8.4 12
31 24
92 74

<0.02 <0.02
<0.000001 <0.000001
<0.000001 <0.000001

<0.005 <0.005
<0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3
7.4 6.8

  
異常なし 異常なし

<1 <1
<0.5 <0.5

－245－－244－



　原水
今市第２水源

単位 水道水の水質基準 R3.6.3 R3.9.7 R3.12.1 R4.3.3 平均
－ － 晴 晴 雨 晴 －
℃ － 21 22 8 5 14
℃ － 14 21 11 8 14

個/mL 100以下  140   140
検出されないこと  検出せず   検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003   <0.0003
mg/L 0.0005以下  <0.00005   <0.00005
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  0.3   0.3
mg/L 0.8以下  <0.08   <0.08
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.002以下  <0.0002   <0.0002
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005

mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004

mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.6以下    
mg/L 0.02以下    
mg/L 0.06以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.01以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.09以下    
mg/L 0.08以下    
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.3以下 0.72 0.15 0.09 0.11 0.27
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 200以下  7.0   7.0
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005
mg/L 200以下  7.0   7.0
mg/L 300以下  23   23
mg/L 500以下  72   72
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.00001以下  <0.000001   <0.000001
mg/L 0.00001以下  <0.000001   <0.000001
mg/L 0.02以下  <0.005   <0.005
mg/L 0.005以下  <0.0005   <0.0005
mg/L 3以下  0.4   0.4

5.8-8.6 6.8 7.0 7.2 7.1 7.0
異常でないこと    
異常でないこと  異常なし   異常なし

度 5度以下 12 2 3 2 5
度 2度以下 3 <0.5 0.7 <0.5 0.9

    

濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

　原水
勝谷浄水場

単位 水道水の水質基準 R3.5.11 R3.8.4 R3.11.4 R4.2.3 平均
－ － 曇 晴 晴 曇 －
℃ － 17 31 14 3 16
℃ － 15 22 19 11 17

個/mL 100以下  6   6
検出されないこと  検出せず   検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003   <0.0003
mg/L 0.0005以下  <0.00005   <0.00005
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下 0.003 0.004 0.003 0.003 0.003
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  0.7   0.7
mg/L 0.8以下  0.18   0.18
mg/L 1.0以下  0.1   0.1
mg/L 0.002以下  <0.0002   <0.0002
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005

mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004

mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.6以下     
mg/L 0.02以下     
mg/L 0.06以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.01以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.09以下     
mg/L 0.08以下     
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.3以下  <0.03   <0.03
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 200以下  14   14
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005
mg/L 200以下  15   15
mg/L 300以下  31   31
mg/L 500以下  100   100
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.00001以下  <0.000001   <0.000001
mg/L 0.00001以下  <0.000001   <0.000001
mg/L 0.02以下  <0.005   <0.005
mg/L 0.005以下  <0.0005   <0.0005
mg/L 3以下  0.4   0.4

5.8-8.6 6.5 6.3 6.4 6.5 6.4
異常でないこと     
異常でないこと  異常なし   異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

－247－－246－



　原水
今市第２水源

単位 水道水の水質基準 R3.6.3 R3.9.7 R3.12.1 R4.3.3 平均
－ － 晴 晴 雨 晴 －
℃ － 21 22 8 5 14
℃ － 14 21 11 8 14

個/mL 100以下  140   140
検出されないこと  検出せず   検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003   <0.0003
mg/L 0.0005以下  <0.00005   <0.00005
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  0.3   0.3
mg/L 0.8以下  <0.08   <0.08
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.002以下  <0.0002   <0.0002
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005

mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004

mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.6以下    
mg/L 0.02以下    
mg/L 0.06以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.01以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.09以下    
mg/L 0.08以下    
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.3以下 0.72 0.15 0.09 0.11 0.27
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 200以下  7.0   7.0
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005
mg/L 200以下  7.0   7.0
mg/L 300以下  23   23
mg/L 500以下  72   72
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.00001以下  <0.000001   <0.000001
mg/L 0.00001以下  <0.000001   <0.000001
mg/L 0.02以下  <0.005   <0.005
mg/L 0.005以下  <0.0005   <0.0005
mg/L 3以下  0.4   0.4

5.8-8.6 6.8 7.0 7.2 7.1 7.0
異常でないこと    
異常でないこと  異常なし   異常なし

度 5度以下 12 2 3 2 5
度 2度以下 3 <0.5 0.7 <0.5 0.9

    

濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

　原水
勝谷浄水場

単位 水道水の水質基準 R3.5.11 R3.8.4 R3.11.4 R4.2.3 平均
－ － 曇 晴 晴 曇 －
℃ － 17 31 14 3 16
℃ － 15 22 19 11 17

個/mL 100以下  6   6
検出されないこと  検出せず   検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003   <0.0003
mg/L 0.0005以下  <0.00005   <0.00005
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下 0.003 0.004 0.003 0.003 0.003
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  0.7   0.7
mg/L 0.8以下  0.18   0.18
mg/L 1.0以下  0.1   0.1
mg/L 0.002以下  <0.0002   <0.0002
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005

mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004

mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.6以下     
mg/L 0.02以下     
mg/L 0.06以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.01以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.09以下     
mg/L 0.08以下     
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.3以下  <0.03   <0.03
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 200以下  14   14
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005
mg/L 200以下  15   15
mg/L 300以下  31   31
mg/L 500以下  100   100
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.00001以下  <0.000001   <0.000001
mg/L 0.00001以下  <0.000001   <0.000001
mg/L 0.02以下  <0.005   <0.005
mg/L 0.005以下  <0.0005   <0.0005
mg/L 3以下  0.4   0.4

5.8-8.6 6.5 6.3 6.4 6.5 6.4
異常でないこと     
異常でないこと  異常なし   異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

－247－－246－



　原水
矢原水源地

単位 水道水の水質基準 R3.4.5 R3.7.6 R3.10.5 R4.1.5 平均
－ － 曇 曇 晴 雨 －
℃ － 11 22 24 2 15
℃ － 12 17 17 10 13

個/mL 100以下  35   35
検出されないこと  検出せず   検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003   <0.0003
mg/L 0.0005以下  <0.00005   <0.00005
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  0.011   0.011
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  0.5   0.5
mg/L 0.8以下  <0.08   <0.08
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.002以下  <0.0002   <0.0002
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005

mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004

mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.6以下     
mg/L 0.02以下     
mg/L 0.06以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.01以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.09以下     
mg/L 0.08以下     
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.3以下 0.08 0.17 0.30 0.18 0.18
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 200以下  8.0   8.0
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005
mg/L 200以下  8.8   8.8
mg/L 300以下  20   20
mg/L 500以下  76   76
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.00001以下  <0.000001   <0.000001
mg/L 0.00001以下  <0.000001   <0.000001
mg/L 0.02以下  <0.005   <0.005
mg/L 0.005以下  <0.0005   <0.0005
mg/L 3以下  <0.3   <0.3

5.8-8.6 6.7 6.6 6.8 6.8 6.7
異常でないこと     
異常でないこと  異常なし   異常なし

度 5度以下 1 3 6 3 3
度 2度以下 0.6 0.8 2 0.8 1濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

フレキシブルフード（中央試験室）

－249－－248－



　原水
矢原水源地

単位 水道水の水質基準 R3.4.5 R3.7.6 R3.10.5 R4.1.5 平均
－ － 曇 曇 晴 雨 －
℃ － 11 22 24 2 15
℃ － 12 17 17 10 13

個/mL 100以下  35   35
検出されないこと  検出せず   検出せず

mg/L 0.003以下  <0.0003   <0.0003
mg/L 0.0005以下  <0.00005   <0.00005
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  0.011   0.011
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下  0.5   0.5
mg/L 0.8以下  <0.08   <0.08
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.002以下  <0.0002   <0.0002
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005

mg/L 0.04以下  <0.004   <0.004

mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.6以下     
mg/L 0.02以下     
mg/L 0.06以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.01以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.09以下     
mg/L 0.08以下     
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.3以下 0.08 0.17 0.30 0.18 0.18
mg/L 1.0以下  <0.1   <0.1
mg/L 200以下  8.0   8.0
mg/L 0.05以下  <0.005   <0.005
mg/L 200以下  8.8   8.8
mg/L 300以下  20   20
mg/L 500以下  76   76
mg/L 0.2以下  <0.02   <0.02
mg/L 0.00001以下  <0.000001   <0.000001
mg/L 0.00001以下  <0.000001   <0.000001
mg/L 0.02以下  <0.005   <0.005
mg/L 0.005以下  <0.0005   <0.0005
mg/L 3以下  <0.3   <0.3

5.8-8.6 6.7 6.6 6.8 6.8 6.7
異常でないこと     
異常でないこと  異常なし   異常なし

度 5度以下 1 3 6 3 3
度 2度以下 0.6 0.8 2 0.8 1濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

フレキシブルフード（中央試験室）

－249－－248－



給水栓水
鹿野町鹿野（鹿野水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.5 R3.5.11 R3.6.3 R3.7.6 R3.8.10
－ － 曇 曇 晴 曇 曇
℃ － 8 14 22 26 25
℃ － 11 13 15 20 21

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 7.8 7.9 8.2 8.2 7.0
mg/L 300以下      
mg/L 500以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.5

5.8-8.6 7.1 7.1 7.0 6.9 6.9
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.7 R3.10.5 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.3 R4.3.3 最高 最低 平均
曇 晴 曇 曇 雨 曇 晴 － － －
24 23 14 7 2 4 6 26 2 15
22 21 15 10 4 6 6 22 4 14
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003       <0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004       <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.4       0.4 0.4 0.4
<0.08       <0.08 <0.08 <0.08
<0.1       <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002       <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005       <0.005 <0.005 <0.005

<0.004       <0.004 <0.004 <0.004

<0.002       <0.002 <0.002 <0.002
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1       <0.1 <0.1 <0.1
<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.03       <0.03 <0.03 <0.03
<0.1       <0.1 <0.1 <0.1

7.2       7.2 7.2 7.2
<0.005       <0.005 <0.005 <0.005

7.1 7.6 7.6 7.5 9.3 9.5 10 10 7.0 7.4
23       23 23 23
69       69 69 69

<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.005       <0.005 <0.005 <0.005
<0.0005       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.5 <0.3 <0.3
6.9 7.0 7.1 7.1 7.1 7.1 7.2 7.2 6.9 7.0

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－251－－250－



給水栓水
鹿野町鹿野（鹿野水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.5 R3.5.11 R3.6.3 R3.7.6 R3.8.10
－ － 曇 曇 晴 曇 曇
℃ － 8 14 22 26 25
℃ － 11 13 15 20 21

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 7.8 7.9 8.2 8.2 7.0
mg/L 300以下      
mg/L 500以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.5

5.8-8.6 7.1 7.1 7.0 6.9 6.9
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.7 R3.10.5 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.3 R4.3.3 最高 最低 平均
曇 晴 曇 曇 雨 曇 晴 － － －
24 23 14 7 2 4 6 26 2 15
22 21 15 10 4 6 6 22 4 14
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003       <0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004       <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.4       0.4 0.4 0.4
<0.08       <0.08 <0.08 <0.08
<0.1       <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002       <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005       <0.005 <0.005 <0.005

<0.004       <0.004 <0.004 <0.004

<0.002       <0.002 <0.002 <0.002
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1       <0.1 <0.1 <0.1
<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.03       <0.03 <0.03 <0.03
<0.1       <0.1 <0.1 <0.1

7.2       7.2 7.2 7.2
<0.005       <0.005 <0.005 <0.005

7.1 7.6 7.6 7.5 9.3 9.5 10 10 7.0 7.4
23       23 23 23
69       69 69 69

<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.005       <0.005 <0.005 <0.005
<0.0005       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.5 <0.3 <0.3
6.9 7.0 7.1 7.1 7.1 7.1 7.2 7.2 6.9 7.0

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－251－－250－



給水栓水
鹿野町今市（今市第１水源・今市第２水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.5 R3.5.11 R3.6.3 R3.7.6 R3.8.10
－ － 曇 曇 晴 曇 晴
℃ － 8 16 25 28 26
℃ － 11 14 15 17 22

個/mL 100以下 0 0 0 5 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 8.3 8.0 8.2 8.1 7.5
mg/L 300以下      
mg/L 500以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.4

5.8-8.6 7.0 7.0 6.9 6.9 6.9
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.3 0.4 0.2 0.4 0.3
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.7 R3.10.5 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.3 R4.3.3 最高 最低 平均
曇 晴 曇 曇 雨 曇 晴 － － －
24 24 16 6 2 5 8 28 2 16
19 17 16 12 8 5 7 22 5 14
2 0 0 0 0 0 0 5 0 1

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003       <0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004       <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.4       0.4 0.4 0.4
<0.08       <0.08 <0.08 <0.08
<0.1       <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002       <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005       <0.005 <0.005 <0.005

<0.004       <0.004 <0.004 <0.004

<0.002       <0.002 <0.002 <0.002
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1       <0.1 <0.1 <0.1
<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
<0.1       <0.1 <0.1 <0.1

7.2       7.2 7.2 7.2
<0.005       <0.005 <0.005 <0.005

7.2 7.3 7.5 7.4 8.9 9.4 9.9 9.9 7.2 8.1
23       23 23 23
67       67 67 67

<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.005       <0.005 <0.005 <0.005
<0.0005       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 <0.3
7.0 7.0 7.1 7.2 7.2 7 7.1 7.2 6.9 7.0

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.2 0.3
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－253－－252－



給水栓水
鹿野町今市（今市第１水源・今市第２水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.5 R3.5.11 R3.6.3 R3.7.6 R3.8.10
－ － 曇 曇 晴 曇 晴
℃ － 8 16 25 28 26
℃ － 11 14 15 17 22

個/mL 100以下 0 0 0 5 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 8.3 8.0 8.2 8.1 7.5
mg/L 300以下      
mg/L 500以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.4

5.8-8.6 7.0 7.0 6.9 6.9 6.9
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.3 0.4 0.2 0.4 0.3
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.7 R3.10.5 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.3 R4.3.3 最高 最低 平均
曇 晴 曇 曇 雨 曇 晴 － － －
24 24 16 6 2 5 8 28 2 16
19 17 16 12 8 5 7 22 5 14
2 0 0 0 0 0 0 5 0 1

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003       <0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004       <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.4       0.4 0.4 0.4
<0.08       <0.08 <0.08 <0.08
<0.1       <0.1 <0.1 <0.1

<0.0002       <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005       <0.005 <0.005 <0.005

<0.004       <0.004 <0.004 <0.004

<0.002       <0.002 <0.002 <0.002
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1       <0.1 <0.1 <0.1
<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
<0.1       <0.1 <0.1 <0.1

7.2       7.2 7.2 7.2
<0.005       <0.005 <0.005 <0.005

7.2 7.3 7.5 7.4 8.9 9.4 9.9 9.9 7.2 8.1
23       23 23 23
67       67 67 67

<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.005       <0.005 <0.005 <0.005
<0.0005       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.4 <0.3 <0.3
7.0 7.0 7.1 7.2 7.2 7 7.1 7.2 6.9 7.0

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.2 0.3
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
鹿野町宮方（勝谷水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.5 R3.5.11 R3.6.3 R3.7.6 R3.8.10
－ － 曇 曇 晴 曇 晴
℃ － 10 17 25 27 25
℃ － 13 15 18 21 23

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下   0.19   
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 19 18 19 17 16
mg/L 300以下      
mg/L 500以下   110   
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 0.3 0.4 0.5

5.8-8.6 6.6 6.7 6.6 6.5 6.5
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.7 R3.10.5 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.3 R4.3.3 最高 最低 平均
曇 晴 曇 曇 雨 曇 晴 － － －
24 25 17 8 3 5 9 27 3 16
20 21 18 14 11 9 9 23 9 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003       <0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001

0.004 0.004 0.004 0.003 0.004 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004       <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.5       0.5 0.5 0.5
0.19   0.19   0.18 0.19 0.18 0.19
0.1       0.1 0.1 0.1

<0.0002       <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005       <0.005 <0.005 <0.005

<0.004       <0.004 <0.004 <0.004

<0.002       <0.002 <0.002 <0.002
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1       <0.1 <0.1 <0.1
<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.03       <0.03 <0.03 <0.03
<0.1       <0.1 <0.1 <0.1

14       14 14 14
<0.005       <0.005 <0.005 <0.005

15 17 17 18 22 20 21 22 15 18
30       30 30 30
99   120   110 120 99 110

<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.005       <0.005 <0.005 <0.005
<0.0005       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.4 0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.5 <0.3 <0.3
6.5 6.6 6.6 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.5 6.6

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
鹿野町宮方（勝谷水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.5 R3.5.11 R3.6.3 R3.7.6 R3.8.10
－ － 曇 曇 晴 曇 晴
℃ － 10 17 25 27 25
℃ － 13 15 18 21 23

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下   0.19   
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 19 18 19 17 16
mg/L 300以下      
mg/L 500以下   110   
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 0.3 0.4 0.5

5.8-8.6 6.6 6.7 6.6 6.5 6.5
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.7 R3.10.5 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.3 R4.3.3 最高 最低 平均
曇 晴 曇 曇 雨 曇 晴 － － －
24 25 17 8 3 5 9 27 3 16
20 21 18 14 11 9 9 23 9 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
<0.0003       <0.0003 <0.0003 <0.0003

<0.00005       <0.00005 <0.00005 <0.00005
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001

0.004 0.004 0.004 0.003 0.004 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.004       <0.004 <0.004 <0.004
<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.5       0.5 0.5 0.5
0.19   0.19   0.18 0.19 0.18 0.19
0.1       0.1 0.1 0.1

<0.0002       <0.0002 <0.0002 <0.0002
<0.005       <0.005 <0.005 <0.005

<0.004       <0.004 <0.004 <0.004

<0.002       <0.002 <0.002 <0.002
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.001       <0.001 <0.001 <0.001
<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.1       <0.1 <0.1 <0.1
<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.03       <0.03 <0.03 <0.03
<0.1       <0.1 <0.1 <0.1

14       14 14 14
<0.005       <0.005 <0.005 <0.005

15 17 17 18 22 20 21 22 15 18
30       30 30 30
99   120   110 120 99 110

<0.02       <0.02 <0.02 <0.02
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001

<0.005       <0.005 <0.005 <0.005
<0.0005       <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.4 0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.5 <0.3 <0.3
6.5 6.6 6.6 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.5 6.6

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－255－－254－



給水栓水
鹿野町河内（河内上条水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.5 R3.5.11 R3.6.3 R3.7.6 R3.8.10
－ － 曇 曇 晴 曇 曇
℃ － 5 17 23 27 24
℃ － 11 14 20 22 21

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下    <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    0.002  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下    <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下    0.4  
mg/L 0.8以下    <0.08  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.002以下    <0.0002  
mg/L 0.05以下    <0.005  

mg/L 0.04以下    <0.004  

mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.3以下    <0.03  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 200以下    6.9  
mg/L 0.05以下    <0.005  
mg/L 200以下 7.3 7.2 7.4 7.3 7.1
mg/L 300以下    24  
mg/L 500以下    65  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.005  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.0 6.9 6.9 6.8 6.8
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.7 R3.10.5 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.3 R4.3.3 最高 最低 平均
曇 晴 曇 曇 雪 曇 晴 － － －
24 23 15 6 1 3 6 27 1 15
20 21 15 9 4 1 5 22 1 14
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       0.002 0.002 0.002
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
       0.4 0.4 0.4
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       6.9 6.9 6.9
       <0.005 <0.005 <0.005

6.6 6.7 6.7 6.6 7.4 7.6 8.0 8.0 6.6 7.2
       24 24 24
       65 65 65
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
6.8 6.9 6.9 6.9 7.0 6.8 6.9 7.0 6.8 6.9

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－257－－256－



給水栓水
鹿野町河内（河内上条水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.5 R3.5.11 R3.6.3 R3.7.6 R3.8.10
－ － 曇 曇 晴 曇 曇
℃ － 5 17 23 27 24
℃ － 11 14 20 22 21

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下    <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    0.002  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下    <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下    0.4  
mg/L 0.8以下    <0.08  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.002以下    <0.0002  
mg/L 0.05以下    <0.005  

mg/L 0.04以下    <0.004  

mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.3以下    <0.03  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 200以下    6.9  
mg/L 0.05以下    <0.005  
mg/L 200以下 7.3 7.2 7.4 7.3 7.1
mg/L 300以下    24  
mg/L 500以下    65  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.005  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.0 6.9 6.9 6.8 6.8
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.7 R3.10.5 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.3 R4.3.3 最高 最低 平均
曇 晴 曇 曇 雪 曇 晴 － － －
24 23 15 6 1 3 6 27 1 15
20 21 15 9 4 1 5 22 1 14
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       0.002 0.002 0.002
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
       0.4 0.4 0.4
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       6.9 6.9 6.9
       <0.005 <0.005 <0.005

6.6 6.7 6.7 6.6 7.4 7.6 8.0 8.0 6.6 7.2
       24 24 24
       65 65 65
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
6.8 6.9 6.9 6.9 7.0 6.8 6.9 7.0 6.8 6.9

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－257－－256－



給水栓水
鹿野町河内（河内下条水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.5 R3.5.11 R3.6.3 R3.7.6 R3.8.10
－ － 曇 曇 晴 曇 曇
℃ － 6 16 23 27 24
℃ － 11 12 14 18 17

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下    <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下    <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下    0.4  
mg/L 0.8以下    <0.08  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.002以下    <0.0002  
mg/L 0.05以下    <0.005  

mg/L 0.04以下    <0.004  

mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 200以下    8.2  
mg/L 0.05以下    <0.005  
mg/L 200以下 8.3 8.3 8.4 8.3 8.4
mg/L 300以下    31  
mg/L 500以下    92  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.005  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.6 7.6 7.5 7.5 7.5
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.7 R3.10.5 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.3 R4.3.3 最高 最低 平均
曇 晴 曇 曇 雪 曇 晴 － － －
26 27 16 6 1 3 5 27 1 15
17 18 15 10 7 6 7 18 6 13
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
       0.4 0.4 0.4
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02

<0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       8.2 8.2 8.2
       <0.005 <0.005 <0.005

8.4 8.2 8.4 8.1 8.7 8.4 8.5 8.7 8.1 8.4
       31 31 31
       92 92 92
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.4 7.5 7.6 7.6 7.6 7.5 7.6 7.6 7.4 7.5

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.3 0.4
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－259－－258－



給水栓水
鹿野町河内（河内下条水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.5 R3.5.11 R3.6.3 R3.7.6 R3.8.10
－ － 曇 曇 晴 曇 曇
℃ － 6 16 23 27 24
℃ － 11 12 14 18 17

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下    <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下    <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下    0.4  
mg/L 0.8以下    <0.08  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.002以下    <0.0002  
mg/L 0.05以下    <0.005  

mg/L 0.04以下    <0.004  

mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 200以下    8.2  
mg/L 0.05以下    <0.005  
mg/L 200以下 8.3 8.3 8.4 8.3 8.4
mg/L 300以下    31  
mg/L 500以下    92  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.005  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.6 7.6 7.5 7.5 7.5
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.7 R3.10.5 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.3 R4.3.3 最高 最低 平均
曇 晴 曇 曇 雪 曇 晴 － － －
26 27 16 6 1 3 5 27 1 15
17 18 15 10 7 6 7 18 6 13
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
       0.4 0.4 0.4
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02

<0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       8.2 8.2 8.2
       <0.005 <0.005 <0.005

8.4 8.2 8.4 8.1 8.7 8.4 8.5 8.7 8.1 8.4
       31 31 31
       92 92 92
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.4 7.5 7.6 7.6 7.6 7.5 7.6 7.6 7.4 7.5

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.3 0.4
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－259－－258－



給水栓水
鹿野町水谷（鹿野小畑水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.5 R3.5.11 R3.6.3 R3.7.6 R3.8.10
－ － 曇 曇 晴 曇 曇
℃ － 8 15 24 26 25
℃ － 13 16 20 22 25

個/mL 100以下 0 0 0 0 2
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下    <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下    <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下    0.3  
mg/L 0.8以下    <0.08  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.002以下    <0.0002  
mg/L 0.05以下    <0.005  

mg/L 0.04以下    <0.004  

mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.3以下    <0.03  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 200以下    9.2  
mg/L 0.05以下    <0.005  
mg/L 200以下 12 12 12 12 13
mg/L 300以下    23  
mg/L 500以下    69  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.005  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.1 7.0 7.0 6.9 6.9
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 2
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.8

mg/L 0.1以上 0.4 0.3 0.4 0.3 0.2
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.7 R3.10.5 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.3 R4.3.3 最高 最低 平均
曇 晴 曇 曇 雨 曇 晴 － － －
24 24 16 8 2 4 6 26 2 15
22 22 16 10 3 3 5 25 3 15
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
       0.3 0.3 0.3
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       9.2 9.2 9.2
       <0.005 <0.005 <0.005

13 13 13 12 9.0 9.2 10 13 9.0 12
       23 23 23
       69 69 69
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 <0.3 0.3 0.3 <0.3 <0.3
6.9 6.9 7.0 7.0 7.2 7.2 7.2 7.3 6.9 7.1

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 2 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.8 <0.5 <0.5

0.6 0.6 0.3 0.4 0.2 0.3 0.3 0.6 0.2 0.4
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
鹿野町水谷（鹿野小畑水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.5 R3.5.11 R3.6.3 R3.7.6 R3.8.10
－ － 曇 曇 晴 曇 曇
℃ － 8 15 24 26 25
℃ － 13 16 20 22 25

個/mL 100以下 0 0 0 0 2
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下    <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下    <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下    0.3  
mg/L 0.8以下    <0.08  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.002以下    <0.0002  
mg/L 0.05以下    <0.005  

mg/L 0.04以下    <0.004  

mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.3以下    <0.03  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 200以下    9.2  
mg/L 0.05以下    <0.005  
mg/L 200以下 12 12 12 12 13
mg/L 300以下    23  
mg/L 500以下    69  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.005  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.1 7.0 7.0 6.9 6.9
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 2
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.8

mg/L 0.1以上 0.4 0.3 0.4 0.3 0.2
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.7 R3.10.5 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.3 R4.3.3 最高 最低 平均
曇 晴 曇 曇 雨 曇 晴 － － －
24 24 16 8 2 4 6 26 2 15
22 22 16 10 3 3 5 25 3 15
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
       0.3 0.3 0.3
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       9.2 9.2 9.2
       <0.005 <0.005 <0.005

13 13 13 12 9.0 9.2 10 13 9.0 12
       23 23 23
       69 69 69
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 <0.3 0.3 0.3 <0.3 <0.3
6.9 6.9 7.0 7.0 7.2 7.2 7.2 7.3 6.9 7.1

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 2 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.8 <0.5 <0.5

0.6 0.6 0.3 0.4 0.2 0.3 0.3 0.6 0.2 0.4
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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（コ）青谷地域(統合前上水区域)
河川水

勝部川表流水（落合橋）
単位 水道水の水質基準 R3.7.27
－ － 曇
℃ － 29
℃ － 23

個/mL 100以下 ≧300
検出されないこと 検出

mg/L 0.003以下 <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001
mg/L 10以下 <0.1
mg/L 0.8以下 <0.08
mg/L 1.0以下 <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001
mg/L 0.6以下  
mg/L 0.02以下  
mg/L 0.06以下  
mg/L 0.03以下  
mg/L 0.1以下  
mg/L 0.01以下  
mg/L 0.1以下  
mg/L 0.03以下  
mg/L 0.03以下  
mg/L 0.09以下  
mg/L 0.08以下  
mg/L 1.0以下 <0.1
mg/L 0.2以下 0.04
mg/L 0.3以下 0.04
mg/L 1.0以下 <0.1
mg/L 200以下 7.3
mg/L 0.05以下 <0.005
mg/L 200以下 8.4
mg/L 300以下 19
mg/L 500以下 68
mg/L 0.2以下 <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.005
mg/L 0.005以下 <0.0005
mg/L 3以下 0.6

5.8-8.6 8.6
異常でないこと  
異常でないこと 異常なし

度 5度以下 4
度 2度以下 0.8

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

河川水
日置川表流水（小鷲谷橋）

単位 水道水の水質基準 R3.7.27
－ － 曇
℃ － 27
℃ － 17

個/mL 100以下 200
検出されないこと 検出

mg/L 0.003以下 <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001
mg/L 10以下 0.3
mg/L 0.8以下 <0.08
mg/L 1.0以下 <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001
mg/L 0.6以下  
mg/L 0.02以下  
mg/L 0.06以下  
mg/L 0.03以下  
mg/L 0.1以下  
mg/L 0.01以下  
mg/L 0.1以下  
mg/L 0.03以下  
mg/L 0.03以下  
mg/L 0.09以下  
mg/L 0.08以下  
mg/L 1.0以下 <0.1
mg/L 0.2以下 0.05
mg/L 0.3以下 <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1
mg/L 200以下 6.2
mg/L 0.05以下 <0.005
mg/L 200以下 7.0
mg/L 300以下 14
mg/L 500以下 63
mg/L 0.2以下 <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.005
mg/L 0.005以下 <0.0005
mg/L 3以下 0.5

5.8-8.6 7.5
異常でないこと  
異常でないこと 異常なし

度 5度以下 3
度 2度以下 0.6

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度
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（コ）青谷地域(統合前上水区域)
河川水

勝部川表流水（落合橋）
単位 水道水の水質基準 R3.7.27
－ － 曇
℃ － 29
℃ － 23

個/mL 100以下 ≧300
検出されないこと 検出

mg/L 0.003以下 <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001
mg/L 10以下 <0.1
mg/L 0.8以下 <0.08
mg/L 1.0以下 <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001
mg/L 0.6以下  
mg/L 0.02以下  
mg/L 0.06以下  
mg/L 0.03以下  
mg/L 0.1以下  
mg/L 0.01以下  
mg/L 0.1以下  
mg/L 0.03以下  
mg/L 0.03以下  
mg/L 0.09以下  
mg/L 0.08以下  
mg/L 1.0以下 <0.1
mg/L 0.2以下 0.04
mg/L 0.3以下 0.04
mg/L 1.0以下 <0.1
mg/L 200以下 7.3
mg/L 0.05以下 <0.005
mg/L 200以下 8.4
mg/L 300以下 19
mg/L 500以下 68
mg/L 0.2以下 <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.005
mg/L 0.005以下 <0.0005
mg/L 3以下 0.6

5.8-8.6 8.6
異常でないこと  
異常でないこと 異常なし

度 5度以下 4
度 2度以下 0.8

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

河川水
日置川表流水（小鷲谷橋）

単位 水道水の水質基準 R3.7.27
－ － 曇
℃ － 27
℃ － 17

個/mL 100以下 200
検出されないこと 検出

mg/L 0.003以下 <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001
mg/L 10以下 0.3
mg/L 0.8以下 <0.08
mg/L 1.0以下 <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001
mg/L 0.6以下  
mg/L 0.02以下  
mg/L 0.06以下  
mg/L 0.03以下  
mg/L 0.1以下  
mg/L 0.01以下  
mg/L 0.1以下  
mg/L 0.03以下  
mg/L 0.03以下  
mg/L 0.09以下  
mg/L 0.08以下  
mg/L 1.0以下 <0.1
mg/L 0.2以下 0.05
mg/L 0.3以下 <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1
mg/L 200以下 6.2
mg/L 0.05以下 <0.005
mg/L 200以下 7.0
mg/L 300以下 14
mg/L 500以下 63
mg/L 0.2以下 <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.005
mg/L 0.005以下 <0.0005
mg/L 3以下 0.5

5.8-8.6 7.5
異常でないこと  
異常でないこと 異常なし

度 5度以下 3
度 2度以下 0.6

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

－263－－262－



原水
不動山水源

単位 水道水の水質基準 R3.4.21 R3.5.20 R3.6.16 R3.7.14 R3.8.19
－ － 晴 曇 雨 晴 雨
℃ － 17 22 19 22 20
℃ － 14 15 15 16 16

個/mL 100以下 0 0 13 65 24
検出されないこと 検出せず 検出 検出 検出 検出せず

mg/L 0.003以下    <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.04以下    <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下    0.2  
mg/L 0.8以下    <0.08  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.002以下    <0.0002  
mg/L 0.05以下    <0.005  

mg/L 0.04以下    <0.004  

mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.6以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.06以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.09以下      
mg/L 0.08以下      
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.3以下    <0.03  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 200以下    7.7  
mg/L 0.05以下    <0.005  
mg/L 200以下 9.1 9.1 9.1 9.3 9.3
mg/L 300以下    24  
mg/L 500以下    77  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.005  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.3 7.2 7.2 7.1 7.1
異常でないこと      
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.16 R3.10.21 R3.11.18 R3.12.14 R4.1.20 R4.2.17 R4.3.15 最高 最低 平均
晴 雨 晴 晴 曇 雪 曇 － － －
23 15 16 12 6 7 14 23 6 16
18 15 13 10 10 11 13 18 10 14
10 4 0 0 0 4 4 65 0 10

検出せず 検出せず 検出 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出 検出せず 4回検出
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
       0.2 0.2 0.2
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       7.7 7.7 7.7
       <0.005 <0.005 <0.005

9.2 9.1 9.2 9.2 9.3 9.5 9.4 9.5 9.1 9.2
       24 24 24
       77 77 77
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.2 7.3 7.4 7.4 7.3 7.4 7.2 7.4 7.1 7.3

      
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

－265－－264－



原水
不動山水源

単位 水道水の水質基準 R3.4.21 R3.5.20 R3.6.16 R3.7.14 R3.8.19
－ － 晴 曇 雨 晴 雨
℃ － 17 22 19 22 20
℃ － 14 15 15 16 16

個/mL 100以下 0 0 13 65 24
検出されないこと 検出せず 検出 検出 検出 検出せず

mg/L 0.003以下    <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.04以下    <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下    0.2  
mg/L 0.8以下    <0.08  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.002以下    <0.0002  
mg/L 0.05以下    <0.005  

mg/L 0.04以下    <0.004  

mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.6以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.06以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.09以下      
mg/L 0.08以下      
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.3以下    <0.03  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 200以下    7.7  
mg/L 0.05以下    <0.005  
mg/L 200以下 9.1 9.1 9.1 9.3 9.3
mg/L 300以下    24  
mg/L 500以下    77  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.005  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.3 7.2 7.2 7.1 7.1
異常でないこと      
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.16 R3.10.21 R3.11.18 R3.12.14 R4.1.20 R4.2.17 R4.3.15 最高 最低 平均
晴 雨 晴 晴 曇 雪 曇 － － －
23 15 16 12 6 7 14 23 6 16
18 15 13 10 10 11 13 18 10 14
10 4 0 0 0 4 4 65 0 10

検出せず 検出せず 検出 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出 検出せず 4回検出
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
       0.2 0.2 0.2
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       7.7 7.7 7.7
       <0.005 <0.005 <0.005

9.2 9.1 9.2 9.2 9.3 9.5 9.4 9.5 9.1 9.2
       24 24 24
       77 77 77
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.2 7.3 7.4 7.4 7.3 7.4 7.2 7.4 7.1 7.3

      
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

－265－－264－



原水
鳴滝水源

単位 水道水の水質基準 R3.4.21 R3.5.20 R3.6.16 R3.7.14 R3.8.19
－ － 晴 曇 雨 晴 雨
℃ － 19 22 21 27 22
℃ － 12 13 15 18 19

個/mL 100以下 2 68 ≧300 ≧300 ≧300
検出されないこと 検出せず 検出 検出 検出 検出

mg/L 0.003以下    <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.04以下    <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下    1.1  
mg/L 0.8以下    <0.08  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.002以下    <0.0002  
mg/L 0.05以下    <0.005  

mg/L 0.04以下    <0.004  

mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.6以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.06以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.09以下      
mg/L 0.08以下      
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.2以下 0.10   0.93  
mg/L 0.3以下 0.03   0.38  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 200以下    8.2  
mg/L 0.05以下    0.012  
mg/L 200以下 11 11 10 9.9 11
mg/L 300以下    17  
mg/L 500以下    75  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.005  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 0.4 0.4 1.6 1.2

5.8-8.6 6.6 6.5 6.5 6.4 6.2
異常でないこと      
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 2 3 4 29 7
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 8 <0.5濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.16 R3.10.21 R3.11.18 R3.12.14 R4.1.20 R4.2.21 R4.3.15 最高 最低 平均
晴 雨 晴 晴 曇 曇 曇 － － －
25 14 16 12 4 2 14 27 2 17
19 17 15 8 7 6 8 19 6 13
19 86 6 17 16 11 18 ≧300 2 95

検出 検出 検出 検出 検出 検出 検出 検出 検出せず 11回検出
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
       1.1 1.1 1.1
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       <0.1 <0.1 <0.1
 0.28   0.11   0.93 0.10 0.36
 0.09   0.05   0.38 0.03 0.14
       <0.1 <0.1 <0.1
       8.2 8.2 8.2
       0.012 0.012 0.012

11 12 11 11 15 15 13 15 9.9 12
       17 17 17
       75 75 75
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 0.5 <0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 1.6 <0.3 0.5
6.4 6.4 6.6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.6 6.2 6.5

      
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

2 5 2 3 3 2 5 29 2 6
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.7 8 <0.5 1

－267－－266－



原水
鳴滝水源

単位 水道水の水質基準 R3.4.21 R3.5.20 R3.6.16 R3.7.14 R3.8.19
－ － 晴 曇 雨 晴 雨
℃ － 19 22 21 27 22
℃ － 12 13 15 18 19

個/mL 100以下 2 68 ≧300 ≧300 ≧300
検出されないこと 検出せず 検出 検出 検出 検出

mg/L 0.003以下    <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.04以下    <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下    1.1  
mg/L 0.8以下    <0.08  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.002以下    <0.0002  
mg/L 0.05以下    <0.005  

mg/L 0.04以下    <0.004  

mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.6以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.06以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.09以下      
mg/L 0.08以下      
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.2以下 0.10   0.93  
mg/L 0.3以下 0.03   0.38  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 200以下    8.2  
mg/L 0.05以下    0.012  
mg/L 200以下 11 11 10 9.9 11
mg/L 300以下    17  
mg/L 500以下    75  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.005  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 0.4 0.4 1.6 1.2

5.8-8.6 6.6 6.5 6.5 6.4 6.2
異常でないこと      
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 2 3 4 29 7
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 8 <0.5濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.16 R3.10.21 R3.11.18 R3.12.14 R4.1.20 R4.2.21 R4.3.15 最高 最低 平均
晴 雨 晴 晴 曇 曇 曇 － － －
25 14 16 12 4 2 14 27 2 17
19 17 15 8 7 6 8 19 6 13
19 86 6 17 16 11 18 ≧300 2 95

検出 検出 検出 検出 検出 検出 検出 検出 検出せず 11回検出
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
       1.1 1.1 1.1
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       <0.1 <0.1 <0.1
 0.28   0.11   0.93 0.10 0.36
 0.09   0.05   0.38 0.03 0.14
       <0.1 <0.1 <0.1
       8.2 8.2 8.2
       0.012 0.012 0.012

11 12 11 11 15 15 13 15 9.9 12
       17 17 17
       75 75 75
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 0.5 <0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 1.6 <0.3 0.5
6.4 6.4 6.6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.6 6.2 6.5

      
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

2 5 2 3 3 2 5 29 2 6
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.7 8 <0.5 1

－267－－266－



原水
青谷小畑水源

単位 水道水の水質基準 R3.4.21 R3.5.20 R3.6.16 R3.7.14 R3.8.19
－ － 晴 曇 雨 晴 雨
℃ － 17 20 20 26 21
℃ － 11 13 15 17 15

個/mL 100以下 6 32 200 230 120
検出されないこと 検出 検出 検出 検出 検出

mg/L 0.003以下    <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.04以下    <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下    0.3  
mg/L 0.8以下    <0.08  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.002以下    <0.0002  
mg/L 0.05以下    <0.005  

mg/L 0.04以下    <0.004  

mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.6以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.06以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.09以下      
mg/L 0.08以下      
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.2以下 0.02   0.16  
mg/L 0.3以下    0.06  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 200以下    5.7  
mg/L 0.05以下    <0.005  
mg/L 200以下 6.8 6.8 6.3 7.7 7.0
mg/L 300以下    13  
mg/L 500以下    53  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.005  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 0.7 0.4 <0.3

5.8-8.6 7.4 7.4 7.3 7.1 7.4
異常でないこと      
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 1 2 6 5 3
度 2度以下 <0.5 <0.5 1 2 1濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.16 R3.10.21 R3.11.18 R3.12.14 R4.1.20 R4.2.17 R4.3.15 最高 最低 平均
晴 雨 晴 晴 曇 雪 曇 － － －
22 12 13 4 2 3 7 26 2 14
14 12 10 7 3 4 8 17 3 11
69 53 31 22 27 5 41 230 5 70

検出 検出 検出 検出 検出せず 検出せず 検出せず 検出 検出せず 9回検出
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
       0.3 0.3 0.3
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       <0.1 <0.1 <0.1
 0.13   0.04   0.16 0.02 0.09
       0.06 0.06 0.06
       <0.1 <0.1 <0.1
       5.7 5.7 5.7
       <0.005 <0.005 <0.005

6.8 7.3 6.9 6.8 7.0 7.4 7.5 7.7 6.3 7.0
       13 13 13
       53 53 53
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.7 <0.3 <0.3
7.4 7.5 7.5 7.4 7.3 7.4 7.3 7.5 7.1 7.4

      
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

2 3 2 2 2 1 4 6 1 3
0.6 1 0.5 <0.5 0.6 <0.5 2 2 <0.5 0.7

－269－－268－



原水
青谷小畑水源

単位 水道水の水質基準 R3.4.21 R3.5.20 R3.6.16 R3.7.14 R3.8.19
－ － 晴 曇 雨 晴 雨
℃ － 17 20 20 26 21
℃ － 11 13 15 17 15

個/mL 100以下 6 32 200 230 120
検出されないこと 検出 検出 検出 検出 検出

mg/L 0.003以下    <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.04以下    <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下    0.3  
mg/L 0.8以下    <0.08  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.002以下    <0.0002  
mg/L 0.05以下    <0.005  

mg/L 0.04以下    <0.004  

mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.6以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.06以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.09以下      
mg/L 0.08以下      
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.2以下 0.02   0.16  
mg/L 0.3以下    0.06  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 200以下    5.7  
mg/L 0.05以下    <0.005  
mg/L 200以下 6.8 6.8 6.3 7.7 7.0
mg/L 300以下    13  
mg/L 500以下    53  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.005  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 0.7 0.4 <0.3

5.8-8.6 7.4 7.4 7.3 7.1 7.4
異常でないこと      
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 1 2 6 5 3
度 2度以下 <0.5 <0.5 1 2 1濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.16 R3.10.21 R3.11.18 R3.12.14 R4.1.20 R4.2.17 R4.3.15 最高 最低 平均
晴 雨 晴 晴 曇 雪 曇 － － －
22 12 13 4 2 3 7 26 2 14
14 12 10 7 3 4 8 17 3 11
69 53 31 22 27 5 41 230 5 70

検出 検出 検出 検出 検出せず 検出せず 検出せず 検出 検出せず 9回検出
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
       0.3 0.3 0.3
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       <0.1 <0.1 <0.1
 0.13   0.04   0.16 0.02 0.09
       0.06 0.06 0.06
       <0.1 <0.1 <0.1
       5.7 5.7 5.7
       <0.005 <0.005 <0.005

6.8 7.3 6.9 6.8 7.0 7.4 7.5 7.7 6.3 7.0
       13 13 13
       53 53 53
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.7 <0.3 <0.3
7.4 7.5 7.5 7.4 7.3 7.4 7.3 7.5 7.1 7.4

      
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

2 3 2 2 2 1 4 6 1 3
0.6 1 0.5 <0.5 0.6 <0.5 2 2 <0.5 0.7

－269－－268－



原水
河原水源地

単位 水道水の水質基準 R3.4.21 R3.5.20 R3.6.16 R3.7.14 R3.8.19
－ － 晴 曇 雨 晴 雨
℃ － 19 22 21 29 22
℃ － 16 16 17 17 16

個/mL 100以下 38 43 8 23 13
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下    <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.04以下    <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下    0.2  
mg/L 0.8以下    0.1  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.002以下    <0.0002  
mg/L 0.05以下    <0.005  

mg/L 0.04以下    <0.004  

mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.6以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.06以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.09以下      
mg/L 0.08以下      
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.3以下    <0.03  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 200以下    12  
mg/L 0.05以下    <0.005  
mg/L 200以下 11 11 11 11 11
mg/L 300以下    52  
mg/L 500以下    110  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.005  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
異常でないこと      
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.16 R3.10.21 R3.11.18 R3.12.14 R4.1.20 R4.2.21 R4.3.15 最高 最低 平均
晴 雨 晴 晴 曇 曇 曇 － － －
27 12 16 6 3 1 12 29 1 16
19 15 16 14 15 14 15 19 14 16
21 18 28 48 40 25 30 48 8 28

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
       0.2 0.2 0.2
       0.1 0.1 0.1
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       12 12 12
       <0.005 <0.005 <0.005

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
       52 52 52
       110 110 110
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
6.8 6.8 6.8 6.8 6.9 6.9 6.8 6.9 6.8 6.8

      
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
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原水
河原水源地

単位 水道水の水質基準 R3.4.21 R3.5.20 R3.6.16 R3.7.14 R3.8.19
－ － 晴 曇 雨 晴 雨
℃ － 19 22 21 29 22
℃ － 16 16 17 17 16

個/mL 100以下 38 43 8 23 13
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下    <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.04以下    <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下    0.2  
mg/L 0.8以下    0.1  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.002以下    <0.0002  
mg/L 0.05以下    <0.005  

mg/L 0.04以下    <0.004  

mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.6以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.06以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.1以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.03以下      
mg/L 0.09以下      
mg/L 0.08以下      
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.3以下    <0.03  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 200以下    12  
mg/L 0.05以下    <0.005  
mg/L 200以下 11 11 11 11 11
mg/L 300以下    52  
mg/L 500以下    110  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.005  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
異常でないこと      
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.16 R3.10.21 R3.11.18 R3.12.14 R4.1.20 R4.2.21 R4.3.15 最高 最低 平均
晴 雨 晴 晴 曇 曇 曇 － － －
27 12 16 6 3 1 12 29 1 16
19 15 16 14 15 14 15 19 14 16
21 18 28 48 40 25 30 48 8 28

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
       0.2 0.2 0.2
       0.1 0.1 0.1
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       12 12 12
       <0.005 <0.005 <0.005

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
       52 52 52
       110 110 110
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
6.8 6.8 6.8 6.8 6.9 6.9 6.8 6.9 6.8 6.8

      
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

－271－－270－



給水栓水
青谷町夏泊（不動山水源・鳴滝水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.12 R3.5.17 R3.6.8 R3.7.6 R3.8.3
－ － 晴 雨 曇 曇 晴
℃ － 15 17 25 27 30
℃ － 13 16 19 22 26

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003   <0.0003  
mg/L 0.0005以下 <0.00005   <0.00005  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 0.2   0.2  
mg/L 0.8以下 <0.08   <0.08  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.002以下 <0.0002   <0.0002  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  

mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  

mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 200以下 7.8   7.8  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  
mg/L 200以下 9.2 9.3 9.3 9.3 9.6
mg/L 300以下 24   25  
mg/L 500以下 77   80  
mg/L 0.2以下 <0.02   <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下 <0.005   <0.005  
mg/L 0.005以下 <0.0005   <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.4 0.3 0.4 0.3 0.2
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.6 R3.10.12 R3.11.10 R3.12.8 R4.1.12 R4.2.9 R4.3.8 最高 最低 平均
曇 曇 晴 曇 曇 晴 晴 － － －
27 18 15 13 4 8 9 30 4 17
24 23 16 12 5 7 7 26 5 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
 <0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005   <0.00005   <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.2   0.2   0.2 0.2 0.2
 <0.08   <0.08   <0.08 <0.08 <0.08
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.07   0.09   0.09 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 7.8   8.0   8.0 7.8 7.9
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

9.5 9.3 9.4 9.4 9.4 9.7 9.6 9.7 9.2 9.4
 25   24   25 24 25
 85   78   85 77 80
 <0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005
 <0.0005   <0.0005   <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.6 7.7 7.7 7.7 7.6 7.6 7.6 7.7 7.6 7.6

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.1 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.1 0.3
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
青谷町夏泊（不動山水源・鳴滝水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.12 R3.5.17 R3.6.8 R3.7.6 R3.8.3
－ － 晴 雨 曇 曇 晴
℃ － 15 17 25 27 30
℃ － 13 16 19 22 26

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003   <0.0003  
mg/L 0.0005以下 <0.00005   <0.00005  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 0.2   0.2  
mg/L 0.8以下 <0.08   <0.08  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.002以下 <0.0002   <0.0002  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  

mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  

mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 200以下 7.8   7.8  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  
mg/L 200以下 9.2 9.3 9.3 9.3 9.6
mg/L 300以下 24   25  
mg/L 500以下 77   80  
mg/L 0.2以下 <0.02   <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下 <0.005   <0.005  
mg/L 0.005以下 <0.0005   <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.4 0.3 0.4 0.3 0.2
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.6 R3.10.12 R3.11.10 R3.12.8 R4.1.12 R4.2.9 R4.3.8 最高 最低 平均
曇 曇 晴 曇 曇 晴 晴 － － －
27 18 15 13 4 8 9 30 4 17
24 23 16 12 5 7 7 26 5 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
 <0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005   <0.00005   <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.2   0.2   0.2 0.2 0.2
 <0.08   <0.08   <0.08 <0.08 <0.08
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.07   0.09   0.09 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 7.8   8.0   8.0 7.8 7.9
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

9.5 9.3 9.4 9.4 9.4 9.7 9.6 9.7 9.2 9.4
 25   24   25 24 25
 85   78   85 77 80
 <0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005
 <0.0005   <0.0005   <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.6 7.7 7.7 7.7 7.6 7.6 7.6 7.7 7.6 7.6

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.1 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.1 0.3
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
青谷町山田（不動山水源・鳴滝水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.12 R3.5.17 R3.6.8 R3.7.6 R3.8.3
－ － 晴 雨 曇 曇 晴
℃ － 18 16 23 26 29
℃ － 13 18 21 24 29

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003   <0.0003  
mg/L 0.0005以下 <0.00005   <0.00005  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 0.2   0.2  
mg/L 0.8以下 <0.08   <0.08  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.002以下 <0.0002   <0.0002  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  

mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  

mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 200以下 7.8   8.0  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  
mg/L 200以下 9.2 9.3 9.3 9.3 9.6
mg/L 300以下 25   25  
mg/L 500以下 77   81  
mg/L 0.2以下 <0.02   <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下 <0.005   <0.005  
mg/L 0.005以下 <0.0005   <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.6 7.6 7.7 7.6 7.7
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.6 R3.10.12 R3.11.10 R3.12.8 R4.1.12 R4.2.9 R4.3.8 最高 最低 平均
曇 雨 晴 曇 雪 晴 晴 － － －
27 19 17 12 3 7 10 29 3 17
24 20 15 11 8 5 7 29 5 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
 <0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005   <0.00005   <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.2   0.2   0.2 0.2 0.2
 <0.08   <0.08   <0.08 <0.08 <0.08
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.07   0.08   0.08 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 8.0   8.0   8.0 7.8 8.0
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

9.5 9.2 9.5 9.4 9.4 9.6 9.6 9.6 9.2 9.4
 25   25   25 25 25
 83   81   83 77 81
 <0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005
 <0.0005   <0.0005   <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.7 7.8 7.8 7.7 7.6 7.6 7.6 7.8 7.6 7.7

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.4 0.5 0.2 0.3
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
青谷町山田（不動山水源・鳴滝水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.12 R3.5.17 R3.6.8 R3.7.6 R3.8.3
－ － 晴 雨 曇 曇 晴
℃ － 18 16 23 26 29
℃ － 13 18 21 24 29

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003   <0.0003  
mg/L 0.0005以下 <0.00005   <0.00005  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 0.2   0.2  
mg/L 0.8以下 <0.08   <0.08  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.002以下 <0.0002   <0.0002  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  

mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  

mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 200以下 7.8   8.0  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  
mg/L 200以下 9.2 9.3 9.3 9.3 9.6
mg/L 300以下 25   25  
mg/L 500以下 77   81  
mg/L 0.2以下 <0.02   <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下 <0.005   <0.005  
mg/L 0.005以下 <0.0005   <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.6 7.6 7.7 7.6 7.7
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.6 R3.10.12 R3.11.10 R3.12.8 R4.1.12 R4.2.9 R4.3.8 最高 最低 平均
曇 雨 晴 曇 雪 晴 晴 － － －
27 19 17 12 3 7 10 29 3 17
24 20 15 11 8 5 7 29 5 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
 <0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005   <0.00005   <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.2   0.2   0.2 0.2 0.2
 <0.08   <0.08   <0.08 <0.08 <0.08
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.07   0.08   0.08 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 8.0   8.0   8.0 7.8 8.0
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

9.5 9.2 9.5 9.4 9.4 9.6 9.6 9.6 9.2 9.4
 25   25   25 25 25
 83   81   83 77 81
 <0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005
 <0.0005   <0.0005   <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.7 7.8 7.8 7.7 7.6 7.6 7.6 7.8 7.6 7.7

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.4 0.5 0.2 0.3
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
青谷町大坪（不動山水源・鳴滝水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.12 R3.5.17 R3.6.8 R3.7.6 R3.8.3
－ － 晴 雨 曇 曇 晴
℃ － 17 16 27 26 29
℃ － 14 20 21 24 26

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003   <0.0003  
mg/L 0.0005以下 <0.00005   <0.00005  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 0.2   0.2  
mg/L 0.8以下 <0.08   <0.08  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.002以下 <0.0002   <0.0002  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  

mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  

mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 200以下 7.7   7.7  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  
mg/L 200以下 9.2 9.3 9.3 9.3 9.6
mg/L 300以下 24   25  
mg/L 500以下 74   73  
mg/L 0.2以下 <0.02   <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下 <0.005   <0.005  
mg/L 0.005以下 <0.0005   <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.5 7.5 7.5 7.4 7.4
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.6 R3.10.12 R3.11.10 R3.12.8 R4.1.12 R4.2.9 R4.3.8 最高 最低 平均
曇 曇 晴 曇 雪 晴 晴 － － －
28 19 18 14 3 6 10 29 3 18
25 21 16 10 6 6 7 26 6 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
 <0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005   <0.00005   <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.2   0.2   0.2 0.2 0.2
 <0.08   <0.08   <0.08 <0.08 <0.08
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.08   0.09   0.09 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 7.7   8.0   8.0 7.7 7.8
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

9.5 9.1 9.5 9.4 9.4 9.6 9.7 9.7 9.1 9.4
 25   24   25 24 25
 86   80   86 73 78
 <0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005
 <0.0005   <0.0005   <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.4 7.4 7.5 7.6 7.5 7.5 7.5 7.6 7.4 7.5

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.2 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.2 0.3
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
青谷町大坪（不動山水源・鳴滝水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.12 R3.5.17 R3.6.8 R3.7.6 R3.8.3
－ － 晴 雨 曇 曇 晴
℃ － 17 16 27 26 29
℃ － 14 20 21 24 26

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003   <0.0003  
mg/L 0.0005以下 <0.00005   <0.00005  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 0.2   0.2  
mg/L 0.8以下 <0.08   <0.08  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.002以下 <0.0002   <0.0002  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  

mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  

mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 200以下 7.7   7.7  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  
mg/L 200以下 9.2 9.3 9.3 9.3 9.6
mg/L 300以下 24   25  
mg/L 500以下 74   73  
mg/L 0.2以下 <0.02   <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下 <0.005   <0.005  
mg/L 0.005以下 <0.0005   <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.5 7.5 7.5 7.4 7.4
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.6 R3.10.12 R3.11.10 R3.12.8 R4.1.12 R4.2.9 R4.3.8 最高 最低 平均
曇 曇 晴 曇 雪 晴 晴 － － －
28 19 18 14 3 6 10 29 3 18
25 21 16 10 6 6 7 26 6 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
 <0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005   <0.00005   <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.2   0.2   0.2 0.2 0.2
 <0.08   <0.08   <0.08 <0.08 <0.08
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.08   0.09   0.09 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 7.7   8.0   8.0 7.7 7.8
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

9.5 9.1 9.5 9.4 9.4 9.6 9.7 9.7 9.1 9.4
 25   24   25 24 25
 86   80   86 73 78
 <0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005
 <0.0005   <0.0005   <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.4 7.4 7.5 7.6 7.5 7.5 7.5 7.6 7.4 7.5

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.2 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.2 0.3
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
青谷町絹見（不動山水源・鳴滝水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.12 R3.5.17 R3.6.8 R3.7.6 R3.8.3
－ － 晴 雨 曇 曇 晴
℃ － 18 16 28 27 31
℃ － 15 20 24 25 31

個/mL 100以下 0 0 0 0 1
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003   <0.0003  
mg/L 0.0005以下 <0.00005   <0.00005  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 0.2   0.2  
mg/L 0.8以下 <0.08   <0.08  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.002以下 <0.0002   <0.0002  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  

mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  

mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 200以下 7.6   7.6  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  
mg/L 200以下 9.2 9.4 9.4 9.3 9.7
mg/L 300以下 23   24  
mg/L 500以下 74   76  
mg/L 0.2以下 <0.02   <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下 <0.005   <0.005  
mg/L 0.005以下 <0.0005   <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.6 R3.10.12 R3.11.10 R3.12.8 R4.1.12 R4.2.9 R4.3.8 最高 最低 平均
曇 雨 晴 曇 雪 晴 晴 － － －
27 19 17 12 3 9 9 31 3 18
26 24 16 10 5 5 7 31 5 17
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
 <0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005   <0.00005   <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.2   0.2   0.2 0.2 0.2
 <0.08   <0.08   <0.08 <0.08 <0.08
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.08   0.10   0.1 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 7.8   7.9   7.9 7.6 7.7
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

9.5 9.2 9.5 9.4 9.4 9.6 9.6 9.7 9.2 9.4
 24   24   24 23 24
 84   81   84 74 79
 <0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005
 <0.0005   <0.0005   <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.4 7.5 7.6 7.6 7.5 7.5 7.4 7.6 7.4 7.5

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.2 0.3
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
青谷町絹見（不動山水源・鳴滝水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.12 R3.5.17 R3.6.8 R3.7.6 R3.8.3
－ － 晴 雨 曇 曇 晴
℃ － 18 16 28 27 31
℃ － 15 20 24 25 31

個/mL 100以下 0 0 0 0 1
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003   <0.0003  
mg/L 0.0005以下 <0.00005   <0.00005  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下 0.2   0.2  
mg/L 0.8以下 <0.08   <0.08  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.002以下 <0.0002   <0.0002  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  

mg/L 0.04以下 <0.004   <0.004  

mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1   <0.1  
mg/L 200以下 7.6   7.6  
mg/L 0.05以下 <0.005   <0.005  
mg/L 200以下 9.2 9.4 9.4 9.3 9.7
mg/L 300以下 23   24  
mg/L 500以下 74   76  
mg/L 0.2以下 <0.02   <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下 <0.005   <0.005  
mg/L 0.005以下 <0.0005   <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.6 R3.10.12 R3.11.10 R3.12.8 R4.1.12 R4.2.9 R4.3.8 最高 最低 平均
曇 雨 晴 曇 雪 晴 晴 － － －
27 19 17 12 3 9 9 31 3 18
26 24 16 10 5 5 7 31 5 17
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
 <0.0003   <0.0003   <0.0003 <0.0003 <0.0003
 <0.00005   <0.00005   <0.00005 <0.00005 <0.00005
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.2   0.2   0.2 0.2 0.2
 <0.08   <0.08   <0.08 <0.08 <0.08
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 <0.0002   <0.0002   <0.0002 <0.0002 <0.0002
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

 <0.004   <0.004   <0.004 <0.004 <0.004

 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 0.08   0.10   0.1 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
<0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

 <0.1   <0.1   <0.1 <0.1 <0.1
 7.8   7.9   7.9 7.6 7.7
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005

9.5 9.2 9.5 9.4 9.4 9.6 9.6 9.7 9.2 9.4
 24   24   24 23 24
 84   81   84 74 79
 <0.02   <0.02   <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
 <0.005   <0.005   <0.005 <0.005 <0.005
 <0.0005   <0.0005   <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.4 7.5 7.6 7.6 7.5 7.5 7.4 7.6 7.4 7.5

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.2 0.3
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
青谷町小畑（青谷小畑水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.12 R3.5.17 R3.6.8 R3.7.6 R3.8.3
－ － 晴 雨 曇 曇 晴
℃ － 15 17 26 27 30
℃ － 12 18 20 23 26

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下    <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下    <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下    0.3  
mg/L 0.8以下    <0.08  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.002以下    <0.0002  
mg/L 0.05以下    <0.005  

mg/L 0.04以下    <0.004  

mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 0.03 0.03 <0.02
mg/L 0.3以下    <0.03  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 200以下    6.2  
mg/L 0.05以下    <0.005  
mg/L 200以下 8.2 8.3 8.2 8.2 8.6
mg/L 300以下    16  
mg/L 500以下    60  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.005  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.6 R3.10.12 R3.11.10 R3.12.8 R4.1.12 R4.2.9 R4.3.8 最高 最低 平均
曇 雨 晴 曇 雪 晴 晴 － － －
26 19 16 12 3 7 10 30 3 17
23 21 14 8 4 4 5 26 4 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
       0.3 0.3 0.3
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1

<0.02 <0.02 0.03 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.03 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       6.2 6.2 6.2
       <0.005 <0.005 <0.005

8.3 8.3 8.3 8.1 8.2 8.1 8.9 8.9 8.1 8.3
       16 16 16
       60 60 60
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.2 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.3 7.1 7.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2 0.3
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－281－－280－



給水栓水
青谷町小畑（青谷小畑水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.12 R3.5.17 R3.6.8 R3.7.6 R3.8.3
－ － 晴 雨 曇 曇 晴
℃ － 15 17 26 27 30
℃ － 12 18 20 23 26

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下    <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下    <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下    0.3  
mg/L 0.8以下    <0.08  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.002以下    <0.0002  
mg/L 0.05以下    <0.005  

mg/L 0.04以下    <0.004  

mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 0.03 0.03 <0.02
mg/L 0.3以下    <0.03  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 200以下    6.2  
mg/L 0.05以下    <0.005  
mg/L 200以下 8.2 8.3 8.2 8.2 8.6
mg/L 300以下    16  
mg/L 500以下    60  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.005  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.6 R3.10.12 R3.11.10 R3.12.8 R4.1.12 R4.2.9 R4.3.8 最高 最低 平均
曇 雨 晴 曇 雪 晴 晴 － － －
26 19 16 12 3 7 10 30 3 17
23 21 14 8 4 4 5 26 4 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
       0.3 0.3 0.3
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1

<0.02 <0.02 0.03 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.03 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       6.2 6.2 6.2
       <0.005 <0.005 <0.005

8.3 8.3 8.3 8.1 8.2 8.1 8.9 8.9 8.1 8.3
       16 16 16
       60 60 60
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.2 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.3 7.1 7.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2 0.3
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－281－－280－



給水栓水
青谷町山根（河原水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.12 R3.5.17 R3.6.8 R3.7.6 R3.8.3
－ － 晴 雨 曇 曇 晴
℃ － 14 18 25 25 30
℃ － 11 18 21 24 26

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下    <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下    <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下    0.3  
mg/L 0.8以下    <0.08  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.002以下    <0.0002  
mg/L 0.05以下    <0.005  

mg/L 0.04以下    <0.004  

mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.3以下    <0.03  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 200以下    7.0  
mg/L 0.05以下    <0.005  
mg/L 200以下 8.7 8.7 8.9 8.5 9.6
mg/L 300以下    22  
mg/L 500以下    70  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.005  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.1 7.2 7.2 7.1 7.0
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.6 R3.10.12 R3.11.10 R3.12.8 R4.1.12 R4.2.9 R4.3.8 最高 最低 平均
曇 雨 晴 曇 雪 晴 晴 － － －
25 18 15 12 4 6 6 30 4 17
23 21 14 8 4 4 6 26 4 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
       0.3 0.3 0.3
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       7.0 7.0 7.0
       <0.005 <0.005 <0.005

9.3 9.2 9.0 8.6 8.5 8.3 8.8 9.6 8.3 8.8
       22 22 22
       70 70 70
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.2 7.0 7.1

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 0.3
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
青谷町山根（河原水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.12 R3.5.17 R3.6.8 R3.7.6 R3.8.3
－ － 晴 雨 曇 曇 晴
℃ － 14 18 25 25 30
℃ － 11 18 21 24 26

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下    <0.0003  
mg/L 0.0005以下    <0.00005  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.04以下    <0.004  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 10以下    0.3  
mg/L 0.8以下    <0.08  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.002以下    <0.0002  
mg/L 0.05以下    <0.005  

mg/L 0.04以下    <0.004  

mg/L 0.02以下    <0.002  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.01以下    <0.001  
mg/L 0.6以下 <0.06   <0.06  
mg/L 0.02以下 <0.002   <0.002  
mg/L 0.06以下 <0.006   <0.006  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.01以下 <0.001   <0.001  
mg/L 0.1以下 <0.01   <0.01  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.03以下 <0.003   <0.003  
mg/L 0.09以下 <0.009   <0.009  
mg/L 0.08以下 <0.008   <0.008  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.3以下    <0.03  
mg/L 1.0以下    <0.1  
mg/L 200以下    7.0  
mg/L 0.05以下    <0.005  
mg/L 200以下 8.7 8.7 8.9 8.5 9.6
mg/L 300以下    22  
mg/L 500以下    70  
mg/L 0.2以下    <0.02  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.00001以下    <0.000001  
mg/L 0.02以下    <0.005  
mg/L 0.005以下    <0.0005  
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.1 7.2 7.2 7.1 7.0
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.6 R3.10.12 R3.11.10 R3.12.8 R4.1.12 R4.2.9 R4.3.8 最高 最低 平均
曇 雨 晴 曇 雪 晴 晴 － － －
25 18 15 12 4 6 6 30 4 17
23 21 14 8 4 4 6 26 4 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
       0.3 0.3 0.3
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
 <0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06
 <0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002
 <0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001
 <0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003
 <0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009
 <0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008
       <0.1 <0.1 <0.1

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       7.0 7.0 7.0
       <0.005 <0.005 <0.005

9.3 9.2 9.0 8.6 8.5 8.3 8.8 9.6 8.3 8.8
       22 22 22
       70 70 70
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.2 7.0 7.1

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 0.3
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－283－－282－



（サ）青谷地域(統合前簡水区域)
原水

長和瀬水源 早牛水源 露谷水源
単位 水道水の水質基準 R3.11.9 R3.6.1 R3.6.1
－ － 晴 晴 晴
℃ － 17.0 15.5 13.0
℃ － 16.5 13.0 16.0

個/mL 100以下 16 36 0
検出されないこと 検出せず 検出 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005 <0.00005 <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 10以下 0.5 1.0 1.3
mg/L 0.8以下 <0.08 <0.08 <0.08
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.6以下    
mg/L 0.02以下    
mg/L 0.06以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.01以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.09以下    
mg/L 0.08以下    
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 200以下 17 8.5 10
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 200以下 43 9.8 12
mg/L 300以下 79 26 39
mg/L 500以下 190 77 110
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 0.005以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.3 7.5 7.1
異常でないこと    
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5

色度
濁度

非イオン界面活性剤
フェノール類

有機物(全有機炭素(TOC)の量)
ｐＨ値
味
臭気

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

臭素酸
総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

大腸菌
カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物

　年１回検査を実施している浄水場、水源地

項目
天候
気温
水温

一般細菌

　原水
桑原水源

単位 水道水の水質基準 R3.5.10 R3.8.16 R3.11.9 R4.2.3 平均
－ － 晴 曇 晴 曇 －
℃ － 15.0 13.0 14.0 2.5 11.1
℃ － 12.5 17.0 12.5 7.0 11.8

個/mL 100以下   31  31
検出されないこと   検出  検出

mg/L 0.003以下   <0.0003  <0.0003
mg/L 0.0005以下   <0.00005  <0.00005
mg/L 0.01以下   <0.001  <0.001
mg/L 0.01以下   <0.001  <0.001
mg/L 0.01以下   <0.001  <0.001
mg/L 0.02以下   <0.002  <0.002
mg/L 0.04以下   <0.004  <0.004
mg/L 0.01以下   <0.001  <0.001
mg/L 10以下   0.4  0.4
mg/L 0.8以下   <0.08  <0.08
mg/L 1.0以下   <0.1  <0.1
mg/L 0.002以下   <0.0002  <0.0002
mg/L 0.05以下   <0.005  <0.005

mg/L 0.04以下   <0.004  <0.004

mg/L 0.02以下   <0.002  <0.002
mg/L 0.01以下   <0.001  <0.001
mg/L 0.01以下   <0.001  <0.001
mg/L 0.01以下   <0.001  <0.001
mg/L 0.6以下     
mg/L 0.02以下     
mg/L 0.06以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.01以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.09以下     
mg/L 0.08以下     
mg/L 1.0以下   <0.1  <0.1
mg/L 0.2以下 0.03 0.06 0.05 0.02 0.04
mg/L 0.3以下   <0.03  <0.03
mg/L 1.0以下   <0.1  <0.1
mg/L 200以下   6.2  6.2
mg/L 0.05以下   <0.005  <0.005
mg/L 200以下   7.1  7.1
mg/L 300以下   19  19
mg/L 500以下   61  61
mg/L 0.2以下   <0.02  <0.02
mg/L 0.00001以下   <0.000001  <0.000001
mg/L 0.00001以下   <0.000001  <0.000001
mg/L 0.02以下   <0.005  <0.005
mg/L 0.005以下   <0.0005  <0.0005
mg/L 3以下   0.6  0.6

5.8-8.6 7.6 7.3 7.6 7.5 7.5
異常でないこと     
異常でないこと   異常なし  異常なし

度 5度以下 1 2 3 <1 2
度 2度以下 0.5 <0.5 0.5 <0.5 <0.5濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌
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（サ）青谷地域(統合前簡水区域)
原水

長和瀬水源 早牛水源 露谷水源
単位 水道水の水質基準 R3.11.9 R3.6.1 R3.6.1
－ － 晴 晴 晴
℃ － 17.0 15.5 13.0
℃ － 16.5 13.0 16.0

個/mL 100以下 16 36 0
検出されないこと 検出せず 検出 検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005 <0.00005 <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 10以下 0.5 1.0 1.3
mg/L 0.8以下 <0.08 <0.08 <0.08
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004 <0.004 <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002 <0.002 <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.6以下    
mg/L 0.02以下    
mg/L 0.06以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.01以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.09以下    
mg/L 0.08以下    
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.3以下 <0.03 <0.03 <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 200以下 17 8.5 10
mg/L 0.05以下 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 200以下 43 9.8 12
mg/L 300以下 79 26 39
mg/L 500以下 190 77 110
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L 0.005以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.3 7.5 7.1
異常でないこと    
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5

色度
濁度

非イオン界面活性剤
フェノール類

有機物(全有機炭素(TOC)の量)
ｐＨ値
味
臭気

塩化物イオン
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

臭素酸
総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド

ベンゼン
塩素酸

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

四塩化炭素
1,4-ジオキサン

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

六価クロム化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

大腸菌
カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物

　年１回検査を実施している浄水場、水源地

項目
天候
気温
水温

一般細菌

　原水
桑原水源

単位 水道水の水質基準 R3.5.10 R3.8.16 R3.11.9 R4.2.3 平均
－ － 晴 曇 晴 曇 －
℃ － 15.0 13.0 14.0 2.5 11.1
℃ － 12.5 17.0 12.5 7.0 11.8

個/mL 100以下   31  31
検出されないこと   検出  検出

mg/L 0.003以下   <0.0003  <0.0003
mg/L 0.0005以下   <0.00005  <0.00005
mg/L 0.01以下   <0.001  <0.001
mg/L 0.01以下   <0.001  <0.001
mg/L 0.01以下   <0.001  <0.001
mg/L 0.02以下   <0.002  <0.002
mg/L 0.04以下   <0.004  <0.004
mg/L 0.01以下   <0.001  <0.001
mg/L 10以下   0.4  0.4
mg/L 0.8以下   <0.08  <0.08
mg/L 1.0以下   <0.1  <0.1
mg/L 0.002以下   <0.0002  <0.0002
mg/L 0.05以下   <0.005  <0.005

mg/L 0.04以下   <0.004  <0.004

mg/L 0.02以下   <0.002  <0.002
mg/L 0.01以下   <0.001  <0.001
mg/L 0.01以下   <0.001  <0.001
mg/L 0.01以下   <0.001  <0.001
mg/L 0.6以下     
mg/L 0.02以下     
mg/L 0.06以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.01以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.09以下     
mg/L 0.08以下     
mg/L 1.0以下   <0.1  <0.1
mg/L 0.2以下 0.03 0.06 0.05 0.02 0.04
mg/L 0.3以下   <0.03  <0.03
mg/L 1.0以下   <0.1  <0.1
mg/L 200以下   6.2  6.2
mg/L 0.05以下   <0.005  <0.005
mg/L 200以下   7.1  7.1
mg/L 300以下   19  19
mg/L 500以下   61  61
mg/L 0.2以下   <0.02  <0.02
mg/L 0.00001以下   <0.000001  <0.000001
mg/L 0.00001以下   <0.000001  <0.000001
mg/L 0.02以下   <0.005  <0.005
mg/L 0.005以下   <0.0005  <0.0005
mg/L 3以下   0.6  0.6

5.8-8.6 7.6 7.3 7.6 7.5 7.5
異常でないこと     
異常でないこと   異常なし  異常なし

度 5度以下 1 2 3 <1 2
度 2度以下 0.5 <0.5 0.5 <0.5 <0.5濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

－285－－284－



　原水
蔵内水源

単位 水道水の水質基準 R3.6.1 R3.9.2 R3.12.8 R4.3.9 平均
－ － 晴 雨 曇 晴 －
℃ － 16.0 13.0 10.0 14.0 13.3
℃ － 14.5 16.0 12.0 12.0 13.6

個/mL 100以下 0    0
検出されないこと 検出せず    検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003    <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005    <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004    <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 10以下 0.4    0.4
mg/L 0.8以下 <0.08    <0.08
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002    <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005    <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004    <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.6以下    
mg/L 0.02以下    
mg/L 0.06以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.01以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.09以下    
mg/L 0.08以下    
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 0.2以下 0.02 0.08 0.07 0.04 0.05
mg/L 0.3以下 <0.03    <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 200以下 11    11
mg/L 0.05以下 <0.005    <0.005
mg/L 200以下 13    13
mg/L 300以下 34    34
mg/L 500以下 94    94
mg/L 0.2以下 <0.02    <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001    <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001    <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.005    <0.005
mg/L 0.005以下 <0.0005    <0.0005
mg/L 3以下 <0.3    <0.3

5.8-8.6 6.9 6.9 7.1 7.0 7.0
異常でないこと    
異常でないこと 異常なし    異常なし

度 5度以下 <1 1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

　原水
八葉寺水源

単位 水道水の水質基準 R3.5.10 R3.8.16 R3.11.9 R4.2.3 平均
－ － 晴 曇 晴 曇 －
℃ － 12.0 13.0 13.5 4.0 10.6
℃ － 17.5 14.5 13.0 10.0 13.8

個/mL 100以下   5  5
検出されないこと   検出せず  検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003  <0.0003
mg/L 0.0005以下   <0.00005  <0.00005
mg/L 0.01以下   <0.001  <0.001
mg/L 0.01以下   <0.001  <0.001
mg/L 0.01以下   <0.001  <0.001
mg/L 0.02以下   <0.002  <0.002
mg/L 0.04以下   <0.004  <0.004
mg/L 0.01以下   <0.001  <0.001
mg/L 10以下   0.5  0.5
mg/L 0.8以下   <0.08  <0.08
mg/L 1.0以下   <0.1  <0.1
mg/L 0.002以下   <0.0002  <0.0002
mg/L 0.05以下   <0.005  <0.005

mg/L 0.04以下   <0.004  <0.004

mg/L 0.02以下   <0.002  <0.002
mg/L 0.01以下   <0.001  <0.001
mg/L 0.01以下   <0.001  <0.001
mg/L 0.01以下   <0.001  <0.001
mg/L 0.6以下     
mg/L 0.02以下     
mg/L 0.06以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.01以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.09以下     
mg/L 0.08以下     
mg/L 1.0以下   <0.1  <0.1
mg/L 0.2以下 0.14 <0.02 0.15 <0.02 0.07
mg/L 0.3以下   0.04  0.04
mg/L 1.0以下   <0.1  <0.1
mg/L 200以下   7.6  7.6
mg/L 0.05以下   <0.005  <0.005
mg/L 200以下   8.8  8.8
mg/L 300以下   23  23
mg/L 500以下   63  63
mg/L 0.2以下   <0.02  <0.02
mg/L 0.00001以下   <0.000001  <0.000001
mg/L 0.00001以下   <0.000001  <0.000001
mg/L 0.02以下   <0.005  <0.005
mg/L 0.005以下   <0.0005  <0.0005
mg/L 3以下   <0.3  <0.3

5.8-8.6 7.2 6.5 7.2 6.7 6.9
異常でないこと     
異常でないこと   異常なし  

度 5度以下 2 <1 2 <1 1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

－287－－286－



　原水
蔵内水源

単位 水道水の水質基準 R3.6.1 R3.9.2 R3.12.8 R4.3.9 平均
－ － 晴 雨 曇 晴 －
℃ － 16.0 13.0 10.0 14.0 13.3
℃ － 14.5 16.0 12.0 12.0 13.6

個/mL 100以下 0    0
検出されないこと 検出せず    検出せず

mg/L 0.003以下 <0.0003    <0.0003
mg/L 0.0005以下 <0.00005    <0.00005
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.04以下 <0.004    <0.004
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 10以下 0.4    0.4
mg/L 0.8以下 <0.08    <0.08
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 0.002以下 <0.0002    <0.0002
mg/L 0.05以下 <0.005    <0.005

mg/L 0.04以下 <0.004    <0.004

mg/L 0.02以下 <0.002    <0.002
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.01以下 <0.001    <0.001
mg/L 0.6以下    
mg/L 0.02以下    
mg/L 0.06以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.01以下    
mg/L 0.1以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.03以下    
mg/L 0.09以下    
mg/L 0.08以下    
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 0.2以下 0.02 0.08 0.07 0.04 0.05
mg/L 0.3以下 <0.03    <0.03
mg/L 1.0以下 <0.1    <0.1
mg/L 200以下 11    11
mg/L 0.05以下 <0.005    <0.005
mg/L 200以下 13    13
mg/L 300以下 34    34
mg/L 500以下 94    94
mg/L 0.2以下 <0.02    <0.02
mg/L 0.00001以下 <0.000001    <0.000001
mg/L 0.00001以下 <0.000001    <0.000001
mg/L 0.02以下 <0.005    <0.005
mg/L 0.005以下 <0.0005    <0.0005
mg/L 3以下 <0.3    <0.3

5.8-8.6 6.9 6.9 7.1 7.0 7.0
異常でないこと    
異常でないこと 異常なし    異常なし

度 5度以下 <1 1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

　原水
八葉寺水源

単位 水道水の水質基準 R3.5.10 R3.8.16 R3.11.9 R4.2.3 平均
－ － 晴 曇 晴 曇 －
℃ － 12.0 13.0 13.5 4.0 10.6
℃ － 17.5 14.5 13.0 10.0 13.8

個/mL 100以下   5  5
検出されないこと   検出せず  検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003  <0.0003
mg/L 0.0005以下   <0.00005  <0.00005
mg/L 0.01以下   <0.001  <0.001
mg/L 0.01以下   <0.001  <0.001
mg/L 0.01以下   <0.001  <0.001
mg/L 0.02以下   <0.002  <0.002
mg/L 0.04以下   <0.004  <0.004
mg/L 0.01以下   <0.001  <0.001
mg/L 10以下   0.5  0.5
mg/L 0.8以下   <0.08  <0.08
mg/L 1.0以下   <0.1  <0.1
mg/L 0.002以下   <0.0002  <0.0002
mg/L 0.05以下   <0.005  <0.005

mg/L 0.04以下   <0.004  <0.004

mg/L 0.02以下   <0.002  <0.002
mg/L 0.01以下   <0.001  <0.001
mg/L 0.01以下   <0.001  <0.001
mg/L 0.01以下   <0.001  <0.001
mg/L 0.6以下     
mg/L 0.02以下     
mg/L 0.06以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.01以下     
mg/L 0.1以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.03以下     
mg/L 0.09以下     
mg/L 0.08以下     
mg/L 1.0以下   <0.1  <0.1
mg/L 0.2以下 0.14 <0.02 0.15 <0.02 0.07
mg/L 0.3以下   0.04  0.04
mg/L 1.0以下   <0.1  <0.1
mg/L 200以下   7.6  7.6
mg/L 0.05以下   <0.005  <0.005
mg/L 200以下   8.8  8.8
mg/L 300以下   23  23
mg/L 500以下   63  63
mg/L 0.2以下   <0.02  <0.02
mg/L 0.00001以下   <0.000001  <0.000001
mg/L 0.00001以下   <0.000001  <0.000001
mg/L 0.02以下   <0.005  <0.005
mg/L 0.005以下   <0.0005  <0.0005
mg/L 3以下   <0.3  <0.3

5.8-8.6 7.2 6.5 7.2 6.7 6.9
異常でないこと     
異常でないこと   異常なし  

度 5度以下 2 <1 2 <1 1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5濁度

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

－287－－286－



給水栓水
青谷町澄水（桑原水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.6 R3.5.10 R3.6.2 R3.7.1 R3.8.16
－ － 晴 晴 曇 晴 曇
℃ － 13 19 18 26 24
℃ － 10 14 15 17 19

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下  0.07   0.15
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   0.004
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.05
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 7.4 7.4 7.5 7.4 7.5
mg/L 300以下      
mg/L 500以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 0.4 <0.3 <0.3 <0.3 0.5

5.8-8.6 7.5 7.6 7.6 7.5 7.4
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.2 R3.10.7 R3.11.16 R3.12.13 R4.1.6 R4.2.3 R4.3.9 最高 最低 平均
雨 晴 曇 曇 曇 雨 曇 － － －
24 21 14 7 4 4 8 26 4 15
19 17 11 9 5 4 5 19 4 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
  <0.0003     <0.0003 <0.0003 <0.0003
  <0.00005     <0.00005 <0.00005 <0.00005
  <0.001     <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001     <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001     <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.004     <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  0.3     0.3 0.3 0.3
  <0.08     <0.08 <0.08 <0.08
  <0.1     <0.1 <0.1 <0.1
  <0.0002     <0.0002 <0.0002 <0.0002
  <0.005     <0.005 <0.005 <0.005

  <0.004     <0.004 <0.004 <0.004

  <0.002     <0.002 <0.002 <0.002
  <0.001     <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001     <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001     <0.001 <0.001 <0.001
  0.08   <0.06  0.15 <0.06 0.08
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  0.004 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
  <0.1     <0.1 <0.1 <0.1

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.05 <0.02 <0.02
  <0.03     <0.03 <0.03 <0.03
  <0.1     <0.1 <0.1 <0.1
  6.6     6.6 6.6 6.6
  <0.005     <0.005 <0.005 <0.005

7.3 7.3 7.3 7.3 8.1 8.1 8.9 8.9 7.3 7.6
  19     19 19 19
  70     70 70 70
  <0.02     <0.02 <0.02 <0.02

<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001

  <0.005     <0.005 <0.005 <0.005
  <0.0005     <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.5 <0.3 <0.3
7.5 7.5 7.6 7.6 7.5 7.5 7.5 7.6 7.4 7.5

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.1 0.2 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.1 0.5
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
青谷町澄水（桑原水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.6 R3.5.10 R3.6.2 R3.7.1 R3.8.16
－ － 晴 晴 曇 晴 曇
℃ － 13 19 18 26 24
℃ － 10 14 15 17 19

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下  0.07   0.15
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   0.004
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.05
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 7.4 7.4 7.5 7.4 7.5
mg/L 300以下      
mg/L 500以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 0.4 <0.3 <0.3 <0.3 0.5

5.8-8.6 7.5 7.6 7.6 7.5 7.4
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.2 R3.10.7 R3.11.16 R3.12.13 R4.1.6 R4.2.3 R4.3.9 最高 最低 平均
雨 晴 曇 曇 曇 雨 曇 － － －
24 21 14 7 4 4 8 26 4 15
19 17 11 9 5 4 5 19 4 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
  <0.0003     <0.0003 <0.0003 <0.0003
  <0.00005     <0.00005 <0.00005 <0.00005
  <0.001     <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001     <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001     <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.004     <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  0.3     0.3 0.3 0.3
  <0.08     <0.08 <0.08 <0.08
  <0.1     <0.1 <0.1 <0.1
  <0.0002     <0.0002 <0.0002 <0.0002
  <0.005     <0.005 <0.005 <0.005

  <0.004     <0.004 <0.004 <0.004

  <0.002     <0.002 <0.002 <0.002
  <0.001     <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001     <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001     <0.001 <0.001 <0.001
  0.08   <0.06  0.15 <0.06 0.08
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  0.004 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
  <0.1     <0.1 <0.1 <0.1

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.05 <0.02 <0.02
  <0.03     <0.03 <0.03 <0.03
  <0.1     <0.1 <0.1 <0.1
  6.6     6.6 6.6 6.6
  <0.005     <0.005 <0.005 <0.005

7.3 7.3 7.3 7.3 8.1 8.1 8.9 8.9 7.3 7.6
  19     19 19 19
  70     70 70 70
  <0.02     <0.02 <0.02 <0.02

<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001

  <0.005     <0.005 <0.005 <0.005
  <0.0005     <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.5 <0.3 <0.3
7.5 7.5 7.6 7.6 7.5 7.5 7.5 7.6 7.4 7.5

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.1 0.2 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.1 0.5
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
青谷町長和瀬（長和瀬水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.6 R3.5.10 R3.6.2 R3.7.1 R3.8.16
－ － 晴 晴 曇 晴 曇
℃ － 16 20 20 26 25
℃ － 14 18 20 22 21

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 41 41 40 42 40
mg/L 300以下  69   73
mg/L 500以下  180   190
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.2 R3.10.7 R3.11.16 R3.12.13 R4.1.6 R4.2.3 R4.3.9 最高 最低 平均
雨 晴 曇 曇 曇 雨 曇 － － －
27 25 14 8 5 6 9 27 5 17
24 25 13 13 6 8 6 25 6 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
  <0.0003     <0.0003 <0.0003 <0.0003
  <0.00005     <0.00005 <0.00005 <0.00005
  <0.001     <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001     <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001     <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.004     <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  0.6     0.6 0.6 0.6
  <0.08     <0.08 <0.08 <0.08
  <0.1     <0.1 <0.1 <0.1
  <0.0002     <0.0002 <0.0002 <0.0002
  <0.005     <0.005 <0.005 <0.005

  <0.004     <0.004 <0.004 <0.004

  <0.002     <0.002 <0.002 <0.002
  <0.001     <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001     <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001     <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
  <0.1     <0.1 <0.1 <0.1
  <0.02     <0.02 <0.02 <0.02
  <0.03     <0.03 <0.03 <0.03
  <0.1     <0.1 <0.1 <0.1
  18     18 18 18
  <0.005     <0.005 <0.005 <0.005

40 41 44 43 45 45 43 45 40 42
  77   81  81 69 75
  200   190  200 180 190
  <0.02     <0.02 <0.02 <0.02

<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001

  <0.005     <0.005 <0.005 <0.005
  <0.0005     <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.4 0.5 0.2 0.3
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－291－－290－



給水栓水
青谷町長和瀬（長和瀬水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.6 R3.5.10 R3.6.2 R3.7.1 R3.8.16
－ － 晴 晴 曇 晴 曇
℃ － 16 20 20 26 25
℃ － 14 18 20 22 21

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 41 41 40 42 40
mg/L 300以下  69   73
mg/L 500以下  180   190
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.2 R3.10.7 R3.11.16 R3.12.13 R4.1.6 R4.2.3 R4.3.9 最高 最低 平均
雨 晴 曇 曇 曇 雨 曇 － － －
27 25 14 8 5 6 9 27 5 17
24 25 13 13 6 8 6 25 6 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
  <0.0003     <0.0003 <0.0003 <0.0003
  <0.00005     <0.00005 <0.00005 <0.00005
  <0.001     <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001     <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001     <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.004     <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  0.6     0.6 0.6 0.6
  <0.08     <0.08 <0.08 <0.08
  <0.1     <0.1 <0.1 <0.1
  <0.0002     <0.0002 <0.0002 <0.0002
  <0.005     <0.005 <0.005 <0.005

  <0.004     <0.004 <0.004 <0.004

  <0.002     <0.002 <0.002 <0.002
  <0.001     <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001     <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001     <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
  <0.1     <0.1 <0.1 <0.1
  <0.02     <0.02 <0.02 <0.02
  <0.03     <0.03 <0.03 <0.03
  <0.1     <0.1 <0.1 <0.1
  18     18 18 18
  <0.005     <0.005 <0.005 <0.005

40 41 44 43 45 45 43 45 40 42
  77   81  81 69 75
  200   190  200 180 190
  <0.02     <0.02 <0.02 <0.02

<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001

  <0.005     <0.005 <0.005 <0.005
  <0.0005     <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.4 0.5 0.2 0.3
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－291－－290－



給水栓水
青谷町蔵内（蔵内水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.6 R3.5.10 R3.6.2 R3.7.1 R3.8.16
－ － 晴 晴 曇 晴 曇
℃ － 13 18 20 25 23
℃ － 12 15 17 19 20

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下   <0.00005   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   0.4   
mg/L 0.8以下   <0.08   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 <0.02
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   11   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 14 14 13 13 17
mg/L 300以下   34   
mg/L 500以下   100   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.02以下   <0.005   
mg/L 0.005以下   <0.0005   
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.0 7.1 7.1 7.1 7.0
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.2 R3.10.7 R3.11.16 R3.12.13 R4.1.6 R4.2.3 R4.3.9 最高 最低 平均
雨 晴 曇 曇 曇 曇 曇 － － －
25 21 13 8 3 6 9 25 3 15
22 19 13 11 6 5 6 22 5 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
       0.4 0.4 0.4
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

       <0.1 <0.1 <0.1
<0.02 <0.02 <0.02 0.03 <0.02 <0.02 0.02 0.03 <0.02 <0.02

       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       11 11 11
       <0.005 <0.005 <0.005

14 13 13 13 16 15 15 17 13 14
       34 34 34
       100 100 100
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.0 7.1 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.2 7.0 7.1

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

－293－－292－



給水栓水
青谷町蔵内（蔵内水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.6 R3.5.10 R3.6.2 R3.7.1 R3.8.16
－ － 晴 晴 曇 晴 曇
℃ － 13 18 20 25 23
℃ － 12 15 17 19 20

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下   <0.00005   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   0.4   
mg/L 0.8以下   <0.08   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 <0.02
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   11   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 14 14 13 13 17
mg/L 300以下   34   
mg/L 500以下   100   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.02以下   <0.005   
mg/L 0.005以下   <0.0005   
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.0 7.1 7.1 7.1 7.0
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 <1
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.2 R3.10.7 R3.11.16 R3.12.13 R4.1.6 R4.2.3 R4.3.9 最高 最低 平均
雨 晴 曇 曇 曇 曇 曇 － － －
25 21 13 8 3 6 9 25 3 15
22 19 13 11 6 5 6 22 5 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
       0.4 0.4 0.4
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

       <0.1 <0.1 <0.1
<0.02 <0.02 <0.02 0.03 <0.02 <0.02 0.02 0.03 <0.02 <0.02

       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       11 11 11
       <0.005 <0.005 <0.005

14 13 13 13 16 15 15 17 13 14
       34 34 34
       100 100 100
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.0 7.1 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.2 7.0 7.1

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
青谷町八葉寺（八葉寺水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.6 R3.5.10 R3.6.2 R3.7.1 R3.8.16
－ － 晴 晴 曇 晴 曇
℃ － 13 17 19 25 24
℃ － 11 15 18 20 20

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下 0.06 0.05 0.05 0.08 0.13
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 9.5 9.3 9.4 9.3 12
mg/L 300以下      
mg/L 500以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.9 6.9 6.9 6.9 6.8
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 2 2
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.2 R3.10.7 R3.11.16 R3.12.13 R4.1.6 R4.2.3 R4.3.9 最高 最低 平均
雨 晴 曇 曇 曇 曇 曇 － － －
24 21 13 8 6 5 7 25 5 15
22 21 11 11 4 6 4 22 4 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
  <0.0003     <0.0003 <0.0003 <0.0003
  <0.00005     <0.00005 <0.00005 <0.00005
  <0.001     <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001     <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001     <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.004     <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  0.3     0.3 0.3 0.3
  <0.08     <0.08 <0.08 <0.08
  <0.1     <0.1 <0.1 <0.1
  <0.0002     <0.0002 <0.0002 <0.0002
  <0.005     <0.005 <0.005 <0.005

  <0.004     <0.004 <0.004 <0.004

  <0.002     <0.002 <0.002 <0.002
  <0.001     <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001     <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001     <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
  <0.1     <0.1 <0.1 <0.1

0.07 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.09 0.13 0.05 0.07
  <0.03     <0.03 <0.03 <0.03
  <0.1     <0.1 <0.1 <0.1
  7.3     7.3 7.3 7.3
  <0.005     <0.005 <0.005 <0.005

9.6 9.3 9.3 9.3 11 10 10 12 9.3 10
  19     19 19 19
  69     69 69 69
  <0.02     <0.02 <0.02 <0.02

<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001

  <0.005     <0.005 <0.005 <0.005
  <0.0005     <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
6.8 6.9 6.9 7.0 6.8 6.9 6.8 7.0 6.8 6.9

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1 <1 1 <1 <1 <1 2 2 <1 1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.1 0.8 0.4 0.5 0.2 0.2 0.3 0.8 0.1 0.3
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
青谷町八葉寺（八葉寺水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.6 R3.5.10 R3.6.2 R3.7.1 R3.8.16
－ － 晴 晴 曇 晴 曇
℃ － 13 17 19 25 24
℃ － 11 15 18 20 20

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下      
mg/L 0.0005以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.04以下      
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 10以下      
mg/L 0.8以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.002以下      
mg/L 0.05以下      

mg/L 0.04以下      

mg/L 0.02以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.01以下      
mg/L 0.6以下  <0.06   <0.06
mg/L 0.02以下  <0.002   <0.002
mg/L 0.06以下  <0.006   <0.006
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.01以下  <0.001   <0.001
mg/L 0.1以下  <0.01   <0.01
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.03以下  <0.003   <0.003
mg/L 0.09以下  <0.009   <0.009
mg/L 0.08以下  <0.008   <0.008
mg/L 1.0以下      
mg/L 0.2以下 0.06 0.05 0.05 0.08 0.13
mg/L 0.3以下      
mg/L 1.0以下      
mg/L 200以下      
mg/L 0.05以下      
mg/L 200以下 9.5 9.3 9.4 9.3 12
mg/L 300以下      
mg/L 500以下      
mg/L 0.2以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.00001以下      
mg/L 0.02以下      
mg/L 0.005以下      
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 6.9 6.9 6.9 6.9 6.8
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 2 2
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.2 R3.10.7 R3.11.16 R3.12.13 R4.1.6 R4.2.3 R4.3.9 最高 最低 平均
雨 晴 曇 曇 曇 曇 曇 － － －
24 21 13 8 6 5 7 25 5 15
22 21 11 11 4 6 4 22 4 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
  <0.0003     <0.0003 <0.0003 <0.0003
  <0.00005     <0.00005 <0.00005 <0.00005
  <0.001     <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001     <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001     <0.001 <0.001 <0.001
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.004     <0.004 <0.004 <0.004
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  0.3     0.3 0.3 0.3
  <0.08     <0.08 <0.08 <0.08
  <0.1     <0.1 <0.1 <0.1
  <0.0002     <0.0002 <0.0002 <0.0002
  <0.005     <0.005 <0.005 <0.005

  <0.004     <0.004 <0.004 <0.004

  <0.002     <0.002 <0.002 <0.002
  <0.001     <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001     <0.001 <0.001 <0.001
  <0.001     <0.001 <0.001 <0.001
  <0.06   <0.06  <0.06 <0.06 <0.06
  <0.002   <0.002  <0.002 <0.002 <0.002
  <0.006   <0.006  <0.006 <0.006 <0.006
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.001   <0.001  <0.001 <0.001 <0.001
  <0.01   <0.01  <0.01 <0.01 <0.01
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.003   <0.003  <0.003 <0.003 <0.003
  <0.009   <0.009  <0.009 <0.009 <0.009
  <0.008   <0.008  <0.008 <0.008 <0.008
  <0.1     <0.1 <0.1 <0.1

0.07 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.09 0.13 0.05 0.07
  <0.03     <0.03 <0.03 <0.03
  <0.1     <0.1 <0.1 <0.1
  7.3     7.3 7.3 7.3
  <0.005     <0.005 <0.005 <0.005

9.6 9.3 9.3 9.3 11 10 10 12 9.3 10
  19     19 19 19
  69     69 69 69
  <0.02     <0.02 <0.02 <0.02

<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001
<0.000001       <0.000001 <0.000001 <0.000001

  <0.005     <0.005 <0.005 <0.005
  <0.0005     <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
6.8 6.9 6.9 7.0 6.8 6.9 6.8 7.0 6.8 6.9

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1 <1 1 <1 <1 <1 2 2 <1 1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.1 0.8 0.4 0.5 0.2 0.2 0.3 0.8 0.1 0.3
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
青谷町早牛（早牛水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.6 R3.5.10 R3.6.2 R3.7.1 R3.8.16
－ － 晴 晴 曇 晴 曇
℃ － 12 21 22 26 23
℃ － 13 16 17 18 20

個/mL 100以下 0 0 0 2 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下   <0.00005   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   1   
mg/L 0.8以下   <0.08   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   0.06   
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   8.6   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 11 11 11 11 11
mg/L 300以下   26   
mg/L 500以下   81   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.02以下   <0.005   
mg/L 0.005以下   <0.0005   
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3

5.8-8.6 7.5 7.6 7.5 7.5 7.4
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 3
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.2 R3.10.7 R3.11.16 R3.12.13 R4.1.6 R4.2.3 R4.3.9 最高 最低 平均
雨 晴 曇 曇 曇 雨 曇 － － －
24 25 14 7 6 6 13 26 6 17
21 19 13 10 6 7 8 21 6 14
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
       1 1 1
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

       <0.1 <0.1 <0.1
0.06   <0.02   0.04 0.06 <0.02 0.04

       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       8.6 8.6 8.6
       <0.005 <0.005 <0.005

11 11 11 10 11 11 11 11 10 11
       26 26 26
       81 81 81
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 <0.3 <0.3
7.6 7.6 7.6 7.7 7.6 7.6 7.6 7.7 7.4 7.6

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 3 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.1 0.3
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
青谷町早牛（早牛水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.6 R3.5.10 R3.6.2 R3.7.1 R3.8.16
－ － 晴 晴 曇 晴 曇
℃ － 12 21 22 26 23
℃ － 13 16 17 18 20

個/mL 100以下 0 0 0 2 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下   <0.00005   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   1   
mg/L 0.8以下   <0.08   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   0.06   
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   8.6   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 11 11 11 11 11
mg/L 300以下   26   
mg/L 500以下   81   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.02以下   <0.005   
mg/L 0.005以下   <0.0005   
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3

5.8-8.6 7.5 7.6 7.5 7.5 7.4
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 3
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.2 R3.10.7 R3.11.16 R3.12.13 R4.1.6 R4.2.3 R4.3.9 最高 最低 平均
雨 晴 曇 曇 曇 雨 曇 － － －
24 25 14 7 6 6 13 26 6 17
21 19 13 10 6 7 8 21 6 14
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
       1 1 1
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

       <0.1 <0.1 <0.1
0.06   <0.02   0.04 0.06 <0.02 0.04

       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       8.6 8.6 8.6
       <0.005 <0.005 <0.005

11 11 11 10 11 11 11 11 10 11
       26 26 26
       81 81 81
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3 <0.3 <0.3
7.6 7.6 7.6 7.7 7.6 7.6 7.6 7.7 7.4 7.6

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 3 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.1 0.3
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
青谷町露谷（露谷水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.6 R3.5.10 R3.6.2 R3.7.1 R3.8.16
－ － 晴 晴 曇 晴 曇
℃ － 13 18 22 24 24
℃ － 14 18 19 23 24

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下   <0.00005   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   1.3   
mg/L 0.8以下   <0.08   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   10   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 13 13 12 13 13
mg/L 300以下   39   
mg/L 500以下   99   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.02以下   <0.005   
mg/L 0.005以下   <0.0005   
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.3 7.3 7.2 7.2 6.9
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 2
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.2 0.5 0.3 0.4 0.3
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.2 R3.10.7 R3.11.16 R3.12.13 R4.1.6 R4.2.3 R4.3.9 最高 最低 平均
雨 晴 曇 曇 曇 雨 曇 － － －
25 24 15 8 7 5 9 25 5 16
25 22 16 11 5 6 8 25 5 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
       1.3 1.3 1.3
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       10 10 10
       <0.005 <0.005 <0.005

13 13 12 12 13 13 13 13 12 13
       39 39 39

120   100   110 120 99 107
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.0 7.0 7.4 7.4 7.3 7.4 7.4 7.4 6.9 7.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 2 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.1 0.8 0.6 0.4 0.3 0.3 0.5 0.8 0.1 0.4
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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給水栓水
青谷町露谷（露谷水源系）

単位 水道水の水質基準 R3.4.6 R3.5.10 R3.6.2 R3.7.1 R3.8.16
－ － 晴 晴 曇 晴 曇
℃ － 13 18 22 24 24
℃ － 14 18 19 23 24

個/mL 100以下 0 0 0 0 0
検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

mg/L 0.003以下   <0.0003   
mg/L 0.0005以下   <0.00005   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.04以下   <0.004   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 10以下   1.3   
mg/L 0.8以下   <0.08   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.002以下   <0.0002   
mg/L 0.05以下   <0.005   

mg/L 0.04以下   <0.004   

mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.6以下   <0.06   
mg/L 0.02以下   <0.002   
mg/L 0.06以下   <0.006   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.01以下   <0.001   
mg/L 0.1以下   <0.01   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.03以下   <0.003   
mg/L 0.09以下   <0.009   
mg/L 0.08以下   <0.008   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.3以下   <0.03   
mg/L 1.0以下   <0.1   
mg/L 200以下   10   
mg/L 0.05以下   <0.005   
mg/L 200以下 13 13 12 13 13
mg/L 300以下   39   
mg/L 500以下   99   
mg/L 0.2以下   <0.02   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.00001以下   <0.000001   
mg/L 0.02以下   <0.005   
mg/L 0.005以下   <0.0005   
mg/L 3以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

5.8-8.6 7.3 7.3 7.2 7.2 6.9
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

度 5度以下 <1 <1 <1 <1 2
度 2度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

mg/L 0.1以上 0.2 0.5 0.3 0.4 0.3
－ 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する

濁度
残留塩素
水質基準

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量)

ｐＨ値
味
臭気
色度

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物

塩化物イオン

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン
臭素酸

1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン

亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

項目
天候
気温
水温

一般細菌
大腸菌

R3.9.2 R3.10.7 R3.11.16 R3.12.13 R4.1.6 R4.2.3 R4.3.9 最高 最低 平均
雨 晴 曇 曇 曇 雨 曇 － － －
25 24 15 8 7 5 9 25 5 16
25 22 16 11 5 6 8 25 5 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
       <0.0003 <0.0003 <0.0003
       <0.00005 <0.00005 <0.00005
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
       <0.004 <0.004 <0.004

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
       1.3 1.3 1.3
       <0.08 <0.08 <0.08
       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.0002 <0.0002 <0.0002
       <0.005 <0.005 <0.005

       <0.004 <0.004 <0.004

       <0.002 <0.002 <0.002
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001
       <0.001 <0.001 <0.001

<0.06   <0.06   <0.06 <0.06 <0.06 <0.06
<0.002   <0.002   <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
<0.006   <0.006   <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001   <0.001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
<0.01   <0.01   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.003   <0.003   <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.009   <0.009   <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
<0.008   <0.008   <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

       <0.1 <0.1 <0.1
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.03 <0.03 <0.03
       <0.1 <0.1 <0.1
       10 10 10
       <0.005 <0.005 <0.005

13 13 12 12 13 13 13 13 12 13
       39 39 39

120   100   110 120 99 107
       <0.02 <0.02 <0.02
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.000001 <0.000001 <0.000001
       <0.005 <0.005 <0.005
       <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7.0 7.0 7.4 7.4 7.3 7.4 7.4 7.4 6.9 7.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 2 <1 <1
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

0.1 0.8 0.6 0.4 0.3 0.3 0.5 0.8 0.1 0.4
適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する 適合する
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イ　水質管理目標設定項目
（ア）全体表

河川表流水

千代川表流水 叶1号系水源 叶2号系水源 向国安系水源

　　  　採取年月日
目標値 R3.8.30 R3.8.30 R3.8.30 R3.8.30

アンチモン及びその化合物 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

ウラン及びその化合物 0.002mg/L以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

ニッケル及びその化合物 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

トルエン 0.4mg/L以下 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04

フタル酸ジエチルヘキシル 0.08mg/L以下 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L以下 ― ― ― ―

抱水クロラール 0.02mg/L以下 ― ― ― ―

農薬類 1以下 ― ― ― ―

残留塩素 1mg/L以下 ― ― ― ―

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) 10～100mg/L 24 22 23 29

マンガン及びその化合物 0.01mg/L以下 0.005 <0.001 <0.001 0.005

遊離炭酸 20mg/L以下 1.9 4.6 6.6 13.6

1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/L以下 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

ﾒﾁﾙ-t-ブチルエーテル 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

有機物量(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) 3mg/L以下 ― ― ― ―

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下 0.6 0.4 0.4 0.3

臭気強度(TON) 3以下 <1 <1 <1 <1

蒸発残留物 30～200mg/L 59 58 63 72

濁度 1度以下 0.8 <0.1 <0.1 <0.1

ｐＨ値 7.5程度 7.3 6.8 6.7 6.6

ランゲリア指数 -1以上 -1.86 -2.54 -2.54 -2.47

従属栄養細菌 2,000個/mL以下 24,000 19 140 35

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

アルミニウム及びその化合物 0.1mg/L以下 0.03 <0.01 <0.01 <0.01

ペルフルオロオクタンスルホ
ン酸（PFOS）及びペルフルオ

ロオクタン酸（PFOA）

0.00005mg/L
以下

<0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005

　　（公財）鳥取県保健事業団に検査を委託

項目

採取箇所
または
水源

江山浄水場 配水区域
原水 原水 浄水 原水 給水栓水

江山浄水場
原水

江山浄水場
浄水

河原町片山
（片山配水池系）

福部町細川
（湯山配水池系）

内海中
（末恒配水池系）

山崎第1水源 岡益

R3.8.30 R3.8.30 R3.8.30 R3.8.30 R3.8.30 R3.7.15 R3.7.15

<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

<0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

<0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

<0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04

<0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

― <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ― <0.001

― <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 ― <0.002

<0.1 ― ― ― ― ― ―

― 0.7 0.7 0.3 0.5 ― 0.6

25 25 24 25 26 49 50

0.002 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

9.7 4.0 2.4 2.6 3.2 4.4 4.3

<0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

― ― ― ― ― 1.3 1.2

0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 ― ―

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

63 85 81 95 83 100 100

0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

6.5 6.5 7.3 7.0 7.1 7.1 7.4

-2.68 -2.54 -1.77 -2.06 -1.98 -1.6 -1.1

81 1 12 16 27 24 2

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005  ―  ―

給水栓水
国府地域江山浄水場 配水区域
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イ　水質管理目標設定項目
（ア）全体表

河川表流水

千代川表流水 叶1号系水源 叶2号系水源 向国安系水源

　　  　採取年月日
目標値 R3.8.30 R3.8.30 R3.8.30 R3.8.30

アンチモン及びその化合物 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

ウラン及びその化合物 0.002mg/L以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

ニッケル及びその化合物 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

トルエン 0.4mg/L以下 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04

フタル酸ジエチルヘキシル 0.08mg/L以下 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L以下 ― ― ― ―

抱水クロラール 0.02mg/L以下 ― ― ― ―

農薬類 1以下 ― ― ― ―

残留塩素 1mg/L以下 ― ― ― ―

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) 10～100mg/L 24 22 23 29

マンガン及びその化合物 0.01mg/L以下 0.005 <0.001 <0.001 0.005

遊離炭酸 20mg/L以下 1.9 4.6 6.6 13.6

1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/L以下 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

ﾒﾁﾙ-t-ブチルエーテル 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

有機物量(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) 3mg/L以下 ― ― ― ―

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下 0.6 0.4 0.4 0.3

臭気強度(TON) 3以下 <1 <1 <1 <1

蒸発残留物 30～200mg/L 59 58 63 72

濁度 1度以下 0.8 <0.1 <0.1 <0.1

ｐＨ値 7.5程度 7.3 6.8 6.7 6.6

ランゲリア指数 -1以上 -1.86 -2.54 -2.54 -2.47

従属栄養細菌 2,000個/mL以下 24,000 19 140 35

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

アルミニウム及びその化合物 0.1mg/L以下 0.03 <0.01 <0.01 <0.01

ペルフルオロオクタンスルホ
ン酸（PFOS）及びペルフルオ

ロオクタン酸（PFOA）

0.00005mg/L
以下

<0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005

　　（公財）鳥取県保健事業団に検査を委託

項目

採取箇所
または
水源

江山浄水場 配水区域
原水 原水 浄水 原水 給水栓水

江山浄水場
原水

江山浄水場
浄水

河原町片山
（片山配水池系）

福部町細川
（湯山配水池系）

内海中
（末恒配水池系）

山崎第1水源 岡益

R3.8.30 R3.8.30 R3.8.30 R3.8.30 R3.8.30 R3.7.15 R3.7.15

<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

<0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

<0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

<0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04

<0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

― <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ― <0.001

― <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 ― <0.002

<0.1 ― ― ― ― ― ―

― 0.7 0.7 0.3 0.5 ― 0.6

25 25 24 25 26 49 50

0.002 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

9.7 4.0 2.4 2.6 3.2 4.4 4.3

<0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

― ― ― ― ― 1.3 1.2

0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 ― ―

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

63 85 81 95 83 100 100

0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

6.5 6.5 7.3 7.0 7.1 7.1 7.4

-2.68 -2.54 -1.77 -2.06 -1.98 -1.6 -1.1

81 1 12 16 27 24 2

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005  ―  ―

給水栓水
国府地域江山浄水場 配水区域

－301－－300－



原水 給水栓水 河川表流水 原水

蔵見水源 蔵見 曳田川表流水 曳田水源

　　  　採取年月日
目標値 R3.9.1 R3.9.1 R3.8.31 R3.8.31

アンチモン及びその化合物 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

ウラン及びその化合物 0.002mg/L以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

ニッケル及びその化合物 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

トルエン 0.4mg/L以下 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04

フタル酸ジエチルヘキシル 0.08mg/L以下 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L以下 ― <0.001 ― ―

抱水クロラール 0.02mg/L以下 ― <0.002 ― ―

農薬類 1以下 ― ― ― <0.1

残留塩素 1mg/L以下 ― 0.3 ― ―

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) 10～100mg/L 61 62 19 20

マンガン及びその化合物 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 0.003 <0.001

遊離炭酸 20mg/L以下 1.2 1.2 0.3 10.3

1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/L以下 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

ﾒﾁﾙ-t-ブチルエーテル 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

有機物量(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) 3mg/L以下 ― ― ― ―

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下 <0.3 <0.3 0.6 0.3

臭気強度(TON) 3以下 <1 <1 <1 <1

蒸発残留物 30～200mg/L 140 140 71 70

濁度 1度以下 <0.1 <0.1 0.8 0.2

ｐＨ値 7.5程度 7.7 7.8 7.6 6.7

ランゲリア指数 -1以上 -0.50 -0.50 -1.66 -2.59

従属栄養細菌 2,000個/mL以下 31 14 9,500 210

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

アルミニウム及びその化合物 0.1mg/L以下 <0.01 <0.01 0.05 0.06

ペルフルオロオクタンスルホ
ン酸（PFOS）及びペルフルオ

ロオクタン酸（PFOA）

0.00005mg/L
以下

 ―  ―  ―  ―

　　（公財）鳥取県保健事業団に検査を委託

項目

採取箇所
または
水源

福部地域 河原地域 河原地域
給水栓水 原水 給水栓水 原水 給水栓水 原水 給水栓水

布袋 大村水源 鷹狩 中佐治水源 加瀬木 宝木水源 奥沢見

R3.8.31 R3.6.8 R3.6.8 R3.7.14 R3.7.13 R3.10.19 R3.10.19

<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

<0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

<0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

<0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04

<0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.001 ― <0.001 ― <0.001 ― <0.001

<0.002 ― <0.002 ― <0.002 ― <0.002

― ― ― ― ― ― ―

0.3 ― 0.4 ― 0.6 ― 0.4

19 25 26 22 22 32 32

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

5.7 9.1 12 2.2 1.7 6.5 7.0

<0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

― 2.3 1.5 1.4 1.3 1.1 1.2

<0.3 ― ― ― ― ― ―

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

72 65 62 63 60 87 89

<0.1 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

7.0 6.6 6.5 7.4 7.6 6.7 6.8

-2.33 -2.5 -2.6 -1.8 -1.7 -2.4 -2.3

20 160 2 200 18 12 1

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

0.04 0.02 <0.01 0.01 0.02 <0.01 <0.01

 ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―

気高地域佐治地域用瀬地域

－303－－302－



原水 給水栓水 河川表流水 原水

蔵見水源 蔵見 曳田川表流水 曳田水源

　　  　採取年月日
目標値 R3.9.1 R3.9.1 R3.8.31 R3.8.31

アンチモン及びその化合物 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

ウラン及びその化合物 0.002mg/L以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

ニッケル及びその化合物 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

トルエン 0.4mg/L以下 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04

フタル酸ジエチルヘキシル 0.08mg/L以下 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L以下 ― <0.001 ― ―

抱水クロラール 0.02mg/L以下 ― <0.002 ― ―

農薬類 1以下 ― ― ― <0.1

残留塩素 1mg/L以下 ― 0.3 ― ―

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) 10～100mg/L 61 62 19 20

マンガン及びその化合物 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 0.003 <0.001

遊離炭酸 20mg/L以下 1.2 1.2 0.3 10.3

1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/L以下 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

ﾒﾁﾙ-t-ブチルエーテル 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

有機物量(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) 3mg/L以下 ― ― ― ―

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下 <0.3 <0.3 0.6 0.3

臭気強度(TON) 3以下 <1 <1 <1 <1

蒸発残留物 30～200mg/L 140 140 71 70

濁度 1度以下 <0.1 <0.1 0.8 0.2

ｐＨ値 7.5程度 7.7 7.8 7.6 6.7

ランゲリア指数 -1以上 -0.50 -0.50 -1.66 -2.59

従属栄養細菌 2,000個/mL以下 31 14 9,500 210

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

アルミニウム及びその化合物 0.1mg/L以下 <0.01 <0.01 0.05 0.06

ペルフルオロオクタンスルホ
ン酸（PFOS）及びペルフルオ

ロオクタン酸（PFOA）

0.00005mg/L
以下

 ―  ―  ―  ―

　　（公財）鳥取県保健事業団に検査を委託

項目

採取箇所
または
水源

福部地域 河原地域 河原地域
給水栓水 原水 給水栓水 原水 給水栓水 原水 給水栓水

布袋 大村水源 鷹狩 中佐治水源 加瀬木 宝木水源 奥沢見

R3.8.31 R3.6.8 R3.6.8 R3.7.14 R3.7.13 R3.10.19 R3.10.19

<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

<0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

<0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

<0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04

<0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

<0.001 ― <0.001 ― <0.001 ― <0.001

<0.002 ― <0.002 ― <0.002 ― <0.002

― ― ― ― ― ― ―

0.3 ― 0.4 ― 0.6 ― 0.4

19 25 26 22 22 32 32

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

5.7 9.1 12 2.2 1.7 6.5 7.0

<0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

― 2.3 1.5 1.4 1.3 1.1 1.2

<0.3 ― ― ― ― ― ―

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

72 65 62 63 60 87 89

<0.1 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

7.0 6.6 6.5 7.4 7.6 6.7 6.8

-2.33 -2.5 -2.6 -1.8 -1.7 -2.4 -2.3

20 160 2 200 18 12 1

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

0.04 0.02 <0.01 0.01 0.02 <0.01 <0.01

 ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―

気高地域佐治地域用瀬地域

－303－－302－



原水 給水栓水 原水 給水栓水

今市第1水源 今市 不動山水源 夏泊

　　  　採取年月日
目標値 R3.9.7 R3.9.7 R3.8.31 R3.8.31

アンチモン及びその化合物 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

ウラン及びその化合物 0.002mg/L以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

ニッケル及びその化合物 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

トルエン 0.4mg/L以下 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04

フタル酸ジエチルヘキシル 0.08mg/L以下 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L以下 ― <0.001 ― <0.001

抱水クロラール 0.02mg/L以下 ― <0.002 ― <0.002

農薬類 1以下 ― ― <0.1 ―

残留塩素 1mg/L以下 ― 0.3 ― 0.2

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) 10～100mg/L 23 23 24 24

マンガン及びその化合物 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

遊離炭酸 20mg/L以下 3.2 2.9 2.7 1.6

1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/L以下 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

ﾒﾁﾙ-t-ブチルエーテル 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

有機物量(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) 3mg/L以下 1.4 1.2 ― ―

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下 ― ― <0.3 <0.3

臭気強度(TON) 3以下 <1 <1 <1 <1

蒸発残留物 30～200mg/L 67 68 75 79

濁度 1度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

ｐＨ値 7.5程度 6.9 7 7.3 7.5

ランゲリア指数 -1以上 -2.3 -2.3 -1.89 -1.74

従属栄養細菌 2,000個/mL以下 32 6 130 10

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

アルミニウム及びその化合物 0.1mg/L以下 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

ペルフルオロオクタンスルホ
ン酸（PFOS）及びペルフルオ

ロオクタン酸（PFOA）

0.00005mg/L
以下

 ―  ―  ―  ―

　　（公財）鳥取県保健事業団に検査を委託

項目

採取箇所
または
水源

鹿野地域 青谷地域(統合前上水区域)
原水 給水栓水

桑原水源 澄水

R3.8.16 R3.8.16

<0.002 <0.002

<0.0002 <0.0002

<0.002 <0.002

<0.0004 <0.0004

<0.04 <0.04

<0.008 <0.008

― <0.001

― <0.002

― ―

― 0.5

18 15

<0.001 <0.001

2.1 1.6

<0.03 <0.03

<0.002 <0.002

2.2 1.9

― ―

<1 <1

53 49

0.3 <0.1

7.3 7.4

-2.2 -2.2

1,200 4

<0.01 <0.01

0.05 0.05

 ―  ―

青谷地域(統合前簡水区域)

－305－－304－



原水 給水栓水 原水 給水栓水

今市第1水源 今市 不動山水源 夏泊

　　  　採取年月日
目標値 R3.9.7 R3.9.7 R3.8.31 R3.8.31

アンチモン及びその化合物 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

ウラン及びその化合物 0.002mg/L以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

ニッケル及びその化合物 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

トルエン 0.4mg/L以下 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04

フタル酸ジエチルヘキシル 0.08mg/L以下 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L以下 ― <0.001 ― <0.001

抱水クロラール 0.02mg/L以下 ― <0.002 ― <0.002

農薬類 1以下 ― ― <0.1 ―

残留塩素 1mg/L以下 ― 0.3 ― 0.2

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) 10～100mg/L 23 23 24 24

マンガン及びその化合物 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

遊離炭酸 20mg/L以下 3.2 2.9 2.7 1.6

1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/L以下 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

ﾒﾁﾙ-t-ブチルエーテル 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

有機物量(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) 3mg/L以下 1.4 1.2 ― ―

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下 ― ― <0.3 <0.3

臭気強度(TON) 3以下 <1 <1 <1 <1

蒸発残留物 30～200mg/L 67 68 75 79

濁度 1度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

ｐＨ値 7.5程度 6.9 7 7.3 7.5

ランゲリア指数 -1以上 -2.3 -2.3 -1.89 -1.74

従属栄養細菌 2,000個/mL以下 32 6 130 10

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

アルミニウム及びその化合物 0.1mg/L以下 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

ペルフルオロオクタンスルホ
ン酸（PFOS）及びペルフルオ

ロオクタン酸（PFOA）

0.00005mg/L
以下

 ―  ―  ―  ―

　　（公財）鳥取県保健事業団に検査を委託

項目

採取箇所
または
水源

鹿野地域 青谷地域(統合前上水区域)
原水 給水栓水

桑原水源 澄水

R3.8.16 R3.8.16

<0.002 <0.002

<0.0002 <0.0002

<0.002 <0.002

<0.0004 <0.0004

<0.04 <0.04

<0.008 <0.008

― <0.001

― <0.002

― ―

― 0.5

18 15

<0.001 <0.001

2.1 1.6

<0.03 <0.03

<0.002 <0.002

2.2 1.9

― ―

<1 <1

53 49

0.3 <0.1

7.3 7.4

-2.2 -2.2

1,200 4

<0.01 <0.01

0.05 0.05

 ―  ―

青谷地域(統合前簡水区域)

－305－－304－



（イ）農薬類の検査結果の内訳
　　　　鳥取地域
　　　　　江山浄水場原水

検査項目
目標値
(Gvi)

単位
定量
下限値

検査結果
（Dvi）

DI 検査結果 DI 検査結果 DI

1 1,3-ジクロロプロペン（D-D） 0.05 mg/L 0.0001 <0.0001 0
2 2,2-DPA（ダラポン） 0.08 mg/L 0.001 <0.001 0
3 2,4-D（2,4-PA） 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
4 EPN 0.004 mg/L 0.00005 <0.00005 0
5 MCPA 0.005 mg/L 0.0003 <0.0003 0
6 アシュラム 0.9 mg/L 0.009 <0.009 0
7 アセフェート 0.006 mg/L 0.0008 <0.0008 0
8 アトラジン 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
9 アニロホス 0.003 mg/L 0.00005 <0.00005 0
10 アミトラズ 0.006 mg/L 0.0003 <0.0003 0
11 アラクロール 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
12 イソキサチオン 0.005 mg/L 0.00008 <0.00008 0
13 イソフェンホス 0.001 mg/L 0.00003 <0.00003 0
14 イソプロカルブ（MIPC） 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
15 イソプロチオラン（IPT） 0.3 mg/L 0.003 <0.003 0
16 イプロベンホス（IBP） 0.09 mg/L 0.0009 <0.0009 0
17 イミノクタジン 0.006 mg/L 0.004 <0.004 0
18 インダノファン 0.009 mg/L 0.00009 <0.00009 0
19 エスプロカルブ 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
20 エトフェンプロックス 0.08 mg/L 0.0008 <0.0008 0
21 エンドスルファン（ベンゾエピン） 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
22 オキサジクロメホン 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
23 オキシン銅（有機銅） 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
24 オリサストロビン 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
25 カズサホス 0.0006 mg/L 0.00002 <0.00002 0
26 カフェンストロール 0.008 mg/L 0.00008 <0.00008 0
27 カルタップ 0.08 mg/L 0.0008 <0.0008 0
28 カルバリル（NAC） 0.3 mg/L 0.003 <0.0002 0
29 カルボフラン 0.0003 mg/L 3E-06 <0.000003 0
30 キノクラミン（ACN） 0.005 mg/L 0.00005 <0.00005 0
31 キャプタン 0.3 mg/L 0.003 <0.003 0
32 クミルロン 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
33 グリホサート 2 mg/L 0.02 <0.02 0
34 グルホシネート 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
35 クロメプロップ 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
36 クロルニトロフェン（CNP） 0.0001 mg/L 0.0001 <0.0001 0
37 クロルピリホス 0.003 mg/L 0.00005 <0.00005 0
38 クロロタロニル（TPN） 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
39 シアナジン 0.001 mg/L 0.00004 <0.00004 0
40 シアノホス（CYAP） 0.003 mg/L 0.00003 <0.00003 0
41 ジウロン（DCMU） 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
42 ジクロベニル（DBN） 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
43 ジクロルボス（DDVP） 0.008 mg/L 0.00008 <0.00008 0
44 ジクワット 0.01 mg/L 0.001 <0.001 0
45 ジスルホトン（エチルチオメン） 0.004 mg/L 0.00004 <0.00004 0
46 ジチオカルバメート系農薬 0.005 mg/L 0.00005 <0.00005 0
47 ジチオピル 0.009 mg/L 0.00009 <0.00009 0
48 シハロホップブチル 0.006 mg/L 0.00006 <0.00006 0
49 シマジン（CAT） 0.003 mg/L 0.00003 <0.00003 0
50 ジメタメトリン 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
51 ジメトエート 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
52 シメトリン 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
53 ダイアジノン 0.003 mg/L 0.00005 <0.00005 0
54 ダイムロン 0.8 mg/L 0.008 <0.008 0
55 ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
56 チアジニル 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
57 チウラム 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
58 チオジカルブ 0.08 mg/L 0.0008 <0.0008 0
59 チオファネートメチル 0.3 mg/L 0.003 <0.003 0
60 チオベンカルブ 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
61 テフリルトリオン 0.002 mg/L 0.00002 <0.00002 0
62 テルブカルブ（MBPMC） 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0

R3.8.31 R3.9.30 10月以降※

検査項目
目標値
(Gvi)

単位
定量
下限値

検査結果
（Dvi）

DI 検査結果 DI 検査結果 DI

63 トリクロピル 0.006 mg/L 0.00006 <0.00006 0
64 トリクロルホン（DEP） 0.005 mg/L 0.0002 <0.0002 0
65 トリシクラゾール 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
66 トリフルラリン 0.06 mg/L 0.0006 <0.0006 0
67 ナプロパミド 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
68 パラコート 0.005 mg/L 0.00005 <0.00005 0
69 ピペロホス 0.0009 mg/L 0.0001 <0.0001 0
70 ピラクロニル 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
71 ピラゾキシフェン 0.004 mg/L 0.00004 <0.00004 0
72 ピラゾリネート（ピラゾレート） 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
73 ピリダフェンチオン 0.002 mg/L 0.0001 <0.0001 0
74 ピリブチカルブ 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
75 ピロキロン 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
76 フィプロニル 0.0005 mg/L 0.000005 <0.000005 0
77 フェニトロチオン（MEP） 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
78 フェノブカルブ（BPMC） 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
79 フェリムゾン 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
80 フェンチオン（MPP） 0.006 mg/L 0.00006 <0.00006 0
81 フェントエート（PAP） 0.007 mg/L 0.00007 <0.00007 0
82 フェントラザミド 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
83 フサライド 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
84 ブタクロール 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
85 ブタミホス 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
86 ブプロフェジン 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
87 フルアジナム 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
88 プレチラクロール 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
89 プロシミドン 0.09 mg/L 0.0009 <0.0009 0
90 プロチオホス 0.007 mg/L 0.00007 <0.00007 0
91 プロピコナゾール 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
92 プロピザミド 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
93 プロベナゾール 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
94 ブロモブチド 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
95 ベノミル 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
96 ペンシクロン 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
97 ベンゾビシクロン 0.09 mg/L 0.0009 <0.0009 0
98 ベンゾフェナップ 0.005 mg/L 0.00004 <0.00004 0
99 ベンタゾン 0.2 mg/L 0.002 <0.002 0

100 ペンディメタリン 0.3 mg/L 0.003 <0.003 0
101 ベンフラカルブ 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
102 ベンフルラリン（ベスロジン） 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
103 ベンフレセート 0.07 mg/L 0.0007 <0.0007 0
104 ホスチアゼート 0.003 mg/L 0.00003 <0.00003 0
105 マラチオン（マラソン） 0.7 mg/L 0.007 <0.007 0
106 メコプロップ（MCPP） 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
107 メソミル 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
108 メタラキシル 0.2 mg/L 0.002 <0.002 0
109 メチダジオン（DMTP） 0.004 mg/L 0.00004 <0.00004 0
110 メトミノストロビン 0.04 mg/L 0.0004 <0.0004 0
111 メトリブジン 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
112 メフェナセット 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
113 メプロニル 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
114 モリネート 0.005 mg/L 0.00005 <0.00005 0

総農薬検査指標値（DI) 0 0 0
DI=Dvi/Gvi。　ただし、各種農薬の検出値が定量下限値を下回ったときはＤＩを０とする。
なお、総農薬の検査結果は、農薬の検出値が目標値の１００分の１未満なので、「<0.01」
とする。

※10月以降に検査した農薬について、採水日は次のとおり。
R3.10.29　2,2-DPA（ダラポン）
R3.11.10　イミノクタジン、ジクワット及びパラコート
R4.2.8　　オキシン銅（有機銅）

R3.8.31 R3.9.30 10月以降※

－307－－306－



（イ）農薬類の検査結果の内訳
　　　　鳥取地域
　　　　　江山浄水場原水

検査項目
目標値
(Gvi)

単位
定量
下限値

検査結果
（Dvi）

DI 検査結果 DI 検査結果 DI

1 1,3-ジクロロプロペン（D-D） 0.05 mg/L 0.0001 <0.0001 0
2 2,2-DPA（ダラポン） 0.08 mg/L 0.001 <0.001 0
3 2,4-D（2,4-PA） 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
4 EPN 0.004 mg/L 0.00005 <0.00005 0
5 MCPA 0.005 mg/L 0.0003 <0.0003 0
6 アシュラム 0.9 mg/L 0.009 <0.009 0
7 アセフェート 0.006 mg/L 0.0008 <0.0008 0
8 アトラジン 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
9 アニロホス 0.003 mg/L 0.00005 <0.00005 0
10 アミトラズ 0.006 mg/L 0.0003 <0.0003 0
11 アラクロール 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
12 イソキサチオン 0.005 mg/L 0.00008 <0.00008 0
13 イソフェンホス 0.001 mg/L 0.00003 <0.00003 0
14 イソプロカルブ（MIPC） 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
15 イソプロチオラン（IPT） 0.3 mg/L 0.003 <0.003 0
16 イプロベンホス（IBP） 0.09 mg/L 0.0009 <0.0009 0
17 イミノクタジン 0.006 mg/L 0.004 <0.004 0
18 インダノファン 0.009 mg/L 0.00009 <0.00009 0
19 エスプロカルブ 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
20 エトフェンプロックス 0.08 mg/L 0.0008 <0.0008 0
21 エンドスルファン（ベンゾエピン） 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
22 オキサジクロメホン 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
23 オキシン銅（有機銅） 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
24 オリサストロビン 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
25 カズサホス 0.0006 mg/L 0.00002 <0.00002 0
26 カフェンストロール 0.008 mg/L 0.00008 <0.00008 0
27 カルタップ 0.08 mg/L 0.0008 <0.0008 0
28 カルバリル（NAC） 0.3 mg/L 0.003 <0.0002 0
29 カルボフラン 0.0003 mg/L 3E-06 <0.000003 0
30 キノクラミン（ACN） 0.005 mg/L 0.00005 <0.00005 0
31 キャプタン 0.3 mg/L 0.003 <0.003 0
32 クミルロン 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
33 グリホサート 2 mg/L 0.02 <0.02 0
34 グルホシネート 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
35 クロメプロップ 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
36 クロルニトロフェン（CNP） 0.0001 mg/L 0.0001 <0.0001 0
37 クロルピリホス 0.003 mg/L 0.00005 <0.00005 0
38 クロロタロニル（TPN） 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
39 シアナジン 0.001 mg/L 0.00004 <0.00004 0
40 シアノホス（CYAP） 0.003 mg/L 0.00003 <0.00003 0
41 ジウロン（DCMU） 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
42 ジクロベニル（DBN） 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
43 ジクロルボス（DDVP） 0.008 mg/L 0.00008 <0.00008 0
44 ジクワット 0.01 mg/L 0.001 <0.001 0
45 ジスルホトン（エチルチオメン） 0.004 mg/L 0.00004 <0.00004 0
46 ジチオカルバメート系農薬 0.005 mg/L 0.00005 <0.00005 0
47 ジチオピル 0.009 mg/L 0.00009 <0.00009 0
48 シハロホップブチル 0.006 mg/L 0.00006 <0.00006 0
49 シマジン（CAT） 0.003 mg/L 0.00003 <0.00003 0
50 ジメタメトリン 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
51 ジメトエート 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
52 シメトリン 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
53 ダイアジノン 0.003 mg/L 0.00005 <0.00005 0
54 ダイムロン 0.8 mg/L 0.008 <0.008 0
55 ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
56 チアジニル 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
57 チウラム 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
58 チオジカルブ 0.08 mg/L 0.0008 <0.0008 0
59 チオファネートメチル 0.3 mg/L 0.003 <0.003 0
60 チオベンカルブ 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
61 テフリルトリオン 0.002 mg/L 0.00002 <0.00002 0
62 テルブカルブ（MBPMC） 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0

R3.8.31 R3.9.30 10月以降※

検査項目
目標値
(Gvi)

単位
定量
下限値

検査結果
（Dvi）

DI 検査結果 DI 検査結果 DI

63 トリクロピル 0.006 mg/L 0.00006 <0.00006 0
64 トリクロルホン（DEP） 0.005 mg/L 0.0002 <0.0002 0
65 トリシクラゾール 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
66 トリフルラリン 0.06 mg/L 0.0006 <0.0006 0
67 ナプロパミド 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
68 パラコート 0.005 mg/L 0.00005 <0.00005 0
69 ピペロホス 0.0009 mg/L 0.0001 <0.0001 0
70 ピラクロニル 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
71 ピラゾキシフェン 0.004 mg/L 0.00004 <0.00004 0
72 ピラゾリネート（ピラゾレート） 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
73 ピリダフェンチオン 0.002 mg/L 0.0001 <0.0001 0
74 ピリブチカルブ 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
75 ピロキロン 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
76 フィプロニル 0.0005 mg/L 0.000005 <0.000005 0
77 フェニトロチオン（MEP） 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
78 フェノブカルブ（BPMC） 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
79 フェリムゾン 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
80 フェンチオン（MPP） 0.006 mg/L 0.00006 <0.00006 0
81 フェントエート（PAP） 0.007 mg/L 0.00007 <0.00007 0
82 フェントラザミド 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
83 フサライド 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
84 ブタクロール 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
85 ブタミホス 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
86 ブプロフェジン 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
87 フルアジナム 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
88 プレチラクロール 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
89 プロシミドン 0.09 mg/L 0.0009 <0.0009 0
90 プロチオホス 0.007 mg/L 0.00007 <0.00007 0
91 プロピコナゾール 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
92 プロピザミド 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
93 プロベナゾール 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
94 ブロモブチド 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
95 ベノミル 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
96 ペンシクロン 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
97 ベンゾビシクロン 0.09 mg/L 0.0009 <0.0009 0
98 ベンゾフェナップ 0.005 mg/L 0.00004 <0.00004 0
99 ベンタゾン 0.2 mg/L 0.002 <0.002 0

100 ペンディメタリン 0.3 mg/L 0.003 <0.003 0
101 ベンフラカルブ 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
102 ベンフルラリン（ベスロジン） 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
103 ベンフレセート 0.07 mg/L 0.0007 <0.0007 0
104 ホスチアゼート 0.003 mg/L 0.00003 <0.00003 0
105 マラチオン（マラソン） 0.7 mg/L 0.007 <0.007 0
106 メコプロップ（MCPP） 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
107 メソミル 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
108 メタラキシル 0.2 mg/L 0.002 <0.002 0
109 メチダジオン（DMTP） 0.004 mg/L 0.00004 <0.00004 0
110 メトミノストロビン 0.04 mg/L 0.0004 <0.0004 0
111 メトリブジン 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
112 メフェナセット 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
113 メプロニル 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
114 モリネート 0.005 mg/L 0.00005 <0.00005 0

総農薬検査指標値（DI) 0 0 0
DI=Dvi/Gvi。　ただし、各種農薬の検出値が定量下限値を下回ったときはＤＩを０とする。
なお、総農薬の検査結果は、農薬の検出値が目標値の１００分の１未満なので、「<0.01」
とする。

※10月以降に検査した農薬について、採水日は次のとおり。
R3.10.29　2,2-DPA（ダラポン）
R3.11.10　イミノクタジン、ジクワット及びパラコート
R4.2.8　　オキシン銅（有機銅）

R3.8.31 R3.9.30 10月以降※

－307－－306－



　　　　河原地域
　　　　　曳田水源

検査項目
目標値
(Gvi)

単位
定量
下限値

検査結果
（Dvi）

DI 検査結果 DI 検査結果 DI

1 1,3-ジクロロプロペン（D-D） 0.05 mg/L 0.0001 <0.0001 0
2 2,2-DPA（ダラポン） 0.08 mg/L 0.001 <0.001 0
3 2,4-D（2,4-PA） 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
4 EPN 0.004 mg/L 0.00005 <0.00005 0
5 MCPA 0.005 mg/L 0.0003 <0.0003 0
6 アシュラム 0.9 mg/L 0.009 <0.009 0
7 アセフェート 0.006 mg/L 0.0008 <0.0008 0
8 アトラジン 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
9 アニロホス 0.003 mg/L 0.00005 <0.00005 0
10 アミトラズ 0.006 mg/L 0.0003 <0.0003 0
11 アラクロール 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
12 イソキサチオン 0.005 mg/L 0.00008 <0.00008 0
13 イソフェンホス 0.001 mg/L 0.00003 <0.00003 0
14 イソプロカルブ（MIPC） 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
15 イソプロチオラン（IPT） 0.3 mg/L 0.003 <0.003 0
16 イプロベンホス（IBP） 0.09 mg/L 0.0009 <0.0009 0
17 イミノクタジン 0.006 mg/L 0.004 <0.004 0
18 インダノファン 0.009 mg/L 0.00009 <0.00009 0
19 エスプロカルブ 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
20 エトフェンプロックス 0.08 mg/L 0.0008 <0.0008 0
21 エンドスルファン（ベンゾエピン） 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
22 オキサジクロメホン 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
23 オキシン銅（有機銅） 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
24 オリサストロビン 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
25 カズサホス 0.0006 mg/L 0.00002 <0.00002 0
26 カフェンストロール 0.008 mg/L 0.00008 <0.00008 0
27 カルタップ 0.08 mg/L 0.0008 <0.0008 0
28 カルバリル（NAC） 0.3 mg/L 0.003 <0.0002 0
29 カルボフラン 0.0003 mg/L 3E-06 <0.000003 0
30 キノクラミン（ACN） 0.005 mg/L 0.00005 <0.00005 0
31 キャプタン 0.3 mg/L 0.003 <0.003 0
32 クミルロン 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
33 グリホサート 2 mg/L 0.02 <0.02 0
34 グルホシネート 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
35 クロメプロップ 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
36 クロルニトロフェン（CNP） 0.0001 mg/L 0.0001 <0.0001 0
37 クロルピリホス 0.003 mg/L 0.00005 <0.00005 0
38 クロロタロニル（TPN） 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
39 シアナジン 0.001 mg/L 0.00004 <0.00004 0
40 シアノホス（CYAP） 0.003 mg/L 0.00003 <0.00003 0
41 ジウロン（DCMU） 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
42 ジクロベニル（DBN） 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
43 ジクロルボス（DDVP） 0.008 mg/L 0.00008 <0.00008 0
44 ジクワット 0.01 mg/L 0.001 <0.001 0
45 ジスルホトン（エチルチオメン） 0.004 mg/L 0.00004 <0.00004 0
46 ジチオカルバメート系農薬 0.005 mg/L 0.00005 <0.00005 0
47 ジチオピル 0.009 mg/L 0.00009 <0.00009 0
48 シハロホップブチル 0.006 mg/L 0.00006 <0.00006 0
49 シマジン（CAT） 0.003 mg/L 0.00003 <0.00003 0
50 ジメタメトリン 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
51 ジメトエート 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
52 シメトリン 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
53 ダイアジノン 0.003 mg/L 0.00005 <0.00005 0
54 ダイムロン 0.8 mg/L 0.008 <0.008 0
55 ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
56 チアジニル 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
57 チウラム 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
58 チオジカルブ 0.08 mg/L 0.0008 <0.0008 0
59 チオファネートメチル 0.3 mg/L 0.003 <0.003 0
60 チオベンカルブ 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
61 テフリルトリオン 0.002 mg/L 0.00002 <0.00002 0
62 テルブカルブ（MBPMC） 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0

R3.8.31 R3.9.30 10月以降※

検査項目
目標値
(Gvi)

単位
定量
下限値

検査結果
（Dvi）

DI 検査結果 DI 検査結果 DI

63 トリクロピル 0.006 mg/L 0.00006 <0.00006 0
64 トリクロルホン（DEP） 0.005 mg/L 0.0002 <0.0002 0
65 トリシクラゾール 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
66 トリフルラリン 0.06 mg/L 0.0006 <0.0006 0
67 ナプロパミド 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
68 パラコート 0.005 mg/L 0.00005 <0.00005 0
69 ピペロホス 0.0009 mg/L 0.0001 <0.0001 0
70 ピラクロニル 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
71 ピラゾキシフェン 0.004 mg/L 0.00004 <0.00004 0
72 ピラゾリネート（ピラゾレート） 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
73 ピリダフェンチオン 0.002 mg/L 0.0001 <0.0001 0
74 ピリブチカルブ 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
75 ピロキロン 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
76 フィプロニル 0.0005 mg/L 0.000005 <0.000005 0
77 フェニトロチオン（MEP） 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
78 フェノブカルブ（BPMC） 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
79 フェリムゾン 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
80 フェンチオン（MPP） 0.006 mg/L 0.00006 <0.00006 0
81 フェントエート（PAP） 0.007 mg/L 0.00007 <0.00007 0
82 フェントラザミド 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
83 フサライド 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
84 ブタクロール 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
85 ブタミホス 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
86 ブプロフェジン 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
87 フルアジナム 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
88 プレチラクロール 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
89 プロシミドン 0.09 mg/L 0.0009 <0.0009 0
90 プロチオホス 0.007 mg/L 0.00007 <0.00007 0
91 プロピコナゾール 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
92 プロピザミド 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
93 プロベナゾール 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
94 ブロモブチド 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
95 ベノミル 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
96 ペンシクロン 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
97 ベンゾビシクロン 0.09 mg/L 0.0009 <0.0009 0
98 ベンゾフェナップ 0.005 mg/L 0.00004 <0.00004 0
99 ベンタゾン 0.2 mg/L 0.002 <0.002 0

100 ペンディメタリン 0.3 mg/L 0.003 <0.003 0
101 ベンフラカルブ 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
102 ベンフルラリン（ベスロジン） 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
103 ベンフレセート 0.07 mg/L 0.0007 <0.0007 0
104 ホスチアゼート 0.003 mg/L 0.00003 <0.00003 0
105 マラチオン（マラソン） 0.7 mg/L 0.007 <0.007 0
106 メコプロップ（MCPP） 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
107 メソミル 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
108 メタラキシル 0.2 mg/L 0.002 <0.002 0
109 メチダジオン（DMTP） 0.004 mg/L 0.00004 <0.00004 0
110 メトミノストロビン 0.04 mg/L 0.0004 <0.0004 0
111 メトリブジン 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
112 メフェナセット 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
113 メプロニル 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
114 モリネート 0.005 mg/L 0.00005 <0.00005 0

総農薬検査指標値（DI) 0 0 0
DI=Dvi/Gvi。　ただし、各種農薬の検出値が定量下限値を下回ったときはＤＩを０とする。
なお、総農薬の検査結果は、農薬の検出値が目標値の１００分の１未満なので、「<0.01」
とする。

※10月以降に検査した農薬について、採水日は次のとおり。
R3.10.29　2,2-DPA（ダラポン）
R3.11.10　イミノクタジン、ジクワット及びパラコート
R4.2.8　　オキシン銅（有機銅）

R3.8.31 R3.9.30 10月以降※

－309－－308－



　　　　河原地域
　　　　　曳田水源

検査項目
目標値
(Gvi)

単位
定量
下限値

検査結果
（Dvi）

DI 検査結果 DI 検査結果 DI

1 1,3-ジクロロプロペン（D-D） 0.05 mg/L 0.0001 <0.0001 0
2 2,2-DPA（ダラポン） 0.08 mg/L 0.001 <0.001 0
3 2,4-D（2,4-PA） 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
4 EPN 0.004 mg/L 0.00005 <0.00005 0
5 MCPA 0.005 mg/L 0.0003 <0.0003 0
6 アシュラム 0.9 mg/L 0.009 <0.009 0
7 アセフェート 0.006 mg/L 0.0008 <0.0008 0
8 アトラジン 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
9 アニロホス 0.003 mg/L 0.00005 <0.00005 0
10 アミトラズ 0.006 mg/L 0.0003 <0.0003 0
11 アラクロール 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
12 イソキサチオン 0.005 mg/L 0.00008 <0.00008 0
13 イソフェンホス 0.001 mg/L 0.00003 <0.00003 0
14 イソプロカルブ（MIPC） 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
15 イソプロチオラン（IPT） 0.3 mg/L 0.003 <0.003 0
16 イプロベンホス（IBP） 0.09 mg/L 0.0009 <0.0009 0
17 イミノクタジン 0.006 mg/L 0.004 <0.004 0
18 インダノファン 0.009 mg/L 0.00009 <0.00009 0
19 エスプロカルブ 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
20 エトフェンプロックス 0.08 mg/L 0.0008 <0.0008 0
21 エンドスルファン（ベンゾエピン） 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
22 オキサジクロメホン 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
23 オキシン銅（有機銅） 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
24 オリサストロビン 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
25 カズサホス 0.0006 mg/L 0.00002 <0.00002 0
26 カフェンストロール 0.008 mg/L 0.00008 <0.00008 0
27 カルタップ 0.08 mg/L 0.0008 <0.0008 0
28 カルバリル（NAC） 0.3 mg/L 0.003 <0.0002 0
29 カルボフラン 0.0003 mg/L 3E-06 <0.000003 0
30 キノクラミン（ACN） 0.005 mg/L 0.00005 <0.00005 0
31 キャプタン 0.3 mg/L 0.003 <0.003 0
32 クミルロン 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
33 グリホサート 2 mg/L 0.02 <0.02 0
34 グルホシネート 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
35 クロメプロップ 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
36 クロルニトロフェン（CNP） 0.0001 mg/L 0.0001 <0.0001 0
37 クロルピリホス 0.003 mg/L 0.00005 <0.00005 0
38 クロロタロニル（TPN） 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
39 シアナジン 0.001 mg/L 0.00004 <0.00004 0
40 シアノホス（CYAP） 0.003 mg/L 0.00003 <0.00003 0
41 ジウロン（DCMU） 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
42 ジクロベニル（DBN） 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
43 ジクロルボス（DDVP） 0.008 mg/L 0.00008 <0.00008 0
44 ジクワット 0.01 mg/L 0.001 <0.001 0
45 ジスルホトン（エチルチオメン） 0.004 mg/L 0.00004 <0.00004 0
46 ジチオカルバメート系農薬 0.005 mg/L 0.00005 <0.00005 0
47 ジチオピル 0.009 mg/L 0.00009 <0.00009 0
48 シハロホップブチル 0.006 mg/L 0.00006 <0.00006 0
49 シマジン（CAT） 0.003 mg/L 0.00003 <0.00003 0
50 ジメタメトリン 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
51 ジメトエート 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
52 シメトリン 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
53 ダイアジノン 0.003 mg/L 0.00005 <0.00005 0
54 ダイムロン 0.8 mg/L 0.008 <0.008 0
55 ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
56 チアジニル 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
57 チウラム 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
58 チオジカルブ 0.08 mg/L 0.0008 <0.0008 0
59 チオファネートメチル 0.3 mg/L 0.003 <0.003 0
60 チオベンカルブ 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
61 テフリルトリオン 0.002 mg/L 0.00002 <0.00002 0
62 テルブカルブ（MBPMC） 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0

R3.8.31 R3.9.30 10月以降※

検査項目
目標値
(Gvi)

単位
定量
下限値

検査結果
（Dvi）

DI 検査結果 DI 検査結果 DI

63 トリクロピル 0.006 mg/L 0.00006 <0.00006 0
64 トリクロルホン（DEP） 0.005 mg/L 0.0002 <0.0002 0
65 トリシクラゾール 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
66 トリフルラリン 0.06 mg/L 0.0006 <0.0006 0
67 ナプロパミド 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
68 パラコート 0.005 mg/L 0.00005 <0.00005 0
69 ピペロホス 0.0009 mg/L 0.0001 <0.0001 0
70 ピラクロニル 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
71 ピラゾキシフェン 0.004 mg/L 0.00004 <0.00004 0
72 ピラゾリネート（ピラゾレート） 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
73 ピリダフェンチオン 0.002 mg/L 0.0001 <0.0001 0
74 ピリブチカルブ 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
75 ピロキロン 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
76 フィプロニル 0.0005 mg/L 0.000005 <0.000005 0
77 フェニトロチオン（MEP） 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
78 フェノブカルブ（BPMC） 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
79 フェリムゾン 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
80 フェンチオン（MPP） 0.006 mg/L 0.00006 <0.00006 0
81 フェントエート（PAP） 0.007 mg/L 0.00007 <0.00007 0
82 フェントラザミド 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
83 フサライド 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
84 ブタクロール 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
85 ブタミホス 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
86 ブプロフェジン 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
87 フルアジナム 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
88 プレチラクロール 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
89 プロシミドン 0.09 mg/L 0.0009 <0.0009 0
90 プロチオホス 0.007 mg/L 0.00007 <0.00007 0
91 プロピコナゾール 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
92 プロピザミド 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
93 プロベナゾール 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
94 ブロモブチド 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
95 ベノミル 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
96 ペンシクロン 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
97 ベンゾビシクロン 0.09 mg/L 0.0009 <0.0009 0
98 ベンゾフェナップ 0.005 mg/L 0.00004 <0.00004 0
99 ベンタゾン 0.2 mg/L 0.002 <0.002 0

100 ペンディメタリン 0.3 mg/L 0.003 <0.003 0
101 ベンフラカルブ 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
102 ベンフルラリン（ベスロジン） 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
103 ベンフレセート 0.07 mg/L 0.0007 <0.0007 0
104 ホスチアゼート 0.003 mg/L 0.00003 <0.00003 0
105 マラチオン（マラソン） 0.7 mg/L 0.007 <0.007 0
106 メコプロップ（MCPP） 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
107 メソミル 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
108 メタラキシル 0.2 mg/L 0.002 <0.002 0
109 メチダジオン（DMTP） 0.004 mg/L 0.00004 <0.00004 0
110 メトミノストロビン 0.04 mg/L 0.0004 <0.0004 0
111 メトリブジン 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
112 メフェナセット 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
113 メプロニル 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
114 モリネート 0.005 mg/L 0.00005 <0.00005 0

総農薬検査指標値（DI) 0 0 0
DI=Dvi/Gvi。　ただし、各種農薬の検出値が定量下限値を下回ったときはＤＩを０とする。
なお、総農薬の検査結果は、農薬の検出値が目標値の１００分の１未満なので、「<0.01」
とする。

※10月以降に検査した農薬について、採水日は次のとおり。
R3.10.29　2,2-DPA（ダラポン）
R3.11.10　イミノクタジン、ジクワット及びパラコート
R4.2.8　　オキシン銅（有機銅）

R3.8.31 R3.9.30 10月以降※

－309－－308－



　　　　青谷地域
　　　　　不動山水源

検査項目
目標値
(Gvi)

単位
定量
下限値

検査結果
（Dvi）

DI 検査結果 DI 検査結果 DI

1 1,3-ジクロロプロペン（D-D） 0.05 mg/L 0.0001 <0.0001 0
2 2,2-DPA（ダラポン） 0.08 mg/L 0.001 <0.001 0
3 2,4-D（2,4-PA） 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
4 EPN 0.004 mg/L 0.00005 <0.00005 0
5 MCPA 0.005 mg/L 0.0003 <0.0003 0
6 アシュラム 0.9 mg/L 0.009 <0.009 0
7 アセフェート 0.006 mg/L 0.0008 <0.0008 0
8 アトラジン 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
9 アニロホス 0.003 mg/L 0.00005 <0.00005 0
10 アミトラズ 0.006 mg/L 0.0003 <0.0003 0
11 アラクロール 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
12 イソキサチオン 0.005 mg/L 0.00008 <0.00008 0
13 イソフェンホス 0.001 mg/L 0.00003 <0.00003 0
14 イソプロカルブ（MIPC） 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
15 イソプロチオラン（IPT） 0.3 mg/L 0.003 <0.003 0
16 イプロベンホス（IBP） 0.09 mg/L 0.0009 <0.0009 0
17 イミノクタジン 0.006 mg/L 0.004 <0.004 0
18 インダノファン 0.009 mg/L 0.00009 <0.00009 0
19 エスプロカルブ 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
20 エトフェンプロックス 0.08 mg/L 0.0008 <0.0008 0
21 エンドスルファン（ベンゾエピン） 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
22 オキサジクロメホン 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
23 オキシン銅（有機銅） 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
24 オリサストロビン 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
25 カズサホス 0.0006 mg/L 0.00002 <0.00002 0
26 カフェンストロール 0.008 mg/L 0.00008 <0.00008 0
27 カルタップ 0.08 mg/L 0.0008 <0.0008 0
28 カルバリル（NAC） 0.3 mg/L 0.003 <0.0002 0
29 カルボフラン 0.0003 mg/L 3E-06 <0.000003 0
30 キノクラミン（ACN） 0.005 mg/L 0.00005 <0.00005 0
31 キャプタン 0.3 mg/L 0.003 <0.003 0
32 クミルロン 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
33 グリホサート 2 mg/L 0.02 <0.02 0
34 グルホシネート 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
35 クロメプロップ 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
36 クロルニトロフェン（CNP） 0.0001 mg/L 0.0001 <0.0001 0
37 クロルピリホス 0.003 mg/L 0.00005 <0.00005 0
38 クロロタロニル（TPN） 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
39 シアナジン 0.001 mg/L 0.00004 <0.00004 0
40 シアノホス（CYAP） 0.003 mg/L 0.00003 <0.00003 0
41 ジウロン（DCMU） 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
42 ジクロベニル（DBN） 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
43 ジクロルボス（DDVP） 0.008 mg/L 0.00008 <0.00008 0
44 ジクワット 0.01 mg/L 0.001 <0.001 0
45 ジスルホトン（エチルチオメン） 0.004 mg/L 0.00004 <0.00004 0
46 ジチオカルバメート系農薬 0.005 mg/L 0.00005 <0.00005 0
47 ジチオピル 0.009 mg/L 0.00009 <0.00009 0
48 シハロホップブチル 0.006 mg/L 0.00006 <0.00006 0
49 シマジン（CAT） 0.003 mg/L 0.00003 <0.00003 0
50 ジメタメトリン 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
51 ジメトエート 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
52 シメトリン 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
53 ダイアジノン 0.003 mg/L 0.00005 <0.00005 0
54 ダイムロン 0.8 mg/L 0.008 <0.008 0
55 ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
56 チアジニル 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
57 チウラム 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
58 チオジカルブ 0.08 mg/L 0.0008 <0.0008 0
59 チオファネートメチル 0.3 mg/L 0.003 <0.003 0
60 チオベンカルブ 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
61 テフリルトリオン 0.002 mg/L 0.00002 <0.00002 0
62 テルブカルブ（MBPMC） 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0

R3.8.31 R3.9.30 10月以降※

検査項目
目標値
(Gvi)

単位
定量
下限値

検査結果
（Dvi）

DI 検査結果 DI 検査結果 DI

63 トリクロピル 0.006 mg/L 0.00006 <0.00006 0
64 トリクロルホン（DEP） 0.005 mg/L 0.0002 <0.0002 0
65 トリシクラゾール 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
66 トリフルラリン 0.06 mg/L 0.0006 <0.0006 0
67 ナプロパミド 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
68 パラコート 0.005 mg/L 0.00005 <0.00005 0
69 ピペロホス 0.0009 mg/L 0.0001 <0.0001 0
70 ピラクロニル 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
71 ピラゾキシフェン 0.004 mg/L 0.00004 <0.00004 0
72 ピラゾリネート（ピラゾレート） 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
73 ピリダフェンチオン 0.002 mg/L 0.0001 <0.0001 0
74 ピリブチカルブ 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
75 ピロキロン 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
76 フィプロニル 0.0005 mg/L 0.000005 <0.000005 0
77 フェニトロチオン（MEP） 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
78 フェノブカルブ（BPMC） 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
79 フェリムゾン 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
80 フェンチオン（MPP） 0.006 mg/L 0.00006 <0.00006 0
81 フェントエート（PAP） 0.007 mg/L 0.00007 <0.00007 0
82 フェントラザミド 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
83 フサライド 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
84 ブタクロール 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
85 ブタミホス 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
86 ブプロフェジン 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
87 フルアジナム 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
88 プレチラクロール 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
89 プロシミドン 0.09 mg/L 0.0009 <0.0009 0
90 プロチオホス 0.007 mg/L 0.00007 <0.00007 0
91 プロピコナゾール 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
92 プロピザミド 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
93 プロベナゾール 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
94 ブロモブチド 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
95 ベノミル 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
96 ペンシクロン 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
97 ベンゾビシクロン 0.09 mg/L 0.0009 <0.0009 0
98 ベンゾフェナップ 0.005 mg/L 0.00004 <0.00004 0
99 ベンタゾン 0.2 mg/L 0.002 <0.002 0

100 ペンディメタリン 0.3 mg/L 0.003 <0.003 0
101 ベンフラカルブ 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
102 ベンフルラリン（ベスロジン） 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
103 ベンフレセート 0.07 mg/L 0.0007 <0.0007 0
104 ホスチアゼート 0.003 mg/L 0.00003 <0.00003 0
105 マラチオン（マラソン） 0.7 mg/L 0.007 <0.007 0
106 メコプロップ（MCPP） 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
107 メソミル 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
108 メタラキシル 0.2 mg/L 0.002 <0.002 0
109 メチダジオン（DMTP） 0.004 mg/L 0.00004 <0.00004 0
110 メトミノストロビン 0.04 mg/L 0.0004 <0.0004 0
111 メトリブジン 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
112 メフェナセット 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
113 メプロニル 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
114 モリネート 0.005 mg/L 0.00005 <0.00005 0

総農薬検査指標値（DI) 0 0 0
DI=Dvi/Gvi。　ただし、各種農薬の検出値が定量下限値を下回ったときはＤＩを０とする。
なお、総農薬の検査結果は、農薬の検出値が目標値の１００分の１未満なので、「<0.01」
とする。

※10月以降に検査した農薬について、採水日は次のとおり。
R3.10.29　2,2-DPA（ダラポン）
R3.11.10　イミノクタジン、ジクワット及びパラコート
R4.2.8　　オキシン銅（有機銅）

R3.8.31 R3.9.30 10月以降※

－311－－310－



　　　　青谷地域
　　　　　不動山水源

検査項目
目標値
(Gvi)

単位
定量
下限値

検査結果
（Dvi）

DI 検査結果 DI 検査結果 DI

1 1,3-ジクロロプロペン（D-D） 0.05 mg/L 0.0001 <0.0001 0
2 2,2-DPA（ダラポン） 0.08 mg/L 0.001 <0.001 0
3 2,4-D（2,4-PA） 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
4 EPN 0.004 mg/L 0.00005 <0.00005 0
5 MCPA 0.005 mg/L 0.0003 <0.0003 0
6 アシュラム 0.9 mg/L 0.009 <0.009 0
7 アセフェート 0.006 mg/L 0.0008 <0.0008 0
8 アトラジン 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
9 アニロホス 0.003 mg/L 0.00005 <0.00005 0
10 アミトラズ 0.006 mg/L 0.0003 <0.0003 0
11 アラクロール 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
12 イソキサチオン 0.005 mg/L 0.00008 <0.00008 0
13 イソフェンホス 0.001 mg/L 0.00003 <0.00003 0
14 イソプロカルブ（MIPC） 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
15 イソプロチオラン（IPT） 0.3 mg/L 0.003 <0.003 0
16 イプロベンホス（IBP） 0.09 mg/L 0.0009 <0.0009 0
17 イミノクタジン 0.006 mg/L 0.004 <0.004 0
18 インダノファン 0.009 mg/L 0.00009 <0.00009 0
19 エスプロカルブ 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
20 エトフェンプロックス 0.08 mg/L 0.0008 <0.0008 0
21 エンドスルファン（ベンゾエピン） 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
22 オキサジクロメホン 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
23 オキシン銅（有機銅） 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
24 オリサストロビン 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
25 カズサホス 0.0006 mg/L 0.00002 <0.00002 0
26 カフェンストロール 0.008 mg/L 0.00008 <0.00008 0
27 カルタップ 0.08 mg/L 0.0008 <0.0008 0
28 カルバリル（NAC） 0.3 mg/L 0.003 <0.0002 0
29 カルボフラン 0.0003 mg/L 3E-06 <0.000003 0
30 キノクラミン（ACN） 0.005 mg/L 0.00005 <0.00005 0
31 キャプタン 0.3 mg/L 0.003 <0.003 0
32 クミルロン 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
33 グリホサート 2 mg/L 0.02 <0.02 0
34 グルホシネート 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
35 クロメプロップ 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
36 クロルニトロフェン（CNP） 0.0001 mg/L 0.0001 <0.0001 0
37 クロルピリホス 0.003 mg/L 0.00005 <0.00005 0
38 クロロタロニル（TPN） 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
39 シアナジン 0.001 mg/L 0.00004 <0.00004 0
40 シアノホス（CYAP） 0.003 mg/L 0.00003 <0.00003 0
41 ジウロン（DCMU） 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
42 ジクロベニル（DBN） 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
43 ジクロルボス（DDVP） 0.008 mg/L 0.00008 <0.00008 0
44 ジクワット 0.01 mg/L 0.001 <0.001 0
45 ジスルホトン（エチルチオメン） 0.004 mg/L 0.00004 <0.00004 0
46 ジチオカルバメート系農薬 0.005 mg/L 0.00005 <0.00005 0
47 ジチオピル 0.009 mg/L 0.00009 <0.00009 0
48 シハロホップブチル 0.006 mg/L 0.00006 <0.00006 0
49 シマジン（CAT） 0.003 mg/L 0.00003 <0.00003 0
50 ジメタメトリン 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
51 ジメトエート 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
52 シメトリン 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
53 ダイアジノン 0.003 mg/L 0.00005 <0.00005 0
54 ダイムロン 0.8 mg/L 0.008 <0.008 0
55 ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
56 チアジニル 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
57 チウラム 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
58 チオジカルブ 0.08 mg/L 0.0008 <0.0008 0
59 チオファネートメチル 0.3 mg/L 0.003 <0.003 0
60 チオベンカルブ 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
61 テフリルトリオン 0.002 mg/L 0.00002 <0.00002 0
62 テルブカルブ（MBPMC） 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0

R3.8.31 R3.9.30 10月以降※

検査項目
目標値
(Gvi)

単位
定量
下限値

検査結果
（Dvi）

DI 検査結果 DI 検査結果 DI

63 トリクロピル 0.006 mg/L 0.00006 <0.00006 0
64 トリクロルホン（DEP） 0.005 mg/L 0.0002 <0.0002 0
65 トリシクラゾール 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
66 トリフルラリン 0.06 mg/L 0.0006 <0.0006 0
67 ナプロパミド 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
68 パラコート 0.005 mg/L 0.00005 <0.00005 0
69 ピペロホス 0.0009 mg/L 0.0001 <0.0001 0
70 ピラクロニル 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
71 ピラゾキシフェン 0.004 mg/L 0.00004 <0.00004 0
72 ピラゾリネート（ピラゾレート） 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
73 ピリダフェンチオン 0.002 mg/L 0.0001 <0.0001 0
74 ピリブチカルブ 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
75 ピロキロン 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
76 フィプロニル 0.0005 mg/L 0.000005 <0.000005 0
77 フェニトロチオン（MEP） 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
78 フェノブカルブ（BPMC） 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
79 フェリムゾン 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
80 フェンチオン（MPP） 0.006 mg/L 0.00006 <0.00006 0
81 フェントエート（PAP） 0.007 mg/L 0.00007 <0.00007 0
82 フェントラザミド 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
83 フサライド 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
84 ブタクロール 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
85 ブタミホス 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
86 ブプロフェジン 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
87 フルアジナム 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
88 プレチラクロール 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
89 プロシミドン 0.09 mg/L 0.0009 <0.0009 0
90 プロチオホス 0.007 mg/L 0.00007 <0.00007 0
91 プロピコナゾール 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
92 プロピザミド 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
93 プロベナゾール 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
94 ブロモブチド 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
95 ベノミル 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
96 ペンシクロン 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
97 ベンゾビシクロン 0.09 mg/L 0.0009 <0.0009 0
98 ベンゾフェナップ 0.005 mg/L 0.00004 <0.00004 0
99 ベンタゾン 0.2 mg/L 0.002 <0.002 0

100 ペンディメタリン 0.3 mg/L 0.003 <0.003 0
101 ベンフラカルブ 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
102 ベンフルラリン（ベスロジン） 0.01 mg/L 0.0001 <0.0001 0
103 ベンフレセート 0.07 mg/L 0.0007 <0.0007 0
104 ホスチアゼート 0.003 mg/L 0.00003 <0.00003 0
105 マラチオン（マラソン） 0.7 mg/L 0.007 <0.007 0
106 メコプロップ（MCPP） 0.05 mg/L 0.0005 <0.0005 0
107 メソミル 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
108 メタラキシル 0.2 mg/L 0.002 <0.002 0
109 メチダジオン（DMTP） 0.004 mg/L 0.00004 <0.00004 0
110 メトミノストロビン 0.04 mg/L 0.0004 <0.0004 0
111 メトリブジン 0.03 mg/L 0.0003 <0.0003 0
112 メフェナセット 0.02 mg/L 0.0002 <0.0002 0
113 メプロニル 0.1 mg/L 0.001 <0.001 0
114 モリネート 0.005 mg/L 0.00005 <0.00005 0

総農薬検査指標値（DI) 0 0 0
DI=Dvi/Gvi。　ただし、各種農薬の検出値が定量下限値を下回ったときはＤＩを０とする。
なお、総農薬の検査結果は、農薬の検出値が目標値の１００分の１未満なので、「<0.01」
とする。

※10月以降に検査した農薬について、採水日は次のとおり。
R3.10.29　2,2-DPA（ダラポン）
R3.11.10　イミノクタジン、ジクワット及びパラコート
R4.2.8　　オキシン銅（有機銅）

R3.8.31 R3.9.30 10月以降※

－311－－310－



採水年月日 R3.4.5 R3.5.6 R3.6.1 R3.7.14 R3.8.16 R3.9.2
天候 － 晴 晴 晴 晴 曇 雨
気温 ℃ 11.7 19.2 23.2 31.1 26.8 24.3
水温 ℃ 11.4 14.1 18.5 20.2 17.9 22.6
大腸菌 MPN/100mL 108 31 12 87 144 260

嫌気性芽胞菌 個/100mL 15 20 0 20 0 10
ｐＨ － 7.1 7.0 6.8 7.0 7.1 6.9
色度 度 4.7 3.2 5.9 5.1 9.0 3.2
濁度 度 2.3 1.4 6.1 3.5 24 1.3

採水年月日 R3.10.6 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.1 R4.3.2
天候 － 雨 曇 晴／曇 雪 曇 曇
気温 ℃ 19.0 13.9 8.9 -0.7 3.3 6.5
水温 ℃ 18.1 15.3 10.8 5.8 5.8 7.4
大腸菌 MPN/100mL 46 42 378 142 66 66

嫌気性芽胞菌 個/100mL 15 5 20 10 40 20
ｐＨ － 6.9 7.1 7.0 7.7 7.1 6.9
色度 度 2.0 1.6 20 5.8 2.6 3.7
濁度 度 0.8 0.7 25 2.7 0.8 2.4

採水年月日 R3.4.5 R3.5.6 R3.6.1 R3.7.14 R3.8.16 R3.9.2
天候 － 晴 晴 晴 晴 曇 雨
気温 ℃ 11.7 19.2 23.2 31.1 26.8 24.3
水温 ℃ 13.3 15.9 19.5 24.7 25.9 27.2
大腸菌 MPN/100mL 1 <1 5 <1 2 1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 6.6 6.9 6.7 6.8 6.7 6.8
色度 度 <0.5 0.5 <0.5 0.9 0.9 0.5
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

採水年月日 R3.10.6 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.1 R4.3.2
天候 － 雨 曇 晴／曇 雪 曇 曇
気温 ℃ 19.0 13.9 8.9 -0.7 3.3 6.5
水温 ℃ 24.1 18.8 13.9 7.3 7.8 7.2
大腸菌 MPN/100mL 1 <1 1 <1 2 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 6.6 6.7 6.9 6.7 6.7 6.7
色度 度 0.6 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

採水年月日 R3.4.5 R3.5.6 R3.6.1 R3.7.14 R3.8.16 R3.9.2
天候 － 晴 晴 晴 晴 曇 雨
気温 ℃ 11.7 19.2 23.2 31.1 26.8 24.3
水温 ℃ 14.6 16.4 19.9 24.6 25.7 27.3
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 2 1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 6.6 6.7 6.6 6.8 6.8 6.6
色度 度 <0.5 0.6 0.5 1.1 1.4 0.6
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

水源名 叶２号水源

ウ　指標菌及びクリプトスポリジウム等検査結果
（ア）　鳥取地域(統合前上水)

千代川表流水－

水源名 叶１号水源

採水年月日 R3.10.6 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.1 R4.3.2
天候 － 雨 曇 晴／曇 雪 曇 曇
気温 ℃ 19.0 13.9 8.9 -0.7 3.3 6.5
水温 ℃ 24.7 19.1 14.3 6.8 7.5 7.0
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 2 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 5 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 6.7 6.7 6.8 6.7 6.6 6.7
色度 度 0.6 0.5 0.6 <0.5 <0.5 0.6
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

採水年月日 R3.4.5 R3.5.6 R3.6.1 R3.7.14 R3.8.16 R3.9.2
天候 － 晴 晴 晴 晴 曇 雨
気温 ℃ 11.7 19.2 23.2 31.1 26.8 24.3
水温 ℃ 13.1 15.2 16.5 20.2 21.8 22.3
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 4 2 1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － － 0 － － 0

ジアルジア 個/10L － － 0 － － 0
ｐＨ － 6.6 6.6 6.6 6.8 6.5 6.4
色度 度 <0.5 <0.5 <0.5 0.8 1.7 0.5
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 0.2 <0.1

採水年月日 R3.10.6 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.1 R4.3.2
天候 － 雨 曇 晴／曇 雪 曇 曇
気温 ℃ 19.0 13.9 8.9 -0.7 3.3 6.5
水温 ℃ 20.7 17.9 14.2 9.5 10.4 10.3
大腸菌 MPN/100mL 2 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － － 0 － － 0

ジアルジア 個/10L － － 0 － － 0
ｐＨ － 6.7 6.5 6.7 6.6 6.5 6.8
色度 度 <0.5 <0.5 0.9 0.8 <0.5 <0.5
濁度 度 <0.1 <0.1 0.1 0.3 <0.1 <0.1

採水年月日 R3.4.5 R3.5.6 R3.6.1 R3.7.14 R3.8.16 R3.9.2
天候 － 晴 晴 晴 晴 曇 雨
気温 ℃ 11.7 19.2 23.2 31.1 26.8 24.3
水温 ℃ 12.8 14.9 18.1 20.1 21.3 22.5
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 1 7 3

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
ｐＨ － 6.6 6.7 6.6 6.8 6.5 6.3
色度 度 <0.5 3.7 3.2 0.8 2.3 0.7
濁度 度 <0.1 1.6 1.4 4.0 0.7 <0.1

採水年月日 R3.10.6 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.1 R4.3.2
天候 － 雨 曇 晴／曇 雪 曇 曇
気温 ℃ 19.0 13.9 8.9 -0.7 3.3 6.5
水温 ℃ 21 17.3 13.7 9.3 9.2 9.2
大腸菌 MPN/100mL 1 <1 1 1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
ｐＨ － 6.7 6.6 6.8 6.7 6.6 6.7
色度 度 1.2 <0.5 <0.5 1.4 <0.5 0.5
濁度 度 0.4 <0.1 <0.1 0.6 <0.1 0.2

－ 江山浄水場　原水

水源名 向国安水源

水源名 叶２号水源

－313－－312－



採水年月日 R3.4.5 R3.5.6 R3.6.1 R3.7.14 R3.8.16 R3.9.2
天候 － 晴 晴 晴 晴 曇 雨
気温 ℃ 11.7 19.2 23.2 31.1 26.8 24.3
水温 ℃ 11.4 14.1 18.5 20.2 17.9 22.6
大腸菌 MPN/100mL 108 31 12 87 144 260

嫌気性芽胞菌 個/100mL 15 20 0 20 0 10
ｐＨ － 7.1 7.0 6.8 7.0 7.1 6.9
色度 度 4.7 3.2 5.9 5.1 9.0 3.2
濁度 度 2.3 1.4 6.1 3.5 24 1.3

採水年月日 R3.10.6 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.1 R4.3.2
天候 － 雨 曇 晴／曇 雪 曇 曇
気温 ℃ 19.0 13.9 8.9 -0.7 3.3 6.5
水温 ℃ 18.1 15.3 10.8 5.8 5.8 7.4
大腸菌 MPN/100mL 46 42 378 142 66 66

嫌気性芽胞菌 個/100mL 15 5 20 10 40 20
ｐＨ － 6.9 7.1 7.0 7.7 7.1 6.9
色度 度 2.0 1.6 20 5.8 2.6 3.7
濁度 度 0.8 0.7 25 2.7 0.8 2.4

採水年月日 R3.4.5 R3.5.6 R3.6.1 R3.7.14 R3.8.16 R3.9.2
天候 － 晴 晴 晴 晴 曇 雨
気温 ℃ 11.7 19.2 23.2 31.1 26.8 24.3
水温 ℃ 13.3 15.9 19.5 24.7 25.9 27.2
大腸菌 MPN/100mL 1 <1 5 <1 2 1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 6.6 6.9 6.7 6.8 6.7 6.8
色度 度 <0.5 0.5 <0.5 0.9 0.9 0.5
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

採水年月日 R3.10.6 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.1 R4.3.2
天候 － 雨 曇 晴／曇 雪 曇 曇
気温 ℃ 19.0 13.9 8.9 -0.7 3.3 6.5
水温 ℃ 24.1 18.8 13.9 7.3 7.8 7.2
大腸菌 MPN/100mL 1 <1 1 <1 2 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 6.6 6.7 6.9 6.7 6.7 6.7
色度 度 0.6 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

採水年月日 R3.4.5 R3.5.6 R3.6.1 R3.7.14 R3.8.16 R3.9.2
天候 － 晴 晴 晴 晴 曇 雨
気温 ℃ 11.7 19.2 23.2 31.1 26.8 24.3
水温 ℃ 14.6 16.4 19.9 24.6 25.7 27.3
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 2 1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 6.6 6.7 6.6 6.8 6.8 6.6
色度 度 <0.5 0.6 0.5 1.1 1.4 0.6
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

水源名 叶２号水源

ウ　指標菌及びクリプトスポリジウム等検査結果
（ア）　鳥取地域(統合前上水)

千代川表流水－

水源名 叶１号水源

採水年月日 R3.10.6 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.1 R4.3.2
天候 － 雨 曇 晴／曇 雪 曇 曇
気温 ℃ 19.0 13.9 8.9 -0.7 3.3 6.5
水温 ℃ 24.7 19.1 14.3 6.8 7.5 7.0
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 2 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 5 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 6.7 6.7 6.8 6.7 6.6 6.7
色度 度 0.6 0.5 0.6 <0.5 <0.5 0.6
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

採水年月日 R3.4.5 R3.5.6 R3.6.1 R3.7.14 R3.8.16 R3.9.2
天候 － 晴 晴 晴 晴 曇 雨
気温 ℃ 11.7 19.2 23.2 31.1 26.8 24.3
水温 ℃ 13.1 15.2 16.5 20.2 21.8 22.3
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 4 2 1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － － 0 － － 0

ジアルジア 個/10L － － 0 － － 0
ｐＨ － 6.6 6.6 6.6 6.8 6.5 6.4
色度 度 <0.5 <0.5 <0.5 0.8 1.7 0.5
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 0.2 <0.1

採水年月日 R3.10.6 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.1 R4.3.2
天候 － 雨 曇 晴／曇 雪 曇 曇
気温 ℃ 19.0 13.9 8.9 -0.7 3.3 6.5
水温 ℃ 20.7 17.9 14.2 9.5 10.4 10.3
大腸菌 MPN/100mL 2 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － － 0 － － 0

ジアルジア 個/10L － － 0 － － 0
ｐＨ － 6.7 6.5 6.7 6.6 6.5 6.8
色度 度 <0.5 <0.5 0.9 0.8 <0.5 <0.5
濁度 度 <0.1 <0.1 0.1 0.3 <0.1 <0.1

採水年月日 R3.4.5 R3.5.6 R3.6.1 R3.7.14 R3.8.16 R3.9.2
天候 － 晴 晴 晴 晴 曇 雨
気温 ℃ 11.7 19.2 23.2 31.1 26.8 24.3
水温 ℃ 12.8 14.9 18.1 20.1 21.3 22.5
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 1 7 3

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
ｐＨ － 6.6 6.7 6.6 6.8 6.5 6.3
色度 度 <0.5 3.7 3.2 0.8 2.3 0.7
濁度 度 <0.1 1.6 1.4 4.0 0.7 <0.1

採水年月日 R3.10.6 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.1 R4.3.2
天候 － 雨 曇 晴／曇 雪 曇 曇
気温 ℃ 19.0 13.9 8.9 -0.7 3.3 6.5
水温 ℃ 21 17.3 13.7 9.3 9.2 9.2
大腸菌 MPN/100mL 1 <1 1 1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
ｐＨ － 6.7 6.6 6.8 6.7 6.6 6.7
色度 度 1.2 <0.5 <0.5 1.4 <0.5 0.5
濁度 度 0.4 <0.1 <0.1 0.6 <0.1 0.2

－ 江山浄水場　原水

水源名 向国安水源

水源名 叶２号水源

－313－－312－



採水年月日 R3.4.6 R3.5.6 R3.6.2 R3.7.5 R3.8.2 R3.9.6
天候 － 晴 晴 晴 雨 晴 晴
気温 ℃ 10 18 20 24 31 23
水温 ℃ 11 14 19 14 16 15
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 7.0 8.0 7.9 6.6 6.8 7.2
色度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
濁度 度 <0.1 0.2 0.2 0.3 <0.1 0.1

採水年月日 R3.10.4 R3.11.8 R3.12.2 R4.1.11 R4.2.1 R4.3.1
天候 － 晴 曇 雨 雨 晴 雨
気温 ℃ 25 12 5 6 3 7
水温 ℃ 14 13 12 10 8 10
大腸菌 MPN/100mL 27 <1 <1 <1 <1 2

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 5 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 6.2 6.6 6.8 6.3 7.0 6.1
色度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
濁度 度 <0.1 0.2 0.1 0.1 <0.1 <0.1

採水年月日 R3.4.12 R3.5.17 R3.6.16 R3.7.12 R3.8.10 R3.9.13
天候 － 晴 雨 雨 雨 雨 曇
気温 ℃ 18 18 23 25 25 23
水温 ℃ 13 19 23 22 25 22
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 236 4

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 6.8 6.5 7.1 6.8 6.5 6.5
色度 度 0.7 2.1 1.6 1.9 1.9 1.1
濁度 度 <0.1 0.5 0.4 0.3 0.4 0.2

採水年月日 R3.10.11 R3.11.15 R3.12.6 R4.1.17 R4.2.7 R4.3.7
天候 － 晴 曇 曇 晴 晴 曇
気温 ℃ 27 10 1 3 0 5
水温 ℃ 22 14 12 7 4 5
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 5.9 6.0 6.4 6.0 5.8 6.2
色度 度 1.0 0.7 <0.5 0.8 <0.5 0.5
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 0.3 <0.1

採水年月日 R3.4.21 R3.5.24 R3.6.28 R3.7.26 R3.8.23 R3.9.21
天候 － 晴 雨 曇 曇 曇 晴
気温 ℃ 17 23 23 31 26 27
水温 ℃ 13 14 22 15 15 17
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － － 0 － － 0

ジアルジア 個/10L － － 0 － － 0
ｐＨ － 6.9 7.2 6.7 7.0 6.9 6.5
色度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

水源名 岩坪水源

（イ）　鳥取地域(統合前簡水)
水源名 矢矯水源

水源名 有富水源

採水年月日 R3.10.25 R3.11.24 R3.12.13 R4.1.24 R4.2.14 R4.3.14
天候 － 曇／雨 雨 雨 曇 曇 雨
気温 ℃ 10 9 5 4 6 10
水温 ℃ 13 12 12 7 10 12
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － － 0 － － 0

ジアルジア 個/10L － － 0 － － 0
ｐＨ － 7.4 6.8 6.3 7.1 6.9 6.4
色度 度 0.7 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

採水年月日 R3.4.12 R3.5.17 R3.6.16 R3.7.12 R3.8.10 R3.9.13
天候 － 晴 雨 雨 雨 雨 曇
気温 ℃ 17 18 18 25 24 23
水温 ℃ 15 14 14 16 15 15
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 7.1 7.2 7.4 7.2 7.2 6.9
色度 度 1.6 1.9 7.5 2.2 7.5 2.9
濁度 度 0.2 0.1 0.3 0.2 <0.1 <0.1

採水年月日 R3.10.11 R3.11.15 R3.12.6 R4.1.17 R4.2.7 R4.3.7
天候 － 晴 曇 曇 晴 晴 曇
気温 ℃ 24 10 1 3 0 4
水温 ℃ 16 13 12 10 12 12
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 6.9 7.3 6.8 6.6 7.0 7.0
色度 度 5.9 3.5 2.8 4.9 2 2.9
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1

採水年月日 R3.4.12 R3.5.17 R3.6.16 R3.7.12 R3.8.10 R3.9.13
天候 － 晴 雨 雨 雨 雨 曇
気温 ℃ 18 18 24 26 26 23
水温 ℃ 16 16 16 17 17 16
大腸菌 MPN/100mL <1 1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 6.8 6.9 7.1 6.8 7.0 6.8
色度 度 1.5 1.2 16 1.7 8.8 12
濁度 度 <0.1 0.1 1.8 0.5 0.6 0.8

採水年月日 R3.10.11 R3.11.15 R3.12.6 R4.1.17 R4.2.7 R4.3.7
天候 － 晴 曇 曇 晴 晴 曇
気温 ℃ 27 10 1 4 0 5
水温 ℃ 17 15 15 14 12 14
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 6.6 6.9 6.9 6.2 6.5 6.7
色度 度 9.2 7.3 14 9.2 8.0 9.3
濁度 度 0.5 0.4 0.9 0.6 0.5 0.7

水源名 細見水源

水源名 高路水源

水源名 岩坪水源

－315－－314－



採水年月日 R3.4.6 R3.5.6 R3.6.2 R3.7.5 R3.8.2 R3.9.6
天候 － 晴 晴 晴 雨 晴 晴
気温 ℃ 10 18 20 24 31 23
水温 ℃ 11 14 19 14 16 15
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 7.0 8.0 7.9 6.6 6.8 7.2
色度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
濁度 度 <0.1 0.2 0.2 0.3 <0.1 0.1

採水年月日 R3.10.4 R3.11.8 R3.12.2 R4.1.11 R4.2.1 R4.3.1
天候 － 晴 曇 雨 雨 晴 雨
気温 ℃ 25 12 5 6 3 7
水温 ℃ 14 13 12 10 8 10
大腸菌 MPN/100mL 27 <1 <1 <1 <1 2

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 5 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 6.2 6.6 6.8 6.3 7.0 6.1
色度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
濁度 度 <0.1 0.2 0.1 0.1 <0.1 <0.1

採水年月日 R3.4.12 R3.5.17 R3.6.16 R3.7.12 R3.8.10 R3.9.13
天候 － 晴 雨 雨 雨 雨 曇
気温 ℃ 18 18 23 25 25 23
水温 ℃ 13 19 23 22 25 22
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 236 4

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 6.8 6.5 7.1 6.8 6.5 6.5
色度 度 0.7 2.1 1.6 1.9 1.9 1.1
濁度 度 <0.1 0.5 0.4 0.3 0.4 0.2

採水年月日 R3.10.11 R3.11.15 R3.12.6 R4.1.17 R4.2.7 R4.3.7
天候 － 晴 曇 曇 晴 晴 曇
気温 ℃ 27 10 1 3 0 5
水温 ℃ 22 14 12 7 4 5
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 5.9 6.0 6.4 6.0 5.8 6.2
色度 度 1.0 0.7 <0.5 0.8 <0.5 0.5
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 0.3 <0.1

採水年月日 R3.4.21 R3.5.24 R3.6.28 R3.7.26 R3.8.23 R3.9.21
天候 － 晴 雨 曇 曇 曇 晴
気温 ℃ 17 23 23 31 26 27
水温 ℃ 13 14 22 15 15 17
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － － 0 － － 0

ジアルジア 個/10L － － 0 － － 0
ｐＨ － 6.9 7.2 6.7 7.0 6.9 6.5
色度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

水源名 岩坪水源

（イ）　鳥取地域(統合前簡水)
水源名 矢矯水源

水源名 有富水源

採水年月日 R3.10.25 R3.11.24 R3.12.13 R4.1.24 R4.2.14 R4.3.14
天候 － 曇／雨 雨 雨 曇 曇 雨
気温 ℃ 10 9 5 4 6 10
水温 ℃ 13 12 12 7 10 12
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － － 0 － － 0

ジアルジア 個/10L － － 0 － － 0
ｐＨ － 7.4 6.8 6.3 7.1 6.9 6.4
色度 度 0.7 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

採水年月日 R3.4.12 R3.5.17 R3.6.16 R3.7.12 R3.8.10 R3.9.13
天候 － 晴 雨 雨 雨 雨 曇
気温 ℃ 17 18 18 25 24 23
水温 ℃ 15 14 14 16 15 15
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 7.1 7.2 7.4 7.2 7.2 6.9
色度 度 1.6 1.9 7.5 2.2 7.5 2.9
濁度 度 0.2 0.1 0.3 0.2 <0.1 <0.1

採水年月日 R3.10.11 R3.11.15 R3.12.6 R4.1.17 R4.2.7 R4.3.7
天候 － 晴 曇 曇 晴 晴 曇
気温 ℃ 24 10 1 3 0 4
水温 ℃ 16 13 12 10 12 12
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 6.9 7.3 6.8 6.6 7.0 7.0
色度 度 5.9 3.5 2.8 4.9 2 2.9
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1

採水年月日 R3.4.12 R3.5.17 R3.6.16 R3.7.12 R3.8.10 R3.9.13
天候 － 晴 雨 雨 雨 雨 曇
気温 ℃ 18 18 24 26 26 23
水温 ℃ 16 16 16 17 17 16
大腸菌 MPN/100mL <1 1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 6.8 6.9 7.1 6.8 7.0 6.8
色度 度 1.5 1.2 16 1.7 8.8 12
濁度 度 <0.1 0.1 1.8 0.5 0.6 0.8

採水年月日 R3.10.11 R3.11.15 R3.12.6 R4.1.17 R4.2.7 R4.3.7
天候 － 晴 曇 曇 晴 晴 曇
気温 ℃ 27 10 1 4 0 5
水温 ℃ 17 15 15 14 12 14
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 6.6 6.9 6.9 6.2 6.5 6.7
色度 度 9.2 7.3 14 9.2 8.0 9.3
濁度 度 0.5 0.4 0.9 0.6 0.5 0.7

水源名 細見水源

水源名 高路水源

水源名 岩坪水源

－315－－314－



採水年月日 R3.4.12 R3.5.17 R3.6.16 R3.7.12 R3.8.10 R3.9.13
天候 － 晴 雨 雨 雨 雨 曇
気温 ℃ 17 18 22 25 24 23
水温 ℃ 12 14 16 21 20 20
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 16 2 20 2

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 7.5 6.6 6.4 6.4 6.6 6.6
色度 度 <0.5 <0.5 <0.5 1.0 0.8 <0.5
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1

採水年月日 R3.10.11 R3.11.15 R3.12.6 R4.1.17 R4.2.7 R4.3.7
天候 － 晴 曇 曇 晴 晴 曇
気温 ℃ 23 10 1 3 0 4
水温 ℃ 19 17 13 6 3 7
大腸菌 MPN/100mL 1 <1 <1 <1 3 4

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 6.0 6.4 6.9 6.8 6.9 6.2
色度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.3 <0.1

採水年月日 R3.6.16 R3.7.26 R3.9.13 R3.12.6 R4.1.24 R4.3.7
天候 － 雨 曇 曇 曇 曇 曇
気温 ℃ 23 31 23 1 2 5
水温 ℃ 16 19 18 12 7 7
大腸菌 MPN/100mL <1 － <1 <1 － <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 － 0 0 － 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 6.8 － 6.4 7.1 － 6.4
色度 度 <0.5 － <0.5 <0.5 － <0.5
濁度 度 0.1 － <0.1 <0.1 － <0.1

採水年月日 R3.5.6 R3.8.2 R3.11.8 R4.2.1
天候 － 晴 晴 曇 晴
気温 ℃ 18 31 12 3
水温 ℃ 17 17 15 13
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 7.8 7.4 7.3 7.0
色度 度 2.7 5 5 5.5
濁度 度 <0.1 0.2 0.2 0.6

採水年月日 R3.5.6 R3.8.2 R3.11.8 R4.2.1
天候 － 晴 晴 曇 晴
気温 ℃ 17 30 11 3
水温 ℃ 15 22 16 12
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 7.5 7.4 7.1 6.9
色度 度 <0.5 0.6 <0.5 <0.5
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

水源名 辛川水源

水源名 河内水源

水源名 明治水源

水源名 妙徳寺水源

採水年月日 R3.4.21 R3.7.26 R3.10.25 R4.1.24
天候 － 晴 曇 曇／雨 曇
気温 ℃ 17 30 10 4
水温 ℃ 18 18 17 14
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 8.3 8.4 8.4 7.9
色度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

水源名
採水年月日 R3.4.21 R3.7.26 R3.10.25 R4.1.24

天候 － 晴 曇 曇／雨 曇
気温 ℃ 15 29 10 4
水温 ℃ 15 16 14 9
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 8.0 8.2 8.3 7.6
色度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

採水年月日 R3.4.21 R3.7.26 R3.10.25 R4.1.24
天候 － 晴 曇 曇／雨 曇
気温 ℃ 17 29 10 4
水温 ℃ 14 15 14 6
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 7.7 7.8 7.6 7.3
色度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

採水年月日 R3.5.6 R3.8.2 R3.11.8 R4.2.1
天候 － 晴 晴 曇 晴
気温 ℃ 17 30 11 3
水温 ℃ 15 18 15 13
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 8.0 8.4 8.3 8.2
色度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

水源名 御熊水源

水源名 上砂見水源

百谷水源

水源名 神戸水源
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採水年月日 R3.4.12 R3.5.17 R3.6.16 R3.7.12 R3.8.10 R3.9.13
天候 － 晴 雨 雨 雨 雨 曇
気温 ℃ 17 18 22 25 24 23
水温 ℃ 12 14 16 21 20 20
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 16 2 20 2

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 7.5 6.6 6.4 6.4 6.6 6.6
色度 度 <0.5 <0.5 <0.5 1.0 0.8 <0.5
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1

採水年月日 R3.10.11 R3.11.15 R3.12.6 R4.1.17 R4.2.7 R4.3.7
天候 － 晴 曇 曇 晴 晴 曇
気温 ℃ 23 10 1 3 0 4
水温 ℃ 19 17 13 6 3 7
大腸菌 MPN/100mL 1 <1 <1 <1 3 4

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 6.0 6.4 6.9 6.8 6.9 6.2
色度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.3 <0.1

採水年月日 R3.6.16 R3.7.26 R3.9.13 R3.12.6 R4.1.24 R4.3.7
天候 － 雨 曇 曇 曇 曇 曇
気温 ℃ 23 31 23 1 2 5
水温 ℃ 16 19 18 12 7 7
大腸菌 MPN/100mL <1 － <1 <1 － <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 － 0 0 － 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 6.8 － 6.4 7.1 － 6.4
色度 度 <0.5 － <0.5 <0.5 － <0.5
濁度 度 0.1 － <0.1 <0.1 － <0.1

採水年月日 R3.5.6 R3.8.2 R3.11.8 R4.2.1
天候 － 晴 晴 曇 晴
気温 ℃ 18 31 12 3
水温 ℃ 17 17 15 13
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 7.8 7.4 7.3 7.0
色度 度 2.7 5 5 5.5
濁度 度 <0.1 0.2 0.2 0.6

採水年月日 R3.5.6 R3.8.2 R3.11.8 R4.2.1
天候 － 晴 晴 曇 晴
気温 ℃ 17 30 11 3
水温 ℃ 15 22 16 12
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 7.5 7.4 7.1 6.9
色度 度 <0.5 0.6 <0.5 <0.5
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

水源名 辛川水源

水源名 河内水源

水源名 明治水源

水源名 妙徳寺水源

採水年月日 R3.4.21 R3.7.26 R3.10.25 R4.1.24
天候 － 晴 曇 曇／雨 曇
気温 ℃ 17 30 10 4
水温 ℃ 18 18 17 14
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 8.3 8.4 8.4 7.9
色度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

水源名
採水年月日 R3.4.21 R3.7.26 R3.10.25 R4.1.24

天候 － 晴 曇 曇／雨 曇
気温 ℃ 15 29 10 4
水温 ℃ 15 16 14 9
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 8.0 8.2 8.3 7.6
色度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

採水年月日 R3.4.21 R3.7.26 R3.10.25 R4.1.24
天候 － 晴 曇 曇／雨 曇
気温 ℃ 17 29 10 4
水温 ℃ 14 15 14 6
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 7.7 7.8 7.6 7.3
色度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

採水年月日 R3.5.6 R3.8.2 R3.11.8 R4.2.1
天候 － 晴 晴 曇 晴
気温 ℃ 17 30 11 3
水温 ℃ 15 18 15 13
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 8.0 8.4 8.3 8.2
色度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

水源名 御熊水源

水源名 上砂見水源

百谷水源

水源名 神戸水源
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採水年月日 R3.4.15 R3.5.12 R3.6.17 R3.7.15 R3.8.17 R3.9.16
天候 － 晴 晴 曇 晴 雨 晴
気温 ℃ 10 16 24 27 23 23
水温 ℃ 15 15 15 17 16 16
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 3 2 2

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 8.0 7.9 8 7.9 7.9 7.9
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.10.26 R3.11.16 R3.12.14 R4.1.20 R4.2.15 R4.3.8
天候 － 曇 晴 晴 雪 晴 晴
気温 ℃ 13 12 6 2 7 6
水温 ℃ 15 14 14 12 13 14
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 8.0 7.9 8.0 8.0 7.9 8.0
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.8 R3.5.10 R3.6.17 R3.7.19 R3.8.3 R3.9.9
天候 － 晴 晴 曇 晴 曇 晴
気温 ℃ 16 23 23 31 24 22
水温 ℃ 14 15 15 19 16 16
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 8.6 8.5 8.7 8.4 8.5 8.4
色度 度 <0.5 0.6 0.9 <0.5 0.6 <0.5
濁度 度 <0.1 0.7 1.4 <0.1 0.5 <0.1

採水年月日 R3.10.13 R3.11.10 R3.12.8 R4.1.6 R4.2.9 R4.3.3
天候 － 雨 晴 曇 曇 晴 晴
気温 ℃ 19 10 8 1 2 13
水温 ℃ 16 14 13 12 12 13
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 8.5 8.5 8.5 8.0 8.4 8.3
色度 度 1.1 0.7 1 <0.5 0.6 <0.5
濁度 度 1.0 0.4 0.9 <0.1 0.6 0.9

採水年月日 R3.4.8 R3.5.10 R3.6.17 R3.7.19 R3.8.3 R3.9.16
天候 － 晴 晴 曇 晴 曇 晴
気温 ℃ 17 23 24 31 25 22
水温 ℃ 11 11 13 19 15 15
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 1 1 179

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 7.6 7.8 7.4 7.1 6.9 6.9
色度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.8 3.9
濁度 度 <0.1 0.1 0.1 <0.1 0.1 1.1

水源名 大石水源

（ウ）　国府地域
水源名 高岡水源

水源名 雨滝水源

採水年月日 R3.10.13 R3.11.10 R3.12.8 R4.1.6 R4.2.9 R4.3.3
天候 － 雨 晴 曇 晴 晴 晴
気温 ℃ 19 11 8 1 2 7
水温 ℃ 16 13 11 8 7 7
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 7.2 7.0 7.5 7.3 7.5 7.5
色度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

採水年月日 R3.4.8 R3.5.10 R3.6.17 R3.7.19 R3.8.24 R3.9.16
天候 － 晴 晴 曇 晴 雨 晴
気温 ℃ 17 23 24 31 26 25
水温 ℃ 11 14 15 18 21 18
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － － 0 － － 0

ジアルジア 個/10L － － 0 － － 0
ｐＨ － 6.9 7.1 6.6 6.6 6.8 6.5
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.15 R3.5.12 R3.6.17 R3.7.15 R3.8.17 R3.9.16
天候 － 晴 晴 曇 晴 雨 晴
気温 ℃ 9 16 24 27 23 25
水温 ℃ 13 15 19 20 20 20
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － － 0 － － 0

ジアルジア 個/10L － － 0 － － 0
ｐＨ － 8.1 8.0 7.8 7.9 7.9 7.9
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.10.26 R3.11.16 R3.12.14 R4.1.20 R4.2.15 R4.3.8
天候 － 曇 晴 晴 雪 晴 晴
気温 ℃ 13 10 2 0 7 3
水温 ℃ 14 12 9 4 4 7
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － － 0 － － 0

ジアルジア 個/10L － － 0 － － 0
ｐＨ － 7.8 7.9 8.0 8.0 8.0 8.1
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

水源名 荒舟水源

水源名 大石水源

水源名 栃本水源

栃本水源系は、令和3年10月に大石水源系にハード統合されたため、10月以降の検査は実施していません。
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採水年月日 R3.4.15 R3.5.12 R3.6.17 R3.7.15 R3.8.17 R3.9.16
天候 － 晴 晴 曇 晴 雨 晴
気温 ℃ 10 16 24 27 23 23
水温 ℃ 15 15 15 17 16 16
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 3 2 2

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 8.0 7.9 8 7.9 7.9 7.9
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.10.26 R3.11.16 R3.12.14 R4.1.20 R4.2.15 R4.3.8
天候 － 曇 晴 晴 雪 晴 晴
気温 ℃ 13 12 6 2 7 6
水温 ℃ 15 14 14 12 13 14
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 8.0 7.9 8.0 8.0 7.9 8.0
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.8 R3.5.10 R3.6.17 R3.7.19 R3.8.3 R3.9.9
天候 － 晴 晴 曇 晴 曇 晴
気温 ℃ 16 23 23 31 24 22
水温 ℃ 14 15 15 19 16 16
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 8.6 8.5 8.7 8.4 8.5 8.4
色度 度 <0.5 0.6 0.9 <0.5 0.6 <0.5
濁度 度 <0.1 0.7 1.4 <0.1 0.5 <0.1

採水年月日 R3.10.13 R3.11.10 R3.12.8 R4.1.6 R4.2.9 R4.3.3
天候 － 雨 晴 曇 曇 晴 晴
気温 ℃ 19 10 8 1 2 13
水温 ℃ 16 14 13 12 12 13
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 8.5 8.5 8.5 8.0 8.4 8.3
色度 度 1.1 0.7 1 <0.5 0.6 <0.5
濁度 度 1.0 0.4 0.9 <0.1 0.6 0.9

採水年月日 R3.4.8 R3.5.10 R3.6.17 R3.7.19 R3.8.3 R3.9.16
天候 － 晴 晴 曇 晴 曇 晴
気温 ℃ 17 23 24 31 25 22
水温 ℃ 11 11 13 19 15 15
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 1 1 179

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 7.6 7.8 7.4 7.1 6.9 6.9
色度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.8 3.9
濁度 度 <0.1 0.1 0.1 <0.1 0.1 1.1

水源名 大石水源

（ウ）　国府地域
水源名 高岡水源

水源名 雨滝水源

採水年月日 R3.10.13 R3.11.10 R3.12.8 R4.1.6 R4.2.9 R4.3.3
天候 － 雨 晴 曇 晴 晴 晴
気温 ℃ 19 11 8 1 2 7
水温 ℃ 16 13 11 8 7 7
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 7.2 7.0 7.5 7.3 7.5 7.5
色度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

採水年月日 R3.4.8 R3.5.10 R3.6.17 R3.7.19 R3.8.24 R3.9.16
天候 － 晴 晴 曇 晴 雨 晴
気温 ℃ 17 23 24 31 26 25
水温 ℃ 11 14 15 18 21 18
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － － 0 － － 0

ジアルジア 個/10L － － 0 － － 0
ｐＨ － 6.9 7.1 6.6 6.6 6.8 6.5
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.15 R3.5.12 R3.6.17 R3.7.15 R3.8.17 R3.9.16
天候 － 晴 晴 曇 晴 雨 晴
気温 ℃ 9 16 24 27 23 25
水温 ℃ 13 15 19 20 20 20
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － － 0 － － 0

ジアルジア 個/10L － － 0 － － 0
ｐＨ － 8.1 8.0 7.8 7.9 7.9 7.9
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.10.26 R3.11.16 R3.12.14 R4.1.20 R4.2.15 R4.3.8
天候 － 曇 晴 晴 雪 晴 晴
気温 ℃ 13 10 2 0 7 3
水温 ℃ 14 12 9 4 4 7
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － － 0 － － 0

ジアルジア 個/10L － － 0 － － 0
ｐＨ － 7.8 7.9 8.0 8.0 8.0 8.1
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

水源名 荒舟水源

水源名 大石水源

水源名 栃本水源

栃本水源系は、令和3年10月に大石水源系にハード統合されたため、10月以降の検査は実施していません。
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採水年月日 R3.5.12 R3.8.24 R3.11.16 R4.2.15
天候 － 晴 雨 晴 晴
気温 ℃ 15 27 10 7
水温 ℃ 14 18 14 3
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 7.2 7.1 7.2 7.2 クリプトスポリジウム
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.5.12 R3.8.24 R3.11.16 R4.2.15
天候 － 晴 雨 晴 晴
気温 ℃ 15 27 10 7
水温 ℃ 17 23 14 8
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 7.6 7.2 7.0 7.6
色度 度 <1 <1 2 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 0.8 <0.5

採水年月日 R3.5.12 R3.8.24 R3.11.16 R4.2.15
天候 － 晴 雨 晴 晴
気温 ℃ 16 28 11 7
水温 ℃ 17 21 14 7
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 7.1 7.1 7.1 7.1
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.5.10 R3.8.24 R3.11.10 R4.2.9
天候 － 晴 雨 晴 晴
気温 ℃ 23 27 10 2
水温 ℃ 16 17 13 12
大腸菌 MPN/100mL <1 8 1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 8.3 7.4 7.3 7.5
色度 度 1 2 2 3
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 1

採水年月日 R3.5.10 R3.8.24 R3.11.10 R4.2.9
天候 － 晴 雨 晴 晴
気温 ℃ 21 25 10 2
水温 ℃ 16 16 14 11
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 8.4 8.3 8.4 8.4
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

水源名 神護水源

水源名 山崎第１水源

水源名 山崎第２水源

水源名 楠城水源

水源名 神垣第２水源

採水年月日 R3.4.15 R3.7.19 R3.10.26 R4.1.20
天候 － 晴 晴 曇 雪
気温 ℃ 8 31 13 0
水温 ℃ 11 16 12 11
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － 0 －

ジアルジア 個/10L 0 － 0 －
ｐＨ － 7.3 7.0 7.1 7.7
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

水源名 上地水源
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採水年月日 R3.5.12 R3.8.24 R3.11.16 R4.2.15
天候 － 晴 雨 晴 晴
気温 ℃ 15 27 10 7
水温 ℃ 14 18 14 3
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 7.2 7.1 7.2 7.2 クリプトスポリジウム
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.5.12 R3.8.24 R3.11.16 R4.2.15
天候 － 晴 雨 晴 晴
気温 ℃ 15 27 10 7
水温 ℃ 17 23 14 8
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 7.6 7.2 7.0 7.6
色度 度 <1 <1 2 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 0.8 <0.5

採水年月日 R3.5.12 R3.8.24 R3.11.16 R4.2.15
天候 － 晴 雨 晴 晴
気温 ℃ 16 28 11 7
水温 ℃ 17 21 14 7
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 7.1 7.1 7.1 7.1
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.5.10 R3.8.24 R3.11.10 R4.2.9
天候 － 晴 雨 晴 晴
気温 ℃ 23 27 10 2
水温 ℃ 16 17 13 12
大腸菌 MPN/100mL <1 8 1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 8.3 7.4 7.3 7.5
色度 度 1 2 2 3
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 1

採水年月日 R3.5.10 R3.8.24 R3.11.10 R4.2.9
天候 － 晴 雨 晴 晴
気温 ℃ 21 25 10 2
水温 ℃ 16 16 14 11
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 8.4 8.3 8.4 8.4
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

水源名 神護水源

水源名 山崎第１水源

水源名 山崎第２水源

水源名 楠城水源

水源名 神垣第２水源

採水年月日 R3.4.15 R3.7.19 R3.10.26 R4.1.20
天候 － 晴 晴 曇 雪
気温 ℃ 8 31 13 0
水温 ℃ 11 16 12 11
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － 0 －

ジアルジア 個/10L 0 － 0 －
ｐＨ － 7.3 7.0 7.1 7.7
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

水源名 上地水源
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採水年月日 R3.6.7 R3.9.1 R3.12.1 R4.3.22
天候 － 晴 曇 曇 雨
気温 ℃ 24 27 7 6
水温 ℃ 20 19 16 17
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 7.7 7.7 7.4 7.7
色度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

採水年月日 R3.6.7 R3.9.1 R3.12.1 R4.3.22
天候 － 晴 曇 曇 雨
気温 ℃ 24 27 7 6
水温 ℃ 16 17 12 14
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 6.6 7.5 7.5 7.2
色度 度 <0.5 <0.5 <0.5 0.8
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 0.5

採水年月日 R3.6.7 R3.9.1 R3.12.1 R4.3.22
天候 － 晴 曇 曇 雨
気温 ℃ 24 27 7 6
水温 ℃ 20 15 13 12
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 7.7 7.1 7.0 6.9
色度 度 <0.5 0.7 <0.5 <0.5
濁度 度 <0.1 0.4 0.3 <0.1

水源名 箭渓水源

水源名 蔵見水源
（エ）　福部地域

水源名 上野水源

採水年月日 R3.5.19 R3.8.23 R3.11.17 R4.2.28
天候 － 雨 曇 晴 晴
気温 ℃ 20.1 28.9 15.5 11.3
水温 ℃ 17.1 21.3 11.5 6.8
大腸菌 MPN/100mL 91 101 46 4

嫌気性芽胞菌 個/100mL 30 5 5 95
ｐＨ － 7.4 7.3 7.2 7.7
色度 度 14 2.8 1.7 3.3
濁度 度 20 0.9 0.4 2.5

採水年月日 R3.4.8 R3.7.1 R3.10.4 R4.1.4
天候 － 晴 曇 晴 雨
気温 ℃ 17.7 26.2 27.7 2.6
水温 ℃ 12.1 17.6 21.3 14.3
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 6.9 6.5 6.6 6.8
色度 度 <0.5 <0.5 0.8 <0.5
濁度 度 <0.1 0.1 <0.1 <0.1

採水年月日 R3.4.8 R3.7.1 R3.10.4 R4.1.4
天候 － 晴 曇 晴 雨
気温 ℃ 17.7 26.2 27.7 2.6
水温 ℃ 15.1 17.8 20.1 18.3
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 6.7 6.3 6.4 6.6
色度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
濁度 度 <0.1 0.1 <0.1 <0.1

採水年月日 R3.5.19 R3.8.23 R3.11.17 R4.2.28
天候 － 雨 曇 晴 晴
気温 ℃ 20.1 28.9 15.5 11.3
水温 ℃ 16.9 17.3 16.6 16.4
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 7.5 7.2 7.6 7.3 クリプトスポリジウム
色度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

採水年月日 R3.4.8 R3.7.1 R3.10.4 R4.1.4
天候 － 晴 曇 晴 雨
気温 ℃ 17.7 26.2 27.7 2.6
水温 ℃ 17.4 18.9 19.0 18.0
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 6.5 6.4 6.3 6.3
色度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

稲常水源

（オ）　河原地域
－ 曳田川表流水

水源名 曳田水源

水源名 渡一木水源

水源名 水根水源

水源名
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採水年月日 R3.6.7 R3.9.1 R3.12.1 R4.3.22
天候 － 晴 曇 曇 雨
気温 ℃ 24 27 7 6
水温 ℃ 20 19 16 17
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 7.7 7.7 7.4 7.7
色度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

採水年月日 R3.6.7 R3.9.1 R3.12.1 R4.3.22
天候 － 晴 曇 曇 雨
気温 ℃ 24 27 7 6
水温 ℃ 16 17 12 14
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 6.6 7.5 7.5 7.2
色度 度 <0.5 <0.5 <0.5 0.8
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 0.5

採水年月日 R3.6.7 R3.9.1 R3.12.1 R4.3.22
天候 － 晴 曇 曇 雨
気温 ℃ 24 27 7 6
水温 ℃ 20 15 13 12
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 7.7 7.1 7.0 6.9
色度 度 <0.5 0.7 <0.5 <0.5
濁度 度 <0.1 0.4 0.3 <0.1

水源名 箭渓水源

水源名 蔵見水源
（エ）　福部地域

水源名 上野水源

採水年月日 R3.5.19 R3.8.23 R3.11.17 R4.2.28
天候 － 雨 曇 晴 晴
気温 ℃ 20.1 28.9 15.5 11.3
水温 ℃ 17.1 21.3 11.5 6.8
大腸菌 MPN/100mL 91 101 46 4

嫌気性芽胞菌 個/100mL 30 5 5 95
ｐＨ － 7.4 7.3 7.2 7.7
色度 度 14 2.8 1.7 3.3
濁度 度 20 0.9 0.4 2.5

採水年月日 R3.4.8 R3.7.1 R3.10.4 R4.1.4
天候 － 晴 曇 晴 雨
気温 ℃ 17.7 26.2 27.7 2.6
水温 ℃ 12.1 17.6 21.3 14.3
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 6.9 6.5 6.6 6.8
色度 度 <0.5 <0.5 0.8 <0.5
濁度 度 <0.1 0.1 <0.1 <0.1

採水年月日 R3.4.8 R3.7.1 R3.10.4 R4.1.4
天候 － 晴 曇 晴 雨
気温 ℃ 17.7 26.2 27.7 2.6
水温 ℃ 15.1 17.8 20.1 18.3
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 6.7 6.3 6.4 6.6
色度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
濁度 度 <0.1 0.1 <0.1 <0.1

採水年月日 R3.5.19 R3.8.23 R3.11.17 R4.2.28
天候 － 雨 曇 晴 晴
気温 ℃ 20.1 28.9 15.5 11.3
水温 ℃ 16.9 17.3 16.6 16.4
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 7.5 7.2 7.6 7.3 クリプトスポリジウム
色度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

採水年月日 R3.4.8 R3.7.1 R3.10.4 R4.1.4
天候 － 晴 曇 晴 雨
気温 ℃ 17.7 26.2 27.7 2.6
水温 ℃ 17.4 18.9 19.0 18.0
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 6.5 6.4 6.3 6.3
色度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

稲常水源

（オ）　河原地域
－ 曳田川表流水

水源名 曳田水源

水源名 渡一木水源

水源名 水根水源

水源名
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水源名
採水年月日 R3.5.19 R3.8.23 R3.11.17 R4.3.17

天候 － 雨 曇 晴 曇
気温 ℃ 20.1 28.9 15.5 10.0
水温 ℃ 15.3 21.1 12.8 7.5
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 7.9 7.6 7.7 6.9
色度 度 0.6 <0.5 <0.5 <0.5
濁度 度 0.1 <0.1 <0.1 0.1

水源名
採水年月日 R3.5.19 R3.8.23 R3.11.17 R4.2.28

天候 － 雨 曇 晴 晴
気温 ℃ 20.1 28.9 15.5 11.3
水温 ℃ 15.3 15.8 14.6 13.5
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 7.6 7.2 7.3 7.6
色度 度 <0.5 <0.5 0.6 1.1
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

採水年月日 R3.4.8 R3.7.1 R3.10.4 R4.1.4
天候 － 晴 曇 晴 雨
気温 ℃ 17.7 26.2 27.7 2.6
水温 ℃ 9.6 17.6 17.0 8.1
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 7.0 6.7 6.8 7.0
色度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
濁度 度 <0.1 0.2 <0.1 <0.1

水源名
採水年月日 R3.5.19 R3.8.23 R3.11.17 R4.3.28

天候 － 雨 曇 晴 晴
気温 ℃ 20.1 28.9 15.5 10.9
水温 ℃ 15.3 19.3 11.3 9.3
大腸菌 MPN/100mL 2 112 1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － 0 －

ジアルジア 個/10L 0 － 0 －
ｐＨ － 7.3 7.0 6.8 7.1
色度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
濁度 度 <0.1 0.1 <0.1 0.2

北村水源

小河内水源

水源名 落河内水源

新田水源

採水年月日 R3.4.22 R3.5.18 R3.6.8 R3.7.28 R3.8.23 R3.9.27
天候 － 晴 曇 晴 晴 曇 晴
気温 ℃ 13.5 12.0 21.0 20.0 19.0 10.5
水温 ℃ 11.5 14.5 16.0 19.5 20.5 18.5
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 1 2 3

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 6.6 6.9 6.8 7.1 7.3 7.1
色度 度 <1 2 <1 1 2 1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.10.26 R3.11.25 R3.12.16 R4.1.24 R4.2.21 R4.3.15
天候 － 曇 曇 曇 曇 雪 曇
気温 ℃ 16.0 10.0 10.5 3.0 1.0 9.5
水温 ℃ 15.0 13.0 12.5 6.5 10.0 10.0
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 6.4 6.5 6.4 6.5 6.4 6.4
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.22 R3.5.18 R3.6.8 R3.7.28 R3.8.23 R3.9.27
天候 － 晴 曇 晴 晴 曇 晴
気温 ℃ 9.0 11.0 18.0 14.0 10.0 10.0
水温 ℃ 9.5 13.0 15.0 17.0 16.5 15.5
大腸菌 MPN/100mL <1 24 3 5 46 16

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 7.2 7.2 7.1 7.2 7.2 7.3
色度 度 3 5 4 4 3 3
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.10.26 R3.11.25 R3.12.16 R4.1.24 R4.2.28 R4.3.15
天候 － 曇 曇 曇 曇 晴 曇
気温 ℃ 15.5 7.0 12.0 1.0 4.0 5.0
水温 ℃ 15.5 8.0 7.0 4.5 4.5 5.5
大腸菌 MPN/100mL 24 5 <1 1 <1 2

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 10
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 7.3 7.2 7.3 7.2 7.2 7.0
色度 度 4 2 2 2 2 3
濁度 度 0.7 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.9

（カ）　用瀬地域
水源名 上安蔵水源

水源名 江波水源
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水源名
採水年月日 R3.5.19 R3.8.23 R3.11.17 R4.3.17

天候 － 雨 曇 晴 曇
気温 ℃ 20.1 28.9 15.5 10.0
水温 ℃ 15.3 21.1 12.8 7.5
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 7.9 7.6 7.7 6.9
色度 度 0.6 <0.5 <0.5 <0.5
濁度 度 0.1 <0.1 <0.1 0.1

水源名
採水年月日 R3.5.19 R3.8.23 R3.11.17 R4.2.28

天候 － 雨 曇 晴 晴
気温 ℃ 20.1 28.9 15.5 11.3
水温 ℃ 15.3 15.8 14.6 13.5
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 7.6 7.2 7.3 7.6
色度 度 <0.5 <0.5 0.6 1.1
濁度 度 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

採水年月日 R3.4.8 R3.7.1 R3.10.4 R4.1.4
天候 － 晴 曇 晴 雨
気温 ℃ 17.7 26.2 27.7 2.6
水温 ℃ 9.6 17.6 17.0 8.1
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 7.0 6.7 6.8 7.0
色度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
濁度 度 <0.1 0.2 <0.1 <0.1

水源名
採水年月日 R3.5.19 R3.8.23 R3.11.17 R4.3.28

天候 － 雨 曇 晴 晴
気温 ℃ 20.1 28.9 15.5 10.9
水温 ℃ 15.3 19.3 11.3 9.3
大腸菌 MPN/100mL 2 112 1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － 0 －

ジアルジア 個/10L 0 － 0 －
ｐＨ － 7.3 7.0 6.8 7.1
色度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
濁度 度 <0.1 0.1 <0.1 0.2

北村水源

小河内水源

水源名 落河内水源

新田水源

採水年月日 R3.4.22 R3.5.18 R3.6.8 R3.7.28 R3.8.23 R3.9.27
天候 － 晴 曇 晴 晴 曇 晴
気温 ℃ 13.5 12.0 21.0 20.0 19.0 10.5
水温 ℃ 11.5 14.5 16.0 19.5 20.5 18.5
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 1 2 3

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 6.6 6.9 6.8 7.1 7.3 7.1
色度 度 <1 2 <1 1 2 1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.10.26 R3.11.25 R3.12.16 R4.1.24 R4.2.21 R4.3.15
天候 － 曇 曇 曇 曇 雪 曇
気温 ℃ 16.0 10.0 10.5 3.0 1.0 9.5
水温 ℃ 15.0 13.0 12.5 6.5 10.0 10.0
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 6.4 6.5 6.4 6.5 6.4 6.4
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.22 R3.5.18 R3.6.8 R3.7.28 R3.8.23 R3.9.27
天候 － 晴 曇 晴 晴 曇 晴
気温 ℃ 9.0 11.0 18.0 14.0 10.0 10.0
水温 ℃ 9.5 13.0 15.0 17.0 16.5 15.5
大腸菌 MPN/100mL <1 24 3 5 46 16

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 7.2 7.2 7.1 7.2 7.2 7.3
色度 度 3 5 4 4 3 3
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.10.26 R3.11.25 R3.12.16 R4.1.24 R4.2.28 R4.3.15
天候 － 曇 曇 曇 曇 晴 曇
気温 ℃ 15.5 7.0 12.0 1.0 4.0 5.0
水温 ℃ 15.5 8.0 7.0 4.5 4.5 5.5
大腸菌 MPN/100mL 24 5 <1 1 <1 2

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 10
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 7.3 7.2 7.3 7.2 7.2 7.0
色度 度 4 2 2 2 2 3
濁度 度 0.7 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.9

（カ）　用瀬地域
水源名 上安蔵水源

水源名 江波水源
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採水年月日 R3.5.18 R3.8.23 R3.11.25 R4.2.21
天候 － 曇 曇 曇 雪
気温 ℃ 14.0 16.5 14.0 1.5
水温 ℃ 14.5 20.5 16.0 13.5
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 6.3 6.1 6.3 6.2
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.6.8 R3.9.27 R3.12.16 R4.3.15
天候 － 晴 晴 曇 曇
気温 ℃ 23.0 12.5 12.5 13.0
水温 ℃ 19.5 22.5 16.5 11.0
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 6.6 6.4 6.3 6.3
色度 度 2 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.6.8 R3.9.27 R3.12.16 R4.3.15
天候 － 晴 晴 曇 曇
気温 ℃ 21.0 12.0 12.5 11.5
水温 ℃ 17.5 17.5 15.5 15.0
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 6.1 6.2 6.2 6.2
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.22 R3.7.28 R3.10.26 R4.1.24
天候 － 晴 晴 曇 曇
気温 ℃ 10.0 17.0 13.0 3.0
水温 ℃ 10.0 19.0 12.0 3.5
大腸菌 MPN/100mL 1 12 38 88

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 10 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － 0

ジアルジア 個/10L － 0 － 0
ｐＨ － 7.2 7.1 7.1 7.0
色度 度 2 4 3 2
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.22 R3.7.28 R3.10.26 R4.1.24
天候 － 晴 晴 曇 曇
気温 ℃ 14.0 20.0 16.0 2.0
水温 ℃ 13.0 19.0 17.0 10.0
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 6.6 6.5 6.4 6.6
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

水源名 屋住水源

水源名 用瀬水源

水源名 大村水源

水源名 樟原水源

水源名 社中央水源

採水年月日 R3.4.26 R3.5.26 R3.6.22 R3.7.14 R3.8.26 R3.9.28
天候 － 晴 晴 曇 晴 曇 曇
気温 ℃ 11 17 18 25 27 20
水温 ℃ 14 16 19 18 21 19
大腸菌 MPN/100mL <1 3 2 1 1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 6.5 6.6 6.4 6.3 6.3 6.4
色度 度 <1 3 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.10.18 R3.11.25 R3.12.15 R4.1.19 R4.2.21 R4.3.8
天候 － 晴 晴 晴 雪 雪 晴
気温 ℃ 14 11 6 0 -2 0
水温 ℃ 18 18 17 8 12 12
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 6.3
色度 度 <1 8 7 10 <1 <1
濁度 度 <0.5 0.9 0.8 1 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.26 R3.5.26 R3.6.22 R3.7.14 R3.8.26 R3.9.28
天候 － 晴 晴 曇 晴 曇 曇
気温 ℃ 11 21 21 25 28 20
水温 ℃ 11 13 14 16 17 15
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － － 0 － － 0

ジアルジア 個/10L － － 0 － － 0
ｐＨ － 7.5 7.5 7.6 7.4 7.4 7.5
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.10.18 R3.11.25 R3.12.15 R4.1.19 R4.2.21 R4.3.8
天候 － 晴 晴 晴 雪 雪 晴
気温 ℃ 14 11 4 0 0 0
水温 ℃ 14 10 9 6 5 6
大腸菌 MPN/100mL 99 1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － － 0 － － 0

ジアルジア 個/10L － － 0 － － 0
ｐＨ － 7.6 7.6 7.7 7.6 7.7 7.6
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.20 R3.5.25 R3.6.24 R3.7.29 R3.8.25 R3.9.27
天候 － 晴 晴 晴 晴 晴 晴
気温 ℃ 13 18 20 26 28 23
水温 ℃ 13 17 16 20 22 19
大腸菌 MPN/100mL 1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 6.7 6.5 6.5 6.5 6.6 6.7
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

（キ）　佐治地域
水源名 中島水源

水源名 中佐治水源

水源名 西加茂水源
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採水年月日 R3.5.18 R3.8.23 R3.11.25 R4.2.21
天候 － 曇 曇 曇 雪
気温 ℃ 14.0 16.5 14.0 1.5
水温 ℃ 14.5 20.5 16.0 13.5
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 6.3 6.1 6.3 6.2
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.6.8 R3.9.27 R3.12.16 R4.3.15
天候 － 晴 晴 曇 曇
気温 ℃ 23.0 12.5 12.5 13.0
水温 ℃ 19.5 22.5 16.5 11.0
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 6.6 6.4 6.3 6.3
色度 度 2 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.6.8 R3.9.27 R3.12.16 R4.3.15
天候 － 晴 晴 曇 曇
気温 ℃ 21.0 12.0 12.5 11.5
水温 ℃ 17.5 17.5 15.5 15.0
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 6.1 6.2 6.2 6.2
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.22 R3.7.28 R3.10.26 R4.1.24
天候 － 晴 晴 曇 曇
気温 ℃ 10.0 17.0 13.0 3.0
水温 ℃ 10.0 19.0 12.0 3.5
大腸菌 MPN/100mL 1 12 38 88

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 10 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － 0

ジアルジア 個/10L － 0 － 0
ｐＨ － 7.2 7.1 7.1 7.0
色度 度 2 4 3 2
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.22 R3.7.28 R3.10.26 R4.1.24
天候 － 晴 晴 曇 曇
気温 ℃ 14.0 20.0 16.0 2.0
水温 ℃ 13.0 19.0 17.0 10.0
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 6.6 6.5 6.4 6.6
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

水源名 屋住水源

水源名 用瀬水源

水源名 大村水源

水源名 樟原水源

水源名 社中央水源

採水年月日 R3.4.26 R3.5.26 R3.6.22 R3.7.14 R3.8.26 R3.9.28
天候 － 晴 晴 曇 晴 曇 曇
気温 ℃ 11 17 18 25 27 20
水温 ℃ 14 16 19 18 21 19
大腸菌 MPN/100mL <1 3 2 1 1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 6.5 6.6 6.4 6.3 6.3 6.4
色度 度 <1 3 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.10.18 R3.11.25 R3.12.15 R4.1.19 R4.2.21 R4.3.8
天候 － 晴 晴 晴 雪 雪 晴
気温 ℃ 14 11 6 0 -2 0
水温 ℃ 18 18 17 8 12 12
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 6.3
色度 度 <1 8 7 10 <1 <1
濁度 度 <0.5 0.9 0.8 1 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.26 R3.5.26 R3.6.22 R3.7.14 R3.8.26 R3.9.28
天候 － 晴 晴 曇 晴 曇 曇
気温 ℃ 11 21 21 25 28 20
水温 ℃ 11 13 14 16 17 15
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － － 0 － － 0

ジアルジア 個/10L － － 0 － － 0
ｐＨ － 7.5 7.5 7.6 7.4 7.4 7.5
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.10.18 R3.11.25 R3.12.15 R4.1.19 R4.2.21 R4.3.8
天候 － 晴 晴 晴 雪 雪 晴
気温 ℃ 14 11 4 0 0 0
水温 ℃ 14 10 9 6 5 6
大腸菌 MPN/100mL 99 1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － － 0 － － 0

ジアルジア 個/10L － － 0 － － 0
ｐＨ － 7.6 7.6 7.7 7.6 7.7 7.6
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.20 R3.5.25 R3.6.24 R3.7.29 R3.8.25 R3.9.27
天候 － 晴 晴 晴 晴 晴 晴
気温 ℃ 13 18 20 26 28 23
水温 ℃ 13 17 16 20 22 19
大腸菌 MPN/100mL 1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 6.7 6.5 6.5 6.5 6.6 6.7
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

（キ）　佐治地域
水源名 中島水源

水源名 中佐治水源

水源名 西加茂水源
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採水年月日 R3.10.27 R3.11.25 R3.12.16 R4.1.25 R4.2.16 R4.3.16
天候 － 晴 晴 晴 晴 晴 晴
気温 ℃ 11 11 5 1 0 8
水温 ℃ 17 15 15 8 6 9
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 1 <1 1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 6.6 6.7 6.5 6.7 6.7 6.6
色度 度 <1 1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.20 R3.5.25 R3.6.24 R3.7.29 R3.8.25 R3.9.27
天候 － 晴 晴 晴 晴 晴 晴
気温 ℃ 18 18 20 25 28 23
水温 ℃ 12 13 13 13 15 13
大腸菌 MPN/100mL 4 12 73 1 1 1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 7.3 7.3 7.3 7.3 7.2 7.2
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.10.27 R3.11.25 R3.12.16 R4.1.25 R4.2.16 R4.3.16
天候 － 晴 晴 晴 晴 晴 晴
気温 ℃ 12 11 5 3 0 8
水温 ℃ 12 11 11 10 10 9
大腸菌 MPN/100mL 2 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 7.5 7.5 7.5 7.5 7.2 7.3
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.20 R3.5.25 R3.6.24 R3.7.29 R3.8.25 R3.9.27
天候 － 晴 晴 晴 晴 晴 晴
気温 ℃ 16 20 21 25 28 24
水温 ℃ 13 16 16 19 20 19
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 58 <1 2 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 7.7 7.7 7.6 7.7 7.7 7.7
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.10.27 R3.11.25 R3.12.16 R4.1.25 R4.2.16 R4.3.16
天候 － 晴 晴 晴 晴 晴 晴
気温 ℃ 12 10 5 2 0 8
水温 ℃ 17 10 10 6 5 8
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 7.8 7.7 7.7 7.7 7.5 7.7
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.8

西加茂水源

水源名 畑水源

水源名

水源名 つく谷水源

採水年月日 R3.4.20 R3.5.25 R3.6.24 R3.7.29 R3.8.25 R3.9.27
天候 － 晴 晴 晴 晴 晴 晴
気温 ℃ 13 22 22 24 27 20
水温 ℃ 11 12 13 15 15 14
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 1 3 2

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 7.1 7.1 7.0 6.9 6.9 7.0
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.10.27 R3.11.25 R3.12.16 R4.1.25 R4.2.16 R4.3.16
天候 － 晴 晴 晴 晴 晴 晴
気温 ℃ 12 10 5 3 0 8
水温 ℃ 12 10 10 8 7 10
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 2

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 7.1 7.2 7.2 7.4 7.6 7.2
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.20 R3.5.25 R3.6.24 R3.7.29 R3.8.25 R3.9.27
天候 － 晴 晴 晴 晴 晴 晴
気温 ℃ 14 20 22 23 27 20
水温 ℃ 10 14 15 17 17 15
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 7.2 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.10.27 R3.11.25 R3.12.16 R4.1.25 R4.2.16 R4.3.16
天候 － 晴 晴 晴 晴 晴 晴
気温 ℃ 13 10 5 2 0 8
水温 ℃ 13 10 10 6 7 10
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 7.2 7.2 7.2 7.3 7.4 7.2
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

水源名 余戸水源

水源名 河本水源
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採水年月日 R3.10.27 R3.11.25 R3.12.16 R4.1.25 R4.2.16 R4.3.16
天候 － 晴 晴 晴 晴 晴 晴
気温 ℃ 11 11 5 1 0 8
水温 ℃ 17 15 15 8 6 9
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 1 <1 1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 6.6 6.7 6.5 6.7 6.7 6.6
色度 度 <1 1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.20 R3.5.25 R3.6.24 R3.7.29 R3.8.25 R3.9.27
天候 － 晴 晴 晴 晴 晴 晴
気温 ℃ 18 18 20 25 28 23
水温 ℃ 12 13 13 13 15 13
大腸菌 MPN/100mL 4 12 73 1 1 1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 7.3 7.3 7.3 7.3 7.2 7.2
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.10.27 R3.11.25 R3.12.16 R4.1.25 R4.2.16 R4.3.16
天候 － 晴 晴 晴 晴 晴 晴
気温 ℃ 12 11 5 3 0 8
水温 ℃ 12 11 11 10 10 9
大腸菌 MPN/100mL 2 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 7.5 7.5 7.5 7.5 7.2 7.3
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.20 R3.5.25 R3.6.24 R3.7.29 R3.8.25 R3.9.27
天候 － 晴 晴 晴 晴 晴 晴
気温 ℃ 16 20 21 25 28 24
水温 ℃ 13 16 16 19 20 19
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 58 <1 2 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 7.7 7.7 7.6 7.7 7.7 7.7
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.10.27 R3.11.25 R3.12.16 R4.1.25 R4.2.16 R4.3.16
天候 － 晴 晴 晴 晴 晴 晴
気温 ℃ 12 10 5 2 0 8
水温 ℃ 17 10 10 6 5 8
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 7.8 7.7 7.7 7.7 7.5 7.7
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.8

西加茂水源

水源名 畑水源

水源名

水源名 つく谷水源

採水年月日 R3.4.20 R3.5.25 R3.6.24 R3.7.29 R3.8.25 R3.9.27
天候 － 晴 晴 晴 晴 晴 晴
気温 ℃ 13 22 22 24 27 20
水温 ℃ 11 12 13 15 15 14
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 1 3 2

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 7.1 7.1 7.0 6.9 6.9 7.0
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.10.27 R3.11.25 R3.12.16 R4.1.25 R4.2.16 R4.3.16
天候 － 晴 晴 晴 晴 晴 晴
気温 ℃ 12 10 5 3 0 8
水温 ℃ 12 10 10 8 7 10
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 2

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 7.1 7.2 7.2 7.4 7.6 7.2
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.20 R3.5.25 R3.6.24 R3.7.29 R3.8.25 R3.9.27
天候 － 晴 晴 晴 晴 晴 晴
気温 ℃ 14 20 22 23 27 20
水温 ℃ 10 14 15 17 17 15
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 7.2 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.10.27 R3.11.25 R3.12.16 R4.1.25 R4.2.16 R4.3.16
天候 － 晴 晴 晴 晴 晴 晴
気温 ℃ 13 10 5 2 0 8
水温 ℃ 13 10 10 6 7 10
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 7.2 7.2 7.2 7.3 7.4 7.2
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

水源名 余戸水源

水源名 河本水源
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採水年月日 R3.4.26 R3.5.26 R3.6.22 R3.7.14 R3.8.26 R3.9.28
天候 － 晴 晴 曇 晴 曇 曇
気温 ℃ 11 18 21 25 27 20
水温 ℃ 12 14 16 16 18 17
大腸菌 MPN/100mL <1 1 <1 <1 1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 6.5 6.6 6.4 6.4 6.4 6.5
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.10.18 R3.11.25 R3.12.15 R4.1.19 R4.2.21 R4.3.8
天候 － 晴 晴 晴 雪 雪 晴
気温 ℃ 14 11 4 0 0 0
水温 ℃ 18 16 16 13 12 13
大腸菌 MPN/100mL 2 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 6.4 6.5 6.6 6.6 6.5 6.6
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.6.22 R3.9.28 R3.12.15 R4.3.8
天候 － 曇 曇 晴 晴
気温 ℃ 19 20 4 0
水温 ℃ 19 17 15 14
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － 0 －

ジアルジア 個/10L 0 － 0 －
ｐＨ － 8.7 8.6 8.7 8.3
色度 度 <1 <1 <1 1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

水源名
採水年月日 R3.4.13 R3.7.14 R3.10.18 R4.1.19

天候 － 曇 晴 晴 雪
気温 ℃ 14 25 14 0
水温 ℃ 12 17 16 6
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 8.2 8.2 8.2 8.2
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

水源名 万蔵水源

水源名 華立水源

津無水源

採水年月日 R3.4.26 R3.7.14 R3.10.18 R4.1.19
天候 － 晴 晴 晴 雪
気温 ℃ 11 25 14 0
水温 ℃ 12 13 11 10
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 7.4 7.4 7.5 7.5
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

水源名
採水年月日 R3.6.24 R3.9.27 R3.12.16 R4.3.16

天候 － 晴 晴 晴 晴
気温 ℃ 20 24 5 8
水温 ℃ 13 14 11 10
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 6.8 6.9 6.8 6.8
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

水源名
採水年月日 R3.4.20 R3.7.29 R3.10.27 R4.1.25

天候 － 晴 晴 晴 晴
気温 ℃ 15 23 13 3
水温 ℃ 12 15 14 11
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 7.6 7.4 7.2 7.4
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

大水水源

尾際水源

水源名 津野水源
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採水年月日 R3.4.26 R3.5.26 R3.6.22 R3.7.14 R3.8.26 R3.9.28
天候 － 晴 晴 曇 晴 曇 曇
気温 ℃ 11 18 21 25 27 20
水温 ℃ 12 14 16 16 18 17
大腸菌 MPN/100mL <1 1 <1 <1 1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 6.5 6.6 6.4 6.4 6.4 6.5
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.10.18 R3.11.25 R3.12.15 R4.1.19 R4.2.21 R4.3.8
天候 － 晴 晴 晴 雪 雪 晴
気温 ℃ 14 11 4 0 0 0
水温 ℃ 18 16 16 13 12 13
大腸菌 MPN/100mL 2 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 6.4 6.5 6.6 6.6 6.5 6.6
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.6.22 R3.9.28 R3.12.15 R4.3.8
天候 － 曇 曇 晴 晴
気温 ℃ 19 20 4 0
水温 ℃ 19 17 15 14
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － 0 －

ジアルジア 個/10L 0 － 0 －
ｐＨ － 8.7 8.6 8.7 8.3
色度 度 <1 <1 <1 1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

水源名
採水年月日 R3.4.13 R3.7.14 R3.10.18 R4.1.19

天候 － 曇 晴 晴 雪
気温 ℃ 14 25 14 0
水温 ℃ 12 17 16 6
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 8.2 8.2 8.2 8.2
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

水源名 万蔵水源

水源名 華立水源

津無水源

採水年月日 R3.4.26 R3.7.14 R3.10.18 R4.1.19
天候 － 晴 晴 晴 雪
気温 ℃ 11 25 14 0
水温 ℃ 12 13 11 10
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 7.4 7.4 7.5 7.5
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

水源名
採水年月日 R3.6.24 R3.9.27 R3.12.16 R4.3.16

天候 － 晴 晴 晴 晴
気温 ℃ 20 24 5 8
水温 ℃ 13 14 11 10
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 6.8 6.9 6.8 6.8
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

水源名
採水年月日 R3.4.20 R3.7.29 R3.10.27 R4.1.25

天候 － 晴 晴 晴 晴
気温 ℃ 15 23 13 3
水温 ℃ 12 15 14 11
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 7.6 7.4 7.2 7.4
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

大水水源

尾際水源

水源名 津野水源
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採水年月日 R3.4.19 R3.7.27 R3.10.19 R4.1.18
天候 － 晴 晴 晴 雪
気温 ℃ 16 30 13 3
水温 ℃ 15 19 15 10
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 6.5 6.5 6.4 6.6
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.19 R3.7.27 R3.10.19 R4.1.18
天候 － 晴 晴 晴 雪
気温 ℃ 16 28 13 3
水温 ℃ 15 17 16 15
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 6.8 6.7 6.7 6.8
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.19 R3.5.19 R3.6.15 R3.7.27 R3.8.26 R3.9.16
天候 － 晴 曇 晴 晴 晴 晴
気温 ℃ 16 16 24 29 28 26
水温 ℃ 10 12 14 18 20 19
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 6.8 6.9 6.8 6.7 6.9 7.0
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.10.19 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.18 R4.2.17 R4.3.10
天候 － 晴 晴 晴 雪 雪 晴
気温 ℃ 14 17 8 3 0 4
水温 ℃ 19 17 15 10 8 8
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 7.0 7.1 6.8 6.8 6.9 6.8
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.19 R3.7.27 R3.10.19 R4.1.18
天候 － 晴 晴 晴 雪
気温 ℃ 16 28 13 3
水温 ℃ 15 19 15 10
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 6.6 6.6 6.6 6.7
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

（ク）　気高地域
水源名 下光元水源

水源名

水源名

宝木水源

常松瑞穂水源

水源名 宿水源

水源名
採水年月日 R3.5.19 R3.8.26 R3.11.18 R4.2.17

天候 － 曇 晴 晴 雪
気温 ℃ 17 29 15 1
水温 ℃ 18 20 17 16
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 7.3 7.2 7.3 7.4
色度 度 <1 2 <1 <1
濁度 度 <0.5 0.6 <0.5 <0.5

水源名
採水年月日 R3.4.19 R3.7.27 R3.10.19 R4.1.18

天候 － 晴 晴 晴 雪
気温 ℃ 16 29 15 3
水温 ℃ 16 23 17 14
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 7.2 7.4 7.4 7.4
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

水源名
採水年月日 R3.5.19 R3.8.26 R3.11.18 R4.2.17

天候 － 曇 晴 晴 雪
気温 ℃ 17 28 15 1
水温 ℃ 18 20 17 17
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 6.8 6.6 6.7 6.8
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

水源名
採水年月日 R3.5.19 R3.8.26 R3.11.18 R4.2.17

天候 － 曇 晴 晴 雪
気温 ℃ 16 28 15 1
水温 ℃ 17 18 17 15
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 7.4 7.3 7.4 7.3
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

郡家第２水源

八幡水源

高江第１水源

高江第２水源
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採水年月日 R3.4.19 R3.7.27 R3.10.19 R4.1.18
天候 － 晴 晴 晴 雪
気温 ℃ 16 30 13 3
水温 ℃ 15 19 15 10
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 6.5 6.5 6.4 6.6
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.19 R3.7.27 R3.10.19 R4.1.18
天候 － 晴 晴 晴 雪
気温 ℃ 16 28 13 3
水温 ℃ 15 17 16 15
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 6.8 6.7 6.7 6.8
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.19 R3.5.19 R3.6.15 R3.7.27 R3.8.26 R3.9.16
天候 － 晴 曇 晴 晴 晴 晴
気温 ℃ 16 16 24 29 28 26
水温 ℃ 10 12 14 18 20 19
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 6.8 6.9 6.8 6.7 6.9 7.0
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.10.19 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.18 R4.2.17 R4.3.10
天候 － 晴 晴 晴 雪 雪 晴
気温 ℃ 14 17 8 3 0 4
水温 ℃ 19 17 15 10 8 8
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 7.0 7.1 6.8 6.8 6.9 6.8
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.19 R3.7.27 R3.10.19 R4.1.18
天候 － 晴 晴 晴 雪
気温 ℃ 16 28 13 3
水温 ℃ 15 19 15 10
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 6.6 6.6 6.6 6.7
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

（ク）　気高地域
水源名 下光元水源

水源名

水源名

宝木水源

常松瑞穂水源

水源名 宿水源

水源名
採水年月日 R3.5.19 R3.8.26 R3.11.18 R4.2.17

天候 － 曇 晴 晴 雪
気温 ℃ 17 29 15 1
水温 ℃ 18 20 17 16
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 7.3 7.2 7.3 7.4
色度 度 <1 2 <1 <1
濁度 度 <0.5 0.6 <0.5 <0.5

水源名
採水年月日 R3.4.19 R3.7.27 R3.10.19 R4.1.18

天候 － 晴 晴 晴 雪
気温 ℃ 16 29 15 3
水温 ℃ 16 23 17 14
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 7.2 7.4 7.4 7.4
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

水源名
採水年月日 R3.5.19 R3.8.26 R3.11.18 R4.2.17

天候 － 曇 晴 晴 雪
気温 ℃ 17 28 15 1
水温 ℃ 18 20 17 17
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 6.8 6.6 6.7 6.8
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

水源名
採水年月日 R3.5.19 R3.8.26 R3.11.18 R4.2.17

天候 － 曇 晴 晴 雪
気温 ℃ 16 28 15 1
水温 ℃ 17 18 17 15
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 7.4 7.3 7.4 7.3
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

郡家第２水源

八幡水源

高江第１水源

高江第２水源
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採水年月日 R3.4.19 R3.5.19 R3.6.15 R3.7.27 R3.8.26 R3.9.16
天候 － 晴 曇 晴 晴 晴 晴
気温 ℃ 16 16 24 29 28 26
水温 ℃ 14 17 18 20 19 18
大腸菌 MPN/100mL <1 1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 6.6 6.6 6.9 6.5 6.8 6.5
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.10.19 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.18 R4.2.17 R4.3.10
天候 － 晴 晴 晴 雪 雪 晴
気温 ℃ 14 14 8 3 0 4
水温 ℃ 17 16 15 13 13 15
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 6.9 6.9 6.9 7.0 7.0 6.8
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.5.19 R3.8.26 R3.11.18 R4.2.17
天候 － 曇 晴 晴 雪
気温 ℃ 16 28 15 1
水温 ℃ 17 20 15 7
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 6.3 6.1 6.4 6.3
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.19 R3.5.19 R3.6.15 R3.7.27 R3.8.26 R3.9.16
天候 － 晴 曇 晴 晴 晴 晴
気温 ℃ 16 17 25 30 29 24
水温 ℃ 14 16 15 16 18 17
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 6.5 6.6 6.5 6.5 6.5 6.6
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.10.19 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.18 R4.2.17 R4.3.10
天候 － 晴 晴 晴 雪 雪 晴
気温 ℃ 15 14 8 3 1 5
水温 ℃ 15 14 14 13 13 14
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.5
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

水源名 船磯水源

殿水源水源名

水源名 会下水源

採水年月日 R3.4.5 R3.5.11 R3.6.3 R3.7.6 R3.8.4 R3.9.7
天候 － 曇 曇 晴 曇 晴 晴
気温 ℃ 11 17 23 23 31 22
水温 ℃ 11 13 15 13 21 21
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 7.1 7.0 6.9 6.9 6.9 6.8
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.10.5 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.3 R4.3.3
天候 － 晴 晴 雨 雨 曇 晴
気温 ℃ 26 14 7 2 4 6
水温 ℃ 19 15 12 7 8 7
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 6.9 7.0 7.0 7.1 7.0 7.1
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.5 R3.5.11 R3.6.3 R3.7.6 R3.8.4 R3.9.7
天候 － 曇 曇 晴 曇 晴 晴
気温 ℃ 10 17 21 20 31 22
水温 ℃ 11 14 14 17 19 20
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 28 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 6.9 7.0 6.8 6.8 7.0 6.9
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.10.5 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.3 R4.3.3
天候 － 晴 晴 雨 雨 曇 晴
気温 ℃ 25 14 8 2 3 5
水温 ℃ 20 17 13 11 9 10
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 7.0 7.1 7.2 7.1 7.0 7.0
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.5 R3.5.11 R3.6.3 R3.7.6 R3.8.4 R3.9.7
天候 － 曇 曇 晴 曇 晴 晴
気温 ℃ 10 17 21 20 31 22
水温 ℃ 10 13 14 17 23 21
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 51 1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 7.0 6.9 6.8 6.6 7.0 7.0
色度 度 3 9 12 14 4 2
濁度 度 0.8 3 3 3 0.7 <0.5

水源名 今市第２水源

（ケ）　鹿野地域
水源名 鹿野水源

水源名 今市第１水源
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採水年月日 R3.4.19 R3.5.19 R3.6.15 R3.7.27 R3.8.26 R3.9.16
天候 － 晴 曇 晴 晴 晴 晴
気温 ℃ 16 16 24 29 28 26
水温 ℃ 14 17 18 20 19 18
大腸菌 MPN/100mL <1 1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 6.6 6.6 6.9 6.5 6.8 6.5
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.10.19 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.18 R4.2.17 R4.3.10
天候 － 晴 晴 晴 雪 雪 晴
気温 ℃ 14 14 8 3 0 4
水温 ℃ 17 16 15 13 13 15
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 6.9 6.9 6.9 7.0 7.0 6.8
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.5.19 R3.8.26 R3.11.18 R4.2.17
天候 － 曇 晴 晴 雪
気温 ℃ 16 28 15 1
水温 ℃ 17 20 15 7
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 6.3 6.1 6.4 6.3
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.19 R3.5.19 R3.6.15 R3.7.27 R3.8.26 R3.9.16
天候 － 晴 曇 晴 晴 晴 晴
気温 ℃ 16 17 25 30 29 24
水温 ℃ 14 16 15 16 18 17
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 6.5 6.6 6.5 6.5 6.5 6.6
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.10.19 R3.11.18 R3.12.9 R4.1.18 R4.2.17 R4.3.10
天候 － 晴 晴 晴 雪 雪 晴
気温 ℃ 15 14 8 3 1 5
水温 ℃ 15 14 14 13 13 14
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.5
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

水源名 船磯水源

殿水源水源名

水源名 会下水源

採水年月日 R3.4.5 R3.5.11 R3.6.3 R3.7.6 R3.8.4 R3.9.7
天候 － 曇 曇 晴 曇 晴 晴
気温 ℃ 11 17 23 23 31 22
水温 ℃ 11 13 15 13 21 21
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 7.1 7.0 6.9 6.9 6.9 6.8
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.10.5 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.3 R4.3.3
天候 － 晴 晴 雨 雨 曇 晴
気温 ℃ 26 14 7 2 4 6
水温 ℃ 19 15 12 7 8 7
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 6.9 7.0 7.0 7.1 7.0 7.1
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.5 R3.5.11 R3.6.3 R3.7.6 R3.8.4 R3.9.7
天候 － 曇 曇 晴 曇 晴 晴
気温 ℃ 10 17 21 20 31 22
水温 ℃ 11 14 14 17 19 20
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 28 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 6.9 7.0 6.8 6.8 7.0 6.9
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.10.5 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.3 R4.3.3
天候 － 晴 晴 雨 雨 曇 晴
気温 ℃ 25 14 8 2 3 5
水温 ℃ 20 17 13 11 9 10
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 7.0 7.1 7.2 7.1 7.0 7.0
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.5 R3.5.11 R3.6.3 R3.7.6 R3.8.4 R3.9.7
天候 － 曇 曇 晴 曇 晴 晴
気温 ℃ 10 17 21 20 31 22
水温 ℃ 10 13 14 17 23 21
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 51 1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 7.0 6.9 6.8 6.6 7.0 7.0
色度 度 3 9 12 14 4 2
濁度 度 0.8 3 3 3 0.7 <0.5

水源名 今市第２水源

（ケ）　鹿野地域
水源名 鹿野水源

水源名 今市第１水源

－335－－334－



採水年月日 R3.10.5 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.3 R4.3.3
天候 － 晴 晴 雨 雨 曇 晴
気温 ℃ 25 14 8 2 3 5
水温 ℃ 20 14 11 6 7 8
大腸菌 MPN/100mL 1 <1 1 <1 1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 7.1 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1
色度 度 3 4 3 2 1 2
濁度 度 0.7 1 0.7 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.5 R3.5.11 R3.6.3 R3.7.6 R3.8.4 R3.9.7
天候 － 曇 曇 晴 曇 晴 晴
気温 ℃ 11 17 23 23 31 22
水温 ℃ 11 12 12 13 13 13
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 7.5 7.5 7.5 7.4 7.5 7.4
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.10.5 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.3 R4.3.3
天候 － 晴 晴 雨 雨 曇 晴
気温 ℃ 23 14 7 0 4 6
水温 ℃ 12 12 12 11 11 11
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 7.4 7.5 7.6 7.6 7.5 7.6
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.5 R3.5.11 R3.6.3 R3.7.6 R3.8.4 R3.9.7
天候 － 曇 曇 晴 曇 晴 晴
気温 ℃ 11 17 23 22 31 22
水温 ℃ 12 13 14 17 18 17
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 6.7 6.6 6.6 6.6 6.8 6.7
色度 度 1 2 3 3 2 9
濁度 度 0.6 0.5 0.9 0.8 0.6 3

採水年月日 R3.10.5 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.3 R4.3.3
天候 － 晴 晴 雨 雨 曇 晴
気温 ℃ 24 14 8 2 3 6
水温 ℃ 17 15 12 10 9 7
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 3 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 6.8 6.8 6.8 6.8 6.6 6.7
色度 度 6 6 4 3 2 1
濁度 度 2 2 1 0.8 0.7 <0.5

水源名 矢原水源

水源名 今市第２水源

水源名 河内下条水源

採水年月日 R3.4.5 R3.5.11 R3.6.3 R3.7.6 R3.8.4 R3.9.7
天候 － 曇 曇 晴 曇 晴 晴
気温 ℃ 11 17 23 23 31 22
水温 ℃ 11 12 14 16 18 16
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 1 8

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 7.1 6.8 6.8 6.8 6.7 6.7
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.10.5 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.3 R4.3.3
天候 － 晴 晴 雨 雨 曇 晴
気温 ℃ 26 14 7 0 4 6
水温 ℃ 15 13 11 5 6 7
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 1 1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 6.7 6.8 7.2 7.1 7.1 7.0
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.5.11 R3.8.4 R3.11.4 R4.2.3
天候 － 曇 晴 晴 曇
気温 ℃ 17 31 14 4
水温 ℃ 13 16 15 12
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 6.8 6.8 6.8 6.8

クリプトスポリジウム 個/10L <1 <1 <1 <1
ジアルジア 個/10L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.5.11 R3.8.4 R3.11.4 R4.2.3
天候 － 曇 晴 晴 曇
気温 ℃ 17 31 14 3
水温 ℃ 15 22 19 11
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 6.5 6.3 6.4 6.5

クリプトスポリジウム 個/10L <1 <1 <1 <1
ジアルジア 個/10L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

水源名 勝谷水源

河内上条水源水源名

水源名 鹿野小畑水源

－337－－336－



採水年月日 R3.10.5 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.3 R4.3.3
天候 － 晴 晴 雨 雨 曇 晴
気温 ℃ 25 14 8 2 3 5
水温 ℃ 20 14 11 6 7 8
大腸菌 MPN/100mL 1 <1 1 <1 1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 7.1 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1
色度 度 3 4 3 2 1 2
濁度 度 0.7 1 0.7 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.5 R3.5.11 R3.6.3 R3.7.6 R3.8.4 R3.9.7
天候 － 曇 曇 晴 曇 晴 晴
気温 ℃ 11 17 23 23 31 22
水温 ℃ 11 12 12 13 13 13
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 7.5 7.5 7.5 7.4 7.5 7.4
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.10.5 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.3 R4.3.3
天候 － 晴 晴 雨 雨 曇 晴
気温 ℃ 23 14 7 0 4 6
水温 ℃ 12 12 12 11 11 11
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 7.4 7.5 7.6 7.6 7.5 7.6
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.5 R3.5.11 R3.6.3 R3.7.6 R3.8.4 R3.9.7
天候 － 曇 曇 晴 曇 晴 晴
気温 ℃ 11 17 23 22 31 22
水温 ℃ 12 13 14 17 18 17
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 6.7 6.6 6.6 6.6 6.8 6.7
色度 度 1 2 3 3 2 9
濁度 度 0.6 0.5 0.9 0.8 0.6 3

採水年月日 R3.10.5 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.3 R4.3.3
天候 － 晴 晴 雨 雨 曇 晴
気温 ℃ 24 14 8 2 3 6
水温 ℃ 17 15 12 10 9 7
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 3 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 6.8 6.8 6.8 6.8 6.6 6.7
色度 度 6 6 4 3 2 1
濁度 度 2 2 1 0.8 0.7 <0.5

水源名 矢原水源

水源名 今市第２水源

水源名 河内下条水源

採水年月日 R3.4.5 R3.5.11 R3.6.3 R3.7.6 R3.8.4 R3.9.7
天候 － 曇 曇 晴 曇 晴 晴
気温 ℃ 11 17 23 23 31 22
水温 ℃ 11 12 14 16 18 16
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 1 8

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 7.1 6.8 6.8 6.8 6.7 6.7
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.10.5 R3.11.4 R3.12.1 R4.1.5 R4.2.3 R4.3.3
天候 － 晴 晴 雨 雨 曇 晴
気温 ℃ 26 14 7 0 4 6
水温 ℃ 15 13 11 5 6 7
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 1 1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － － 0 －

ジアルジア 個/10L － 0 － － 0 －
ｐＨ － 6.7 6.8 7.2 7.1 7.1 7.0
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.5.11 R3.8.4 R3.11.4 R4.2.3
天候 － 曇 晴 晴 曇
気温 ℃ 17 31 14 4
水温 ℃ 13 16 15 12
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 6.8 6.8 6.8 6.8

クリプトスポリジウム 個/10L <1 <1 <1 <1
ジアルジア 個/10L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.5.11 R3.8.4 R3.11.4 R4.2.3
天候 － 曇 晴 晴 曇
気温 ℃ 17 31 14 3
水温 ℃ 15 22 19 11
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 6.5 6.3 6.4 6.5

クリプトスポリジウム 個/10L <1 <1 <1 <1
ジアルジア 個/10L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

水源名 勝谷水源

河内上条水源水源名

水源名 鹿野小畑水源

－337－－336－



採水年月日 R3.4.21 R3.7.14 R3.10.21 R4.1.20
天候 － 晴 晴 雨 曇
気温 ℃ 17 22 15 6
水温 ℃ 14 16 15 10
大腸菌 MPN/100mL <1 1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － 0

ジアルジア 個/10L － 0 － 0
ｐＨ － 7.3 7.1 7.3 7.3
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.21 R3.7.14 R3.10.21 R4.1.20
天候 － 晴 晴 雨 曇
気温 ℃ 19 27 14 4
水温 ℃ 12 18 17 7
大腸菌 MPN/100mL <1 36 11 16

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － 0

ジアルジア 個/10L － 0 － 0
ｐＨ － 6.6 6.4 6.4 6.5
色度 度 2 29 5 3
濁度 度 <0.5 8 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.21 R3.7.14 R3.10.21 R4.1.20
天候 － 晴 晴 雨 曇
気温 ℃ 17 26 12 2
水温 ℃ 11 17 12 3
大腸菌 MPN/100mL 1 62 120 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － 0

ジアルジア 個/10L － 0 － 0
ｐＨ － 7.4 7.1 7.5 7.3
色度 度 1 5 3 2
濁度 度 <0.5 2 1 0.6

採水年月日 R3.4.21 R3.7.14 R3.10.21 R4.1.20
天候 － 晴 晴 雨 曇
気温 ℃ 19 29 12 3
水温 ℃ 16 17 15 15
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 6.8 6.8 6.8 6.9
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

（コ）　青谷地域(統合前上水)

水源名 青谷小畑水源

水源名 河原水源

水源名 不動山水源

水源名 鳴滝水源

採水年月日 R3.4.6 R3.5.10 R3.6.1 R3.7.1 R3.8.16 R3.9.2
天候 － 晴 晴 晴 晴 曇 雨
気温 ℃ 15.0 14.0 16.0 18.5 14.0 13.0
水温 ℃ 13.0 14.0 14.5 15.0 20.5 16.0
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 2 2

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － － 0 － － 0

ジアルジア 個/10L － － 0 － － 0
ｐＨ － 6.9 7.0 6.9 7.0 7.0 6.9
色度 度 2 <1 <1 <1 6 1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5

採水年月日 R3.10.7 R3.11.9 R3.12.8 R4.1.6 R4.2.3 R4.3.9
天候 － 晴 晴 曇 晴 曇 晴
気温 ℃ 11.0 16.5 10.0 7.5 5.0 14.0
水温 ℃ 15.0 12.5 12.0 11.0 11.0 12.0
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － － 0 － － 0

ジアルジア 個/10L － － 0 － － 0
ｐＨ － 6.9 7.0 7.1 7.0 7.0 7.0
色度 度 <1 1 <1 3 1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.6 R3.5.10 R3.6.1 R3.7.1 R3.8.16 R3.9.2
天候 － 晴 晴 晴 晴 曇 雨
気温 ℃ 9.0 12.0 14.0 16.0 13.0 16.5
水温 ℃ 12.0 17.5 13.0 16.0 14.5 11.0
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 3 1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 6.6 7.2 6.6 7.2 6.5 7.2
色度 度 <1 2 <1 2 <1 2
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.10.7 R3.11.9 R3.12.8 R4.1.6 R4.2.3 R4.3.9
天候 － 晴 晴 曇 晴 曇 晴
気温 ℃ 9.5 13.5 9.5 4.5 4.0 7.5
水温 ℃ 14.0 13.0 11.5 8.6 10.0 8.5
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 6.6 7.2 6.7 7.1 6.7 7.2
色度 度 <1 2 <1 2 <1 2
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.6 R3.5.10 R3.6.1 R3.7.1 R3.8.16 R3.9.2
天候 － 晴 晴 晴 晴 曇 雨
気温 ℃ 15.0 16.0 15.5 16.0 13.0 10.0
水温 ℃ 13.0 14.0 13.0 16.0 14.5 15.0
大腸菌 MPN/100mL <1 2 7 160 7 33

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － － 0 － － 0

ジアルジア 個/10L － － 0 － － 0
ｐＨ － 7.6 7.5 7.5 7.6 7.5 7.5
色度 度 <1 1 <1 <1 2 2
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6

水源名 八葉寺水源

（サ）　青谷地域（統合前簡水）
水源名 蔵内水源

水源名 早牛水源
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採水年月日 R3.4.21 R3.7.14 R3.10.21 R4.1.20
天候 － 晴 晴 雨 曇
気温 ℃ 17 22 15 6
水温 ℃ 14 16 15 10
大腸菌 MPN/100mL <1 1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － 0

ジアルジア 個/10L － 0 － 0
ｐＨ － 7.3 7.1 7.3 7.3
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.21 R3.7.14 R3.10.21 R4.1.20
天候 － 晴 晴 雨 曇
気温 ℃ 19 27 14 4
水温 ℃ 12 18 17 7
大腸菌 MPN/100mL <1 36 11 16

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － 0

ジアルジア 個/10L － 0 － 0
ｐＨ － 6.6 6.4 6.4 6.5
色度 度 2 29 5 3
濁度 度 <0.5 8 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.21 R3.7.14 R3.10.21 R4.1.20
天候 － 晴 晴 雨 曇
気温 ℃ 17 26 12 2
水温 ℃ 11 17 12 3
大腸菌 MPN/100mL 1 62 120 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － 0 － 0

ジアルジア 個/10L － 0 － 0
ｐＨ － 7.4 7.1 7.5 7.3
色度 度 1 5 3 2
濁度 度 <0.5 2 1 0.6

採水年月日 R3.4.21 R3.7.14 R3.10.21 R4.1.20
天候 － 晴 晴 雨 曇
気温 ℃ 19 29 12 3
水温 ℃ 16 17 15 15
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 6.8 6.8 6.8 6.9
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

（コ）　青谷地域(統合前上水)

水源名 青谷小畑水源

水源名 河原水源

水源名 不動山水源

水源名 鳴滝水源

採水年月日 R3.4.6 R3.5.10 R3.6.1 R3.7.1 R3.8.16 R3.9.2
天候 － 晴 晴 晴 晴 曇 雨
気温 ℃ 15.0 14.0 16.0 18.5 14.0 13.0
水温 ℃ 13.0 14.0 14.5 15.0 20.5 16.0
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 2 2

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － － 0 － － 0

ジアルジア 個/10L － － 0 － － 0
ｐＨ － 6.9 7.0 6.9 7.0 7.0 6.9
色度 度 2 <1 <1 <1 6 1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5

採水年月日 R3.10.7 R3.11.9 R3.12.8 R4.1.6 R4.2.3 R4.3.9
天候 － 晴 晴 曇 晴 曇 晴
気温 ℃ 11.0 16.5 10.0 7.5 5.0 14.0
水温 ℃ 15.0 12.5 12.0 11.0 11.0 12.0
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － － 0 － － 0

ジアルジア 個/10L － － 0 － － 0
ｐＨ － 6.9 7.0 7.1 7.0 7.0 7.0
色度 度 <1 1 <1 3 1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.6 R3.5.10 R3.6.1 R3.7.1 R3.8.16 R3.9.2
天候 － 晴 晴 晴 晴 曇 雨
気温 ℃ 9.0 12.0 14.0 16.0 13.0 16.5
水温 ℃ 12.0 17.5 13.0 16.0 14.5 11.0
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 3 1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 6.6 7.2 6.6 7.2 6.5 7.2
色度 度 <1 2 <1 2 <1 2
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.10.7 R3.11.9 R3.12.8 R4.1.6 R4.2.3 R4.3.9
天候 － 晴 晴 曇 晴 曇 晴
気温 ℃ 9.5 13.5 9.5 4.5 4.0 7.5
水温 ℃ 14.0 13.0 11.5 8.6 10.0 8.5
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 6.6 7.2 6.7 7.1 6.7 7.2
色度 度 <1 2 <1 2 <1 2
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.6 R3.5.10 R3.6.1 R3.7.1 R3.8.16 R3.9.2
天候 － 晴 晴 晴 晴 曇 雨
気温 ℃ 15.0 16.0 15.5 16.0 13.0 10.0
水温 ℃ 13.0 14.0 13.0 16.0 14.5 15.0
大腸菌 MPN/100mL <1 2 7 160 7 33

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － － 0 － － 0

ジアルジア 個/10L － － 0 － － 0
ｐＨ － 7.6 7.5 7.5 7.6 7.5 7.5
色度 度 <1 1 <1 <1 2 2
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6

水源名 八葉寺水源

（サ）　青谷地域（統合前簡水）
水源名 蔵内水源

水源名 早牛水源
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採水年月日 R3.10.7 R3.11.9 R3.12.8 R4.1.6 R4.2.3 R4.3.9
天候 － 晴 晴 曇 晴 曇 晴
気温 ℃ 11.0 15.5 9.5 4.0 5.5 12.0
水温 ℃ 14.5 13.0 12.0 11.5 11.0 12.0
大腸菌 MPN/100mL 16 9 2 <1 <1 1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － － 0 － － 0

ジアルジア 個/10L － － 0 － － 0
ｐＨ － 7.6 7.7 7.7 7.6 7.6 7.7
色度 度 2 <1 <1 1 <1 <1
濁度 度 1 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.6 R3.5.10 R3.6.1 R3.7.1 R3.8.16 R3.9.2
天候 － 晴 晴 晴 晴 曇 雨
気温 ℃ 11.0 14.5 13.0 18.5 13 10.5
水温 ℃ 14.0 15.0 16.0 16.5 15.5 18.5
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 7.3 7.2 7.1 7.1 7.0 6.9
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.10.7 R3.11.9 R3.12.8 R4.1.6 R4.2.3 R4.3.9
天候 － 晴 晴 曇 晴 曇 晴
気温 ℃ 11.5 16 10.0 4.5 5.0 12.0
水温 ℃ 14.5 15.0 12.5 12.0 12.0 12.0
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 7.0 7.3 7.4 7.2 7.3 7.3
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.5.10 R3.8.16 R3.11.9 R4.2.3
天候 － 晴 曇 晴 曇
気温 ℃ 15.0 13.0 14.0 2.5
水温 ℃ 12.5 17.0 12.5 7.0
大腸菌 MPN/100mL 3 11 14 1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － 0 －

ジアルジア 個/10L 0 － 0 －
ｐＨ － 7.6 7.3 7.6 7.5
色度 度 1 2 3 <1
濁度 度 0.5 <0.5 0.5 <0.5

採水年月日 R3.5.10 R3.8.16 R3.11.9 R4.2.3
天候 － 晴 曇 晴 曇
気温 ℃ 13.5 14.0 17.0 7.5
水温 ℃ 17.0 17.0 16.5 5.0
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 7.4 7.3 7.3 6.8
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 0.5

早牛水源水源名

長和瀬水源水源名

水源名

水源名 桑原水源

露谷水源

　エ　　給水栓毎日水質検査
　（ア）　江山浄水場　配水区域

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 年間

最大値 0.35 0.30 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.40 0.40 0.35 0.40 0.40
最小値 0.20 0.25 0.25 0.25 0.25 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.20
平均 0.29 0.29 0.30 0.30 0.32 0.33 0.34 0.34 0.35 0.33 0.34 0.34 0.32
最大値 0.35 0.35 0.30 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.30 0.35 0.35 0.40 0.40
最小値 0.35 0.30 0.30 0.30 0.35 0.35 0.35 0.30 0.30 0.30 0.35 0.35 0.30
平均 0.35 0.33 0.30 0.33 0.35 0.35 0.35 0.31 0.30 0.31 0.35 0.36 0.33
最大値 0.40 0.15 0.15 0.15 0.60 0.50 0.50 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.60
最小値 0.40 0.15 0.15 0.15 0.35 0.45 0.45 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.15
平均 0.40 0.15 0.15 0.15 0.46 0.46 0.46 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.27
最大値 0.30 0.30 0.20 0.25 0.35 0.35 0.30 0.35 0.35 0.30 0.30 0.30 0.35
最小値 0.30 0.20 0.20 0.20 0.20 0.30 0.30 0.35 0.30 0.30 0.30 0.30 0.20
平均 0.30 0.25 0.20 0.22 0.25 0.31 0.30 0.35 0.30 0.30 0.30 0.30 0.28
最大値 0.25 0.20 0.20 0.20 0.30 0.30 0.35 0.40 0.30 0.30 0.30 0.35 0.40
最小値 0.20 0.15 0.15 0.15 0.15 0.25 0.30 0.30 0.30 0.20 0.20 0.20 0.15
平均 0.22 0.18 0.18 0.19 0.22 0.29 0.31 0.34 0.30 0.29 0.26 0.27 0.26
最大値 0.30 0.30 0.25 0.30 0.40 0.40 0.30 0.35 0.35 0.30 0.30 0.40 0.40
最小値 0.20 0.20 0.20 0.10 0.20 0.20 0.25 0.20 0.20 0.25 0.25 0.25 0.10
平均 0.27 0.24 0.22 0.22 0.28 0.30 0.29 0.29 0.28 0.29 0.29 0.29 0.27
最大値 0.30 0.30 0.30 0.55 0.50 0.40 0.40 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.55
最小値 0.30 0.30 0.25 0.25 0.35 0.30 0.30 0.25 0.30 0.30 0.30 0.30 0.25
平均 0.30 0.30 0.29 0.36 0.39 0.33 0.34 0.29 0.30 0.30 0.30 0.30 0.32
最大値 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
最小値 0.20 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.15 0.15 0.15 0.20 0.15
平均 0.20 0.20 0.19 0.19 0.19 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
最大値 0.40 0.40 0.40 0.45 0.60 0.50 0.50 0.45 0.40 0.40 0.40 0.20 0.60
最小値 0.40 0.35 0.30 0.25 0.35 0.45 0.45 0.40 0.35 0.30 0.35 0.20 0.20
平均 0.40 0.39 0.39 0.39 0.46 0.46 0.46 0.44 0.39 0.38 0.36 0.20 0.39
最大値 0.20 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.40 0.40
最小値 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.35 0.15
平均 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.19 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.38 0.19
最大値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.35 0.35 0.35 0.35 0.30 0.30 0.20 0.30 0.35
最小値 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.25 0.25 0.25 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
平均 0.20 0.25 0.20 0.20 0.20 0.25 0.25 0.28 0.27 0.20 0.20 0.20 0.22
最大値 0.40 0.30 0.25 0.40 0.50 0.60 0.40 0.50 0.40 0.45 0.45 0.40 0.60
最小値 0.30 0.20 0.20 0.15 0.40 0.30 0.30 0.35 0.35 0.40 0.35 0.30 0.15
平均 0.33 0.28 0.21 0.29 0.40 0.39 0.34 0.41 0.37 0.42 0.40 0.37 0.35
最大値 0.25 0.20 0.20 0.30 0.30 0.30 0.30 0.40 0.30 0.40 0.30 0.40 0.40
最小値 0.15 0.15 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.30 0.20 0.30 0.30 0.20 0.15
平均 0.20 0.19 0.20 0.25 0.23 0.24 0.27 0.33 0.29 0.33 0.30 0.29 0.26
最大値 0.30 0.30 0.20 0.25 0.40 0.35 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.40
最小値 0.20 0.15 0.15 0.10 0.15 0.20 0.25 0.25 0.20 0.20 0.25 0.25 0.10
平均 0.25 0.23 0.17 0.18 0.24 0.26 0.27 0.28 0.26 0.26 0.27 0.27 0.24

検査地点

円通寺
(米里配水池系)

浜坂
(中ノ郷配水池系)

松並町
(上町配水池系)

小西谷
(小西谷配水池系)

国府町美歎
(美歎配水池系)

福部町細川
(湯山配水池系)

河原町片山
(片山配水池系)

河原町三谷
(山手配水池系)

国府町庁
(広西配水池系)

大畑
(吉岡配水池系)

越路
(若葉台配水池系)

小沢見
(末恒配水池系)

湖山町
(徳尾配水池系)

西円通寺
(下味野高地区
配水池系)
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採水年月日 R3.10.7 R3.11.9 R3.12.8 R4.1.6 R4.2.3 R4.3.9
天候 － 晴 晴 曇 晴 曇 晴
気温 ℃ 11.0 15.5 9.5 4.0 5.5 12.0
水温 ℃ 14.5 13.0 12.0 11.5 11.0 12.0
大腸菌 MPN/100mL 16 9 2 <1 <1 1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L － － 0 － － 0

ジアルジア 個/10L － － 0 － － 0
ｐＨ － 7.6 7.7 7.7 7.6 7.6 7.7
色度 度 2 <1 <1 1 <1 <1
濁度 度 1 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.4.6 R3.5.10 R3.6.1 R3.7.1 R3.8.16 R3.9.2
天候 － 晴 晴 晴 晴 曇 雨
気温 ℃ 11.0 14.5 13.0 18.5 13 10.5
水温 ℃ 14.0 15.0 16.0 16.5 15.5 18.5
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 7.3 7.2 7.1 7.1 7.0 6.9
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.10.7 R3.11.9 R3.12.8 R4.1.6 R4.2.3 R4.3.9
天候 － 晴 晴 曇 晴 曇 晴
気温 ℃ 11.5 16 10.0 4.5 5.0 12.0
水温 ℃ 14.5 15.0 12.5 12.0 12.0 12.0
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － － 0 － －

ジアルジア 個/10L 0 － － 0 － －
ｐＨ － 7.0 7.3 7.4 7.2 7.3 7.3
色度 度 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

採水年月日 R3.5.10 R3.8.16 R3.11.9 R4.2.3
天候 － 晴 曇 晴 曇
気温 ℃ 15.0 13.0 14.0 2.5
水温 ℃ 12.5 17.0 12.5 7.0
大腸菌 MPN/100mL 3 11 14 1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
クリプトスポリジウム 個/10L 0 － 0 －

ジアルジア 個/10L 0 － 0 －
ｐＨ － 7.6 7.3 7.6 7.5
色度 度 1 2 3 <1
濁度 度 0.5 <0.5 0.5 <0.5

採水年月日 R3.5.10 R3.8.16 R3.11.9 R4.2.3
天候 － 晴 曇 晴 曇
気温 ℃ 13.5 14.0 17.0 7.5
水温 ℃ 17.0 17.0 16.5 5.0
大腸菌 MPN/100mL <1 <1 <1 <1

嫌気性芽胞菌 個/100mL 0 0 0 0
ｐＨ － 7.4 7.3 7.3 6.8
色度 度 <1 <1 <1 <1
濁度 度 <0.5 <0.5 <0.5 0.5

早牛水源水源名

長和瀬水源水源名

水源名

水源名 桑原水源

露谷水源

　エ　　給水栓毎日水質検査
　（ア）　江山浄水場　配水区域

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 年間

最大値 0.35 0.30 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.40 0.40 0.35 0.40 0.40
最小値 0.20 0.25 0.25 0.25 0.25 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.20
平均 0.29 0.29 0.30 0.30 0.32 0.33 0.34 0.34 0.35 0.33 0.34 0.34 0.32
最大値 0.35 0.35 0.30 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.30 0.35 0.35 0.40 0.40
最小値 0.35 0.30 0.30 0.30 0.35 0.35 0.35 0.30 0.30 0.30 0.35 0.35 0.30
平均 0.35 0.33 0.30 0.33 0.35 0.35 0.35 0.31 0.30 0.31 0.35 0.36 0.33
最大値 0.40 0.15 0.15 0.15 0.60 0.50 0.50 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.60
最小値 0.40 0.15 0.15 0.15 0.35 0.45 0.45 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.15
平均 0.40 0.15 0.15 0.15 0.46 0.46 0.46 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.27
最大値 0.30 0.30 0.20 0.25 0.35 0.35 0.30 0.35 0.35 0.30 0.30 0.30 0.35
最小値 0.30 0.20 0.20 0.20 0.20 0.30 0.30 0.35 0.30 0.30 0.30 0.30 0.20
平均 0.30 0.25 0.20 0.22 0.25 0.31 0.30 0.35 0.30 0.30 0.30 0.30 0.28
最大値 0.25 0.20 0.20 0.20 0.30 0.30 0.35 0.40 0.30 0.30 0.30 0.35 0.40
最小値 0.20 0.15 0.15 0.15 0.15 0.25 0.30 0.30 0.30 0.20 0.20 0.20 0.15
平均 0.22 0.18 0.18 0.19 0.22 0.29 0.31 0.34 0.30 0.29 0.26 0.27 0.26
最大値 0.30 0.30 0.25 0.30 0.40 0.40 0.30 0.35 0.35 0.30 0.30 0.40 0.40
最小値 0.20 0.20 0.20 0.10 0.20 0.20 0.25 0.20 0.20 0.25 0.25 0.25 0.10
平均 0.27 0.24 0.22 0.22 0.28 0.30 0.29 0.29 0.28 0.29 0.29 0.29 0.27
最大値 0.30 0.30 0.30 0.55 0.50 0.40 0.40 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.55
最小値 0.30 0.30 0.25 0.25 0.35 0.30 0.30 0.25 0.30 0.30 0.30 0.30 0.25
平均 0.30 0.30 0.29 0.36 0.39 0.33 0.34 0.29 0.30 0.30 0.30 0.30 0.32
最大値 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
最小値 0.20 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.15 0.15 0.15 0.20 0.15
平均 0.20 0.20 0.19 0.19 0.19 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
最大値 0.40 0.40 0.40 0.45 0.60 0.50 0.50 0.45 0.40 0.40 0.40 0.20 0.60
最小値 0.40 0.35 0.30 0.25 0.35 0.45 0.45 0.40 0.35 0.30 0.35 0.20 0.20
平均 0.40 0.39 0.39 0.39 0.46 0.46 0.46 0.44 0.39 0.38 0.36 0.20 0.39
最大値 0.20 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.40 0.40
最小値 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.35 0.15
平均 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.19 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.38 0.19
最大値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.35 0.35 0.35 0.35 0.30 0.30 0.20 0.30 0.35
最小値 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.25 0.25 0.25 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
平均 0.20 0.25 0.20 0.20 0.20 0.25 0.25 0.28 0.27 0.20 0.20 0.20 0.22
最大値 0.40 0.30 0.25 0.40 0.50 0.60 0.40 0.50 0.40 0.45 0.45 0.40 0.60
最小値 0.30 0.20 0.20 0.15 0.40 0.30 0.30 0.35 0.35 0.40 0.35 0.30 0.15
平均 0.33 0.28 0.21 0.29 0.40 0.39 0.34 0.41 0.37 0.42 0.40 0.37 0.35
最大値 0.25 0.20 0.20 0.30 0.30 0.30 0.30 0.40 0.30 0.40 0.30 0.40 0.40
最小値 0.15 0.15 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.30 0.20 0.30 0.30 0.20 0.15
平均 0.20 0.19 0.20 0.25 0.23 0.24 0.27 0.33 0.29 0.33 0.30 0.29 0.26
最大値 0.30 0.30 0.20 0.25 0.40 0.35 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.40
最小値 0.20 0.15 0.15 0.10 0.15 0.20 0.25 0.25 0.20 0.20 0.25 0.25 0.10
平均 0.25 0.23 0.17 0.18 0.24 0.26 0.27 0.28 0.26 0.26 0.27 0.27 0.24

検査地点

円通寺
(米里配水池系)

浜坂
(中ノ郷配水池系)

松並町
(上町配水池系)

小西谷
(小西谷配水池系)

国府町美歎
(美歎配水池系)

福部町細川
(湯山配水池系)

河原町片山
(片山配水池系)

河原町三谷
(山手配水池系)

国府町庁
(広西配水池系)

大畑
(吉岡配水池系)

越路
(若葉台配水池系)

小沢見
(末恒配水池系)

湖山町
(徳尾配水池系)

西円通寺
(下味野高地区
配水池系)

－341－－340－



　（イ）　鳥取地域(統合前簡水)

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 年間
最大値 0.53 0.35 0.32 0.27 0.36 0.34 0.44 0.45 0.69 0.48 0.48 0.47 0.69
最小値 0.33 0.31 0.27 0.23 0.22 0.32 0.29 0.40 0.40 0.44 0.44 0.43 0.22
平均 0.35 0.33 0.30 0.25 0.29 0.33 0.34 0.43 0.48 0.46 0.46 0.45 0.37
最大値 0.42 0.40 0.41 0.43 0.45 0.44 0.38 0.39 0.32 0.29 0.30 0.31 0.45
最小値 0.35 0.35 0.34 0.23 0.33 0.36 0.34 0.27 0.26 0.24 0.27 0.27 0.23
平均 0.38 0.38 0.38 0.37 0.41 0.40 0.36 0.34 0.28 0.28 0.29 0.29 0.35
最大値 0.48 0.32 0.30 0.50 0.42 0.53 0.49 0.47 0.37 0.45 0.47 0.40 0.53
最小値 0.30 0.24 0.23 0.14 0.39 0.36 0.36 0.29 0.21 0.37 0.40 0.36 0.14
平均 0.40 0.29 0.27 0.32 0.40 0.43 0.40 0.38 0.28 0.41 0.43 0.38 0.37
最大値 0.38 0.34 0.30 0.43 0.33 0.41 0.41 0.50 0.37 0.35 0.33 0.35 0.50
最小値 0.28 0.26 0.20 0.19 0.27 0.23 0.24 0.28 0.28 0.27 0.30 0.29 0.19
平均 0.33 0.29 0.26 0.30 0.29 0.26 0.32 0.37 0.34 0.31 0.32 0.32 0.31
最大値 0.29 0.29 0.24 0.24 0.26 0.29 0.29 0.38 0.45 0.52 0.33 0.31 0.52
最小値 0.21 0.24 0.23 0.23 0.23 0.24 0.28 0.30 0.39 0.23 0.20 0.28 0.20
平均 0.23 0.26 0.24 0.23 0.24 0.27 0.28 0.34 0.40 0.35 0.31 0.29 0.29
最大値 0.33 0.33 0.34 0.35 0.32 0.33 0.34 0.32 0.32 0.30 0.30 0.30 0.35
最小値 0.30 0.31 0.30 0.27 0.28 0.30 0.27 0.29 0.29 0.28 0.29 0.29 0.27
平均 0.32 0.33 0.33 0.30 0.30 0.31 0.31 0.30 0.31 0.29 0.29 0.30 0.31
最大値 0.40 0.35 0.33 0.32 0.38 0.36 0.31 0.37 0.37 0.33 0.32 0.38 0.40
最小値 0.31 0.30 0.28 0.15 0.31 0.30 0.26 0.31 0.31 0.31 0.31 0.32 0.15
平均 0.36 0.32 0.30 0.24 0.36 0.33 0.29 0.33 0.34 0.32 0.32 0.34 0.32
最大値 0.32 0.34 0.36 0.36 0.36 0.39 0.57 0.45 0.35 0.48 0.35 0.38 0.57
最小値 0.29 0.28 0.32 0.30 0.28 0.30 0.39 0.33 0.32 0.33 0.33 0.28 0.28
平均 0.30 0.31 0.34 0.33 0.31 0.34 0.44 0.37 0.33 0.36 0.34 0.32 0.34
最大値 0.72 0.48 0.53 0.53 0.65 0.54 0.35 0.36 0.38 0.43 0.48 0.38 0.72
最小値 0.33 0.26 0.30 0.24 0.31 0.29 0.27 0.31 0.33 0.24 0.35 0.30 0.24
平均 0.48 0.38 0.41 0.39 0.42 0.42 0.32 0.33 0.36 0.33 0.41 0.34 0.38
最大値 0.34 0.33 0.33 0.32 0.36 0.35 0.40 0.40 0.37 0.38 0.36 0.35 0.40
最小値 0.32 0.30 0.28 0.25 0.23 0.31 0.26 0.33 0.36 0.36 0.33 0.32 0.23
平均 0.33 0.32 0.31 0.29 0.29 0.33 0.32 0.35 0.36 0.37 0.35 0.33 0.33
最大値 0.34 0.31 0.27 0.33 0.50 0.43 0.31 0.33 0.33 0.34 0.35 0.35 0.50
最小値 0.31 0.21 0.19 0.15 0.18 0.28 0.19 0.25 0.28 0.26 0.30 0.21 0.15
平均 0.32 0.26 0.24 0.26 0.33 0.35 0.26 0.30 0.31 0.32 0.32 0.31 0.30
最大値 0.30 0.28 0.26 0.29 0.27 0.33 0.29 0.33 0.38 0.44 0.41 0.37 0.44
最小値 0.26 0.25 0.23 0.25 0.25 0.24 0.24 0.28 0.32 0.38 0.35 0.32 0.23
平均 0.28 0.27 0.25 0.26 0.27 0.26 0.26 0.30 0.35 0.40 0.37 0.35 0.30
最大値 0.34 0.39 0.34 0.27 0.32 0.30 0.42 0.53 0.56 0.59 0.33 0.30 0.59
最小値 0.30 0.30 0.20 0.21 0.24 0.20 0.19 0.29 0.37 0.34 0.27 0.21 0.19
平均 0.32 0.34 0.26 0.25 0.28 0.25 0.29 0.37 0.46 0.47 0.30 0.27 0.32

検査地点

槇原
(河内系)

矢矯
(矢矯系)

瀬田蔵
(妙徳寺系)

有富
(有富系)

福井
(辛川系)

松上
(明治系)

下砂見
(神戸系)

御熊
(御熊系)

岩坪
(岩坪系)

上砂見
(上砂見系)

細見
(細見系)

高路
(高路系)

滝山
(百谷系)

　（ウ）　国府地域

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 年間
最大値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.20 0.20 0.20 0.30
最小値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
平均 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.23 0.20 0.20 0.20 0.27
最大値 0.30 0.35 0.30 0.25 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.35
最小値 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.25 0.20 0.25 0.25 0.25 0.20
平均 0.24 0.25 0.25 0.23 0.24 0.27 0.27 0.29 0.25 0.29 0.29 0.30 0.26
最大値 0.35 0.35 0.35 0.30 0.20 0.20 0.20 0.20 0.35 0.20 0.25 0.20 0.35
最小値 0.35 0.35 0.35 0.20 0.10 0.20 0.20 0.20 0.30 0.20 0.20 0.20 0.10
平均 0.35 0.35 0.35 0.27 0.17 0.20 0.20 0.20 0.35 0.20 0.20 0.20 0.25
最大値 0.30 0.30 0.30 0.40 0.25 0.15 0.25 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.40
最小値 0.30 0.30 0.30 0.20 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.15 0.15 0.15 0.15
平均 0.30 0.30 0.30 0.22 0.16 0.15 0.20 0.17 0.20 0.17 0.19 0.19 0.21
最大値 0.25 0.20 0.20 0.35 0.30 0.25 0.30 0.30 0.15 0.50 0.50 0.40 0.50
最小値 0.20 0.20 0.20 0.10 0.15 0.20 0.20 0.20 0.15 0.35 0.35 0.30 0.10
平均 0.22 0.20 0.20 0.20 0.24 0.21 0.21 0.27 0.15 0.47 0.42 0.32 0.26
最大値 0.35 0.35 0.35 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
最小値 0.20 0.25 0.25 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.20 0.40 0.40 0.40 0.20
平均 0.30 0.31 0.31 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.30 0.40 0.40 0.40 0.37
最大値 0.40 0.40 0.40 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.40 0.70 0.60 0.40 0.70
最小値 0.40 0.40 0.20 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.40 0.30 0.20
平均 0.40 0.40 0.36 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.39 0.42 0.44 0.31 0.35
最大値 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
最小値 0.10 0.30 0.20 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.40 0.30 0.30 0.40 0.10
平均 0.32 0.37 0.36 0.40 0.37 0.35 0.39 0.39 0.40 0.39 0.40 0.40 0.38
最大値 0.30 0.30 0.30 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50
最小値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.40 0.40 0.30 0.20 0.30 0.20 0.30 0.30 0.20
平均 0.30 0.30 0.30 0.43 0.48 0.44 0.35 0.30 0.39 0.30 0.34 0.36 0.36
最大値 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.50 0.50 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50
最小値 0.40 0.40 0.30 0.30 0.30 0.40 0.30 0.30 0.40 0.30 0.30 0.40 0.30
平均 0.46 0.42 0.36 0.43 0.30 0.44 0.35 0.39 0.40 0.39 0.40 0.40 0.40
(※)10月12日まで：栃本系　10月13日から：大石系

　（エ）　福部地域

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 年間
最大値 0.30 0.30 0.25 0.30 0.40 0.35 0.35 0.40 0.40 0.40 0.35 0.40 0.40
最小値 0.25 0.20 0.15 0.15 0.15 0.25 0.25 0.35 0.25 0.30 0.30 0.35 0.15
平均 0.28 0.26 0.22 0.21 0.26 0.34 0.32 0.38 0.36 0.32 0.34 0.36 0.30
最大値 0.40 0.45 0.35 0.30 0.25 0.25 0.35 0.40 0.35 0.30 0.25 0.25 0.45
最小値 0.30 0.35 0.25 0.20 0.20 0.25 0.25 0.35 0.30 0.25 0.25 0.25 0.20
平均 0.36 0.40 0.28 0.25 0.23 0.25 0.27 0.38 0.34 0.26 0.25 0.25 0.29
最大値 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
最小値 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.20
平均 0.25 0.25 0.25 0.25 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

栃本
(※)

楠城
(楠城系)

神護
(神護系)

石井谷
(大石系)

上地
(上地系)

検査地点

左近
(蔵見系)

久志羅
(上野系)

八重原
(箭谷系)

検査地点

高岡
(高岡系)

岡益
(山崎系)

神垣
(神垣系)

雨滝
(雨滝系)

荒舟
(荒舟系)

－343－－342－



　（イ）　鳥取地域(統合前簡水)

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 年間
最大値 0.53 0.35 0.32 0.27 0.36 0.34 0.44 0.45 0.69 0.48 0.48 0.47 0.69
最小値 0.33 0.31 0.27 0.23 0.22 0.32 0.29 0.40 0.40 0.44 0.44 0.43 0.22
平均 0.35 0.33 0.30 0.25 0.29 0.33 0.34 0.43 0.48 0.46 0.46 0.45 0.37
最大値 0.42 0.40 0.41 0.43 0.45 0.44 0.38 0.39 0.32 0.29 0.30 0.31 0.45
最小値 0.35 0.35 0.34 0.23 0.33 0.36 0.34 0.27 0.26 0.24 0.27 0.27 0.23
平均 0.38 0.38 0.38 0.37 0.41 0.40 0.36 0.34 0.28 0.28 0.29 0.29 0.35
最大値 0.48 0.32 0.30 0.50 0.42 0.53 0.49 0.47 0.37 0.45 0.47 0.40 0.53
最小値 0.30 0.24 0.23 0.14 0.39 0.36 0.36 0.29 0.21 0.37 0.40 0.36 0.14
平均 0.40 0.29 0.27 0.32 0.40 0.43 0.40 0.38 0.28 0.41 0.43 0.38 0.37
最大値 0.38 0.34 0.30 0.43 0.33 0.41 0.41 0.50 0.37 0.35 0.33 0.35 0.50
最小値 0.28 0.26 0.20 0.19 0.27 0.23 0.24 0.28 0.28 0.27 0.30 0.29 0.19
平均 0.33 0.29 0.26 0.30 0.29 0.26 0.32 0.37 0.34 0.31 0.32 0.32 0.31
最大値 0.29 0.29 0.24 0.24 0.26 0.29 0.29 0.38 0.45 0.52 0.33 0.31 0.52
最小値 0.21 0.24 0.23 0.23 0.23 0.24 0.28 0.30 0.39 0.23 0.20 0.28 0.20
平均 0.23 0.26 0.24 0.23 0.24 0.27 0.28 0.34 0.40 0.35 0.31 0.29 0.29
最大値 0.33 0.33 0.34 0.35 0.32 0.33 0.34 0.32 0.32 0.30 0.30 0.30 0.35
最小値 0.30 0.31 0.30 0.27 0.28 0.30 0.27 0.29 0.29 0.28 0.29 0.29 0.27
平均 0.32 0.33 0.33 0.30 0.30 0.31 0.31 0.30 0.31 0.29 0.29 0.30 0.31
最大値 0.40 0.35 0.33 0.32 0.38 0.36 0.31 0.37 0.37 0.33 0.32 0.38 0.40
最小値 0.31 0.30 0.28 0.15 0.31 0.30 0.26 0.31 0.31 0.31 0.31 0.32 0.15
平均 0.36 0.32 0.30 0.24 0.36 0.33 0.29 0.33 0.34 0.32 0.32 0.34 0.32
最大値 0.32 0.34 0.36 0.36 0.36 0.39 0.57 0.45 0.35 0.48 0.35 0.38 0.57
最小値 0.29 0.28 0.32 0.30 0.28 0.30 0.39 0.33 0.32 0.33 0.33 0.28 0.28
平均 0.30 0.31 0.34 0.33 0.31 0.34 0.44 0.37 0.33 0.36 0.34 0.32 0.34
最大値 0.72 0.48 0.53 0.53 0.65 0.54 0.35 0.36 0.38 0.43 0.48 0.38 0.72
最小値 0.33 0.26 0.30 0.24 0.31 0.29 0.27 0.31 0.33 0.24 0.35 0.30 0.24
平均 0.48 0.38 0.41 0.39 0.42 0.42 0.32 0.33 0.36 0.33 0.41 0.34 0.38
最大値 0.34 0.33 0.33 0.32 0.36 0.35 0.40 0.40 0.37 0.38 0.36 0.35 0.40
最小値 0.32 0.30 0.28 0.25 0.23 0.31 0.26 0.33 0.36 0.36 0.33 0.32 0.23
平均 0.33 0.32 0.31 0.29 0.29 0.33 0.32 0.35 0.36 0.37 0.35 0.33 0.33
最大値 0.34 0.31 0.27 0.33 0.50 0.43 0.31 0.33 0.33 0.34 0.35 0.35 0.50
最小値 0.31 0.21 0.19 0.15 0.18 0.28 0.19 0.25 0.28 0.26 0.30 0.21 0.15
平均 0.32 0.26 0.24 0.26 0.33 0.35 0.26 0.30 0.31 0.32 0.32 0.31 0.30
最大値 0.30 0.28 0.26 0.29 0.27 0.33 0.29 0.33 0.38 0.44 0.41 0.37 0.44
最小値 0.26 0.25 0.23 0.25 0.25 0.24 0.24 0.28 0.32 0.38 0.35 0.32 0.23
平均 0.28 0.27 0.25 0.26 0.27 0.26 0.26 0.30 0.35 0.40 0.37 0.35 0.30
最大値 0.34 0.39 0.34 0.27 0.32 0.30 0.42 0.53 0.56 0.59 0.33 0.30 0.59
最小値 0.30 0.30 0.20 0.21 0.24 0.20 0.19 0.29 0.37 0.34 0.27 0.21 0.19
平均 0.32 0.34 0.26 0.25 0.28 0.25 0.29 0.37 0.46 0.47 0.30 0.27 0.32

検査地点

槇原
(河内系)

矢矯
(矢矯系)

瀬田蔵
(妙徳寺系)

有富
(有富系)

福井
(辛川系)

松上
(明治系)

下砂見
(神戸系)

御熊
(御熊系)

岩坪
(岩坪系)

上砂見
(上砂見系)

細見
(細見系)

高路
(高路系)

滝山
(百谷系)

　（ウ）　国府地域

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 年間
最大値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.20 0.20 0.20 0.30
最小値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
平均 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.23 0.20 0.20 0.20 0.27
最大値 0.30 0.35 0.30 0.25 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.35
最小値 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.25 0.20 0.25 0.25 0.25 0.20
平均 0.24 0.25 0.25 0.23 0.24 0.27 0.27 0.29 0.25 0.29 0.29 0.30 0.26
最大値 0.35 0.35 0.35 0.30 0.20 0.20 0.20 0.20 0.35 0.20 0.25 0.20 0.35
最小値 0.35 0.35 0.35 0.20 0.10 0.20 0.20 0.20 0.30 0.20 0.20 0.20 0.10
平均 0.35 0.35 0.35 0.27 0.17 0.20 0.20 0.20 0.35 0.20 0.20 0.20 0.25
最大値 0.30 0.30 0.30 0.40 0.25 0.15 0.25 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.40
最小値 0.30 0.30 0.30 0.20 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.15 0.15 0.15 0.15
平均 0.30 0.30 0.30 0.22 0.16 0.15 0.20 0.17 0.20 0.17 0.19 0.19 0.21
最大値 0.25 0.20 0.20 0.35 0.30 0.25 0.30 0.30 0.15 0.50 0.50 0.40 0.50
最小値 0.20 0.20 0.20 0.10 0.15 0.20 0.20 0.20 0.15 0.35 0.35 0.30 0.10
平均 0.22 0.20 0.20 0.20 0.24 0.21 0.21 0.27 0.15 0.47 0.42 0.32 0.26
最大値 0.35 0.35 0.35 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
最小値 0.20 0.25 0.25 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.20 0.40 0.40 0.40 0.20
平均 0.30 0.31 0.31 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.30 0.40 0.40 0.40 0.37
最大値 0.40 0.40 0.40 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.40 0.70 0.60 0.40 0.70
最小値 0.40 0.40 0.20 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.40 0.30 0.20
平均 0.40 0.40 0.36 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.39 0.42 0.44 0.31 0.35
最大値 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
最小値 0.10 0.30 0.20 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.40 0.30 0.30 0.40 0.10
平均 0.32 0.37 0.36 0.40 0.37 0.35 0.39 0.39 0.40 0.39 0.40 0.40 0.38
最大値 0.30 0.30 0.30 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50
最小値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.40 0.40 0.30 0.20 0.30 0.20 0.30 0.30 0.20
平均 0.30 0.30 0.30 0.43 0.48 0.44 0.35 0.30 0.39 0.30 0.34 0.36 0.36
最大値 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.50 0.50 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50
最小値 0.40 0.40 0.30 0.30 0.30 0.40 0.30 0.30 0.40 0.30 0.30 0.40 0.30
平均 0.46 0.42 0.36 0.43 0.30 0.44 0.35 0.39 0.40 0.39 0.40 0.40 0.40
(※)10月12日まで：栃本系　10月13日から：大石系

　（エ）　福部地域

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 年間
最大値 0.30 0.30 0.25 0.30 0.40 0.35 0.35 0.40 0.40 0.40 0.35 0.40 0.40
最小値 0.25 0.20 0.15 0.15 0.15 0.25 0.25 0.35 0.25 0.30 0.30 0.35 0.15
平均 0.28 0.26 0.22 0.21 0.26 0.34 0.32 0.38 0.36 0.32 0.34 0.36 0.30
最大値 0.40 0.45 0.35 0.30 0.25 0.25 0.35 0.40 0.35 0.30 0.25 0.25 0.45
最小値 0.30 0.35 0.25 0.20 0.20 0.25 0.25 0.35 0.30 0.25 0.25 0.25 0.20
平均 0.36 0.40 0.28 0.25 0.23 0.25 0.27 0.38 0.34 0.26 0.25 0.25 0.29
最大値 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
最小値 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.20
平均 0.25 0.25 0.25 0.25 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

栃本
(※)

楠城
(楠城系)

神護
(神護系)

石井谷
(大石系)

上地
(上地系)

検査地点

左近
(蔵見系)

久志羅
(上野系)

八重原
(箭谷系)

検査地点

高岡
(高岡系)

岡益
(山崎系)

神垣
(神垣系)

雨滝
(雨滝系)

荒舟
(荒舟系)

－343－－342－



　（オ）　河原地域

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 年間

最大値 0.40 0.40 0.40 0.30 0.30 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.45 0.45 0.45
最小値 0.40 0.35 0.30 0.20 0.15 0.15 0.30 0.30 0.40 0.35 0.35 0.40 0.15
平均 0.40 0.38 0.33 0.28 0.27 0.31 0.37 0.37 0.40 0.39 0.40 0.42 0.36
最大値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.35 0.30 0.30 0.30 0.30 0.35
最小値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
平均 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
最大値 0.40 0.40 0.40 0.40 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.40
最小値 0.40 0.40 0.40 0.30 0.20 0.20 0.25 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.20
平均 0.40 0.40 0.40 0.33 0.29 0.29 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.33
最大値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
最小値 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
平均 0.29 0.30 0.29 0.29 0.29 0.29 0.30 0.30 0.29 0.30 0.29 0.29 0.29
最大値 0.35 0.35 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.35 0.35 0.35
最小値 0.30 0.30 0.20 0.30 0.20 0.30 0.30 0.20 0.20 0.30 0.30 0.30 0.20
平均 0.33 0.30 0.29 0.30 0.29 0.30 0.30 0.28 0.30 0.30 0.31 0.31 0.30
最大値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.50 0.30 0.50
最小値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
平均 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.31 0.30 0.30
最大値 0.35 0.35 0.30 0.30 0.30 0.30 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
最小値 0.30 0.25 0.30 0.25 0.25 0.30 0.30 0.40 0.40 0.40 0.35 0.35 0.25
平均 0.33 0.30 0.30 0.29 0.27 0.30 0.34 0.40 0.40 0.40 0.39 0.36 0.34
最大値 0.35 0.35 0.30 0.25 0.35 0.30 0.30 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
最小値 0.30 0.25 0.25 0.25 0.25 0.30 0.25 0.30 0.35 0.35 0.35 0.35 0.25
平均 0.35 0.31 0.25 0.25 0.27 0.30 0.29 0.32 0.35 0.35 0.35 0.35 0.31
最大値 0.40 0.35 0.30 0.25 0.35 0.30 0.30 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.40
最小値 0.35 0.25 0.25 0.25 0.25 0.30 0.25 0.30 0.35 0.35 0.35 0.35 0.25
平均 0.39 0.31 0.25 0.25 0.27 0.30 0.29 0.32 0.35 0.35 0.35 0.35 0.31
最大値 0.22 0.24 0.23 0.35 0.36 0.40 0.37 0.42 0.41 0.41 0.42 0.43 0.43
最小値 0.14 0.14 0.11 0.11 0.30 0.31 0.31 0.34 0.33 0.38 0.40 0.38 0.11
平均 0.19 0.19 0.16 0.24 0.33 0.34 0.34 0.37 0.38 0.40 0.41 0.40 0.31

検査地点

小畑
(曳田系)

釜口
(曳田系)

布袋
(曳田系)

弓河内
(北村系)

小河内
(新田系)

神馬
(小河内系)

北村
(落河内系)

稲常
(稲常系)

谷一木
(渡一木系)

小倉
(水根系)

　（カ）　用瀬地域

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 年間

最大値 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.40 0.50
最小値 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 0.50 0.40 0.40 0.40 0.40
平均 0.40 0.40 0.40 0.48 0.50 0.49 0.50 0.50 0.50 0.49 0.40 0.40 0.46
最大値 0.35 0.40 0.30 0.25 0.30 0.35 0.40 0.40 0.45 0.50 0.40 0.45 0.50
最小値 0.30 0.30 0.25 0.15 0.25 0.25 0.35 0.35 0.30 0.30 0.30 0.35 0.15
平均 0.35 0.34 0.27 0.22 0.27 0.32 0.38 0.37 0.36 0.41 0.36 0.39 0.34
最大値 0.40 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50
最小値 0.40 0.40 0.50 0.50 0.40 0.50 0.50 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
平均 0.40 0.47 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.46 0.40 0.40 0.40 0.40 0.45
最大値 0.20 0.20 0.50 0.47 0.50 0.45 0.45 0.45 0.45 0.47 0.47 0.47 0.50
最小値 0.20 0.20 0.20 0.32 0.35 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.42 0.45 0.20
平均 0.20 0.20 0.40 0.42 0.43 0.43 0.44 0.42 0.42 0.44 0.44 0.46 0.39
最大値 0.40 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.40 0.40 0.40
最小値 0.35 0.30 0.30 0.30 0.30 0.35 0.35 0.35 0.30 0.35 0.35 0.40 0.30
平均 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.36 0.40 0.35
最大値 0.40 0.40 0.90 0.80 0.60 0.50 0.50 0.35 0.35 0.35 0.40 0.35 0.90
最小値 0.35 0.10 0.10 0.10 0.35 0.45 0.35 0.20 0.30 0.35 0.35 0.35 0.10
平均 0.37 0.33 0.43 0.48 0.47 0.49 0.41 0.34 0.33 0.35 0.35 0.35 0.39
最大値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.20 0.30 0.30
最小値 0.30 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.15 0.30 0.20 0.20 0.20 0.15
平均 0.30 0.24 0.27 0.22 0.23 0.21 0.29 0.29 0.30 0.23 0.20 0.27 0.25

江波
(江波系)

屋住
(屋住系)

検査地点

別府
(用瀬系)

赤波
(大村系)

樟原
(樟原系)

安蔵
(社中央系)

安蔵
(上安蔵系)

－345－－344－



　（オ）　河原地域

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 年間

最大値 0.40 0.40 0.40 0.30 0.30 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.45 0.45 0.45
最小値 0.40 0.35 0.30 0.20 0.15 0.15 0.30 0.30 0.40 0.35 0.35 0.40 0.15
平均 0.40 0.38 0.33 0.28 0.27 0.31 0.37 0.37 0.40 0.39 0.40 0.42 0.36
最大値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.35 0.30 0.30 0.30 0.30 0.35
最小値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
平均 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
最大値 0.40 0.40 0.40 0.40 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.40
最小値 0.40 0.40 0.40 0.30 0.20 0.20 0.25 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.20
平均 0.40 0.40 0.40 0.33 0.29 0.29 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.33
最大値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
最小値 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
平均 0.29 0.30 0.29 0.29 0.29 0.29 0.30 0.30 0.29 0.30 0.29 0.29 0.29
最大値 0.35 0.35 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.35 0.35 0.35
最小値 0.30 0.30 0.20 0.30 0.20 0.30 0.30 0.20 0.20 0.30 0.30 0.30 0.20
平均 0.33 0.30 0.29 0.30 0.29 0.30 0.30 0.28 0.30 0.30 0.31 0.31 0.30
最大値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.50 0.30 0.50
最小値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
平均 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.31 0.30 0.30
最大値 0.35 0.35 0.30 0.30 0.30 0.30 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
最小値 0.30 0.25 0.30 0.25 0.25 0.30 0.30 0.40 0.40 0.40 0.35 0.35 0.25
平均 0.33 0.30 0.30 0.29 0.27 0.30 0.34 0.40 0.40 0.40 0.39 0.36 0.34
最大値 0.35 0.35 0.30 0.25 0.35 0.30 0.30 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
最小値 0.30 0.25 0.25 0.25 0.25 0.30 0.25 0.30 0.35 0.35 0.35 0.35 0.25
平均 0.35 0.31 0.25 0.25 0.27 0.30 0.29 0.32 0.35 0.35 0.35 0.35 0.31
最大値 0.40 0.35 0.30 0.25 0.35 0.30 0.30 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.40
最小値 0.35 0.25 0.25 0.25 0.25 0.30 0.25 0.30 0.35 0.35 0.35 0.35 0.25
平均 0.39 0.31 0.25 0.25 0.27 0.30 0.29 0.32 0.35 0.35 0.35 0.35 0.31
最大値 0.22 0.24 0.23 0.35 0.36 0.40 0.37 0.42 0.41 0.41 0.42 0.43 0.43
最小値 0.14 0.14 0.11 0.11 0.30 0.31 0.31 0.34 0.33 0.38 0.40 0.38 0.11
平均 0.19 0.19 0.16 0.24 0.33 0.34 0.34 0.37 0.38 0.40 0.41 0.40 0.31

検査地点

小畑
(曳田系)

釜口
(曳田系)

布袋
(曳田系)

弓河内
(北村系)

小河内
(新田系)

神馬
(小河内系)

北村
(落河内系)

稲常
(稲常系)

谷一木
(渡一木系)

小倉
(水根系)

　（カ）　用瀬地域

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 年間

最大値 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.40 0.50
最小値 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 0.50 0.40 0.40 0.40 0.40
平均 0.40 0.40 0.40 0.48 0.50 0.49 0.50 0.50 0.50 0.49 0.40 0.40 0.46
最大値 0.35 0.40 0.30 0.25 0.30 0.35 0.40 0.40 0.45 0.50 0.40 0.45 0.50
最小値 0.30 0.30 0.25 0.15 0.25 0.25 0.35 0.35 0.30 0.30 0.30 0.35 0.15
平均 0.35 0.34 0.27 0.22 0.27 0.32 0.38 0.37 0.36 0.41 0.36 0.39 0.34
最大値 0.40 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50
最小値 0.40 0.40 0.50 0.50 0.40 0.50 0.50 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
平均 0.40 0.47 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.46 0.40 0.40 0.40 0.40 0.45
最大値 0.20 0.20 0.50 0.47 0.50 0.45 0.45 0.45 0.45 0.47 0.47 0.47 0.50
最小値 0.20 0.20 0.20 0.32 0.35 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.42 0.45 0.20
平均 0.20 0.20 0.40 0.42 0.43 0.43 0.44 0.42 0.42 0.44 0.44 0.46 0.39
最大値 0.40 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.40 0.40 0.40
最小値 0.35 0.30 0.30 0.30 0.30 0.35 0.35 0.35 0.30 0.35 0.35 0.40 0.30
平均 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.36 0.40 0.35
最大値 0.40 0.40 0.90 0.80 0.60 0.50 0.50 0.35 0.35 0.35 0.40 0.35 0.90
最小値 0.35 0.10 0.10 0.10 0.35 0.45 0.35 0.20 0.30 0.35 0.35 0.35 0.10
平均 0.37 0.33 0.43 0.48 0.47 0.49 0.41 0.34 0.33 0.35 0.35 0.35 0.39
最大値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.20 0.30 0.30
最小値 0.30 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.15 0.30 0.20 0.20 0.20 0.15
平均 0.30 0.24 0.27 0.22 0.23 0.21 0.29 0.29 0.30 0.23 0.20 0.27 0.25

江波
(江波系)

屋住
(屋住系)

検査地点

別府
(用瀬系)

赤波
(大村系)

樟原
(樟原系)

安蔵
(社中央系)

安蔵
(上安蔵系)

－345－－344－



　（キ）　佐治地域

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 年間

最大値 0.40 0.40 0.30 0.30 0.30 0.40 0.50 0.50 0.50 0.40 0.50 0.40 0.50
最小値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.50 0.50 0.40 0.30 0.40 0.40 0.30
平均 0.40 0.34 0.30 0.30 0.30 0.39 0.50 0.50 0.48 0.36 0.41 0.40 0.39
最大値 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.35 0.40
最小値 0.35 0.35 0.35 0.40 0.35 0.40 0.40 0.30 0.35 0.35 0.20 0.20 0.20
平均 0.36 0.36 0.37 0.40 0.39 0.40 0.40 0.37 0.35 0.37 0.31 0.32 0.37
最大値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
最小値 0.20 0.15 0.10 0.10 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.10
平均 0.21 0.22 0.21 0.18 0.22 0.22 0.21 0.20 0.24 0.25 0.25 0.26 0.22
最大値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.40 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.40
最小値 0.30 0.30 0.20 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.20
平均 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.31 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
最大値 0.60 0.80 0.80 0.80 0.40 0.40 0.30 0.30 0.30 0.30 0.20 0.30 0.80
最小値 0.60 0.60 0.60 0.20 0.20 0.30 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.10 0.10
平均 0.60 0.61 0.66 0.39 0.27 0.31 0.29 0.25 0.29 0.20 0.20 0.19 0.36
最大値 0.30 0.30 0.30 0.25 0.25 0.30 0.40 0.35 0.25 0.30 0.25 0.30 0.40
最小値 0.25 0.25 0.20 0.25 0.20 0.20 0.20 0.15 0.25 0.25 0.25 0.25 0.15
平均 0.26 0.26 0.25 0.25 0.24 0.25 0.28 0.29 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26
最大値 0.45 0.45 0.45 0.45 0.40 0.35 0.45 0.40 0.35 0.40 0.45 0.45 0.45
最小値 0.30 0.25 0.25 0.20 0.20 0.15 0.15 0.15 0.20 0.25 0.25 0.25 0.15
平均 0.40 0.37 0.35 0.32 0.28 0.27 0.27 0.27 0.26 0.27 0.31 0.28 0.30
最大値 0.25 0.20 0.25 0.25 0.20 0.30 0.30 0.35 0.30 0.25 0.20 0.20 0.35
最小値 0.20 0.20 0.25 0.15 0.20 0.25 0.30 0.30 0.25 0.20 0.20 0.20 0.15
平均 0.24 0.20 0.25 0.19 0.20 0.29 0.30 0.31 0.27 0.21 0.20 0.20 0.24
最大値 0.40 0.30 0.30 0.30 0.30 0.40 0.40 0.30 0.30 0.40 0.40 0.30 0.40
最小値 0.30 0.30 0.20 0.30 0.20 0.20 0.20 0.30 0.30 0.20 0.20 0.10 0.10
平均 0.32 0.30 0.21 0.30 0.27 0.28 0.30 0.30 0.30 0.27 0.21 0.19 0.27
最大値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
最小値 0.10 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.10
平均 0.18 0.27 0.27 0.27 0.26 0.27 0.27 0.26 0.26 0.23 0.24 0.24 0.25
最大値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
最小値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
平均 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
最大値 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
最小値 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
平均 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

検査地点

葛谷
(華立・中島系)

加瀬木
(中佐治系)

加茂
(西加茂系)

津無
(津無系)

津野
(津野系)

加茂
(万蔵系)

加茂
(大水系)

畑
(畑系)

つく谷
(つく谷系)

余戸
(余戸系)

河本
(河本系)

尾際
(尾際系)

　（ク）　気高地域

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 年間

最大値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
最小値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
平均 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
最大値 0.60 0.60 0.60 0.70 0.60 0.60 0.70 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.70
最小値 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.60 0.60 0.60 0.50 0.50 0.40 0.60 0.40
平均 0.59 0.60 0.59 0.59 0.59 0.60 0.60 0.60 0.59 0.60 0.59 0.60 0.60
最大値 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
最小値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.40 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
平均 0.40 0.39 0.39 0.40 0.39 0.40 0.38 0.40 0.36 0.39 0.39 0.39 0.39
最大値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.45 0.40 0.40 0.40 0.30 0.30 0.45
最小値 0.30 0.30 0.25 0.20 0.25 0.30 0.30 0.25 0.25 0.25 0.20 0.25 0.20
平均 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.34 0.34 0.34 0.33 0.29 0.28 0.31
最大値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
最小値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
平均 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
最大値 0.50 0.50 0.70 0.60 0.50 0.70 0.70 0.70 0.70 0.60 0.70 0.70 0.70
最小値 0.25 0.30 0.20 0.40 0.30 0.40 0.50 0.40 0.30 0.30 0.40 0.20 0.20
平均 0.38 0.40 0.46 0.47 0.44 0.52 0.56 0.54 0.50 0.50 0.51 0.47 0.48

　（ケ）　鹿野地域

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 年間

最大値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.35 0.35 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.35
最小値 0.30 0.30 0.25 0.30 0.25 0.30 0.25 0.25 0.25 0.25 0.30 0.30 0.25
平均 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
最大値 0.40 0.40 0.40 0.50 0.45 0.45 0.40 0.45 0.40 0.60 0.35 0.35 0.60
最小値 0.20 0.30 0.30 0.25 0.30 0.30 0.20 0.25 0.25 0.30 0.30 0.30 0.20
平均 0.27 0.35 0.33 0.32 0.35 0.39 0.35 0.34 0.36 0.37 0.34 0.34 0.34
最大値 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
最小値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
平均 0.30 0.31 0.31 0.30 0.31 0.31 0.31 0.31 0.30 0.31 0.32 0.31 0.31
最大値 0.30 0.30 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.30 0.25 0.30
最小値 0.10 0.10 0.15 0.20 0.20 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.15 0.10
平均 0.26 0.22 0.25 0.23 0.22 0.20 0.22 0.22 0.21 0.23 0.24 0.23 0.23
最大値 0.30 0.40 0.40 0.40 0.35 0.30 0.30 0.25 0.25 0.25 0.35 0.60 0.60
最小値 0.25 0.20 0.30 0.25 0.30 0.25 0.20 0.20 0.20 0.15 0.15 0.15 0.15
平均 0.29 0.30 0.34 0.33 0.33 0.28 0.25 0.24 0.23 0.18 0.20 0.23 0.27
最大値 0.20 0.40 0.30 0.30 0.60 0.60 0.60 0.30 0.20 0.15 0.20 0.20 0.60
最小値 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
平均 0.16 0.18 0.19 0.15 0.29 0.51 0.28 0.16 0.10 0.12 0.12 0.13 0.20

水谷
(鹿野小畑系)

検査地点

鹿野
(鹿野系)

今市
(今市系)

岡木
(勝谷系)

河内
(河内上条系)

河内
(河内下条・
矢原系)

殿
(殿系)

検査地点

下光元
(下光元系)

常松
(宝木系)

奥沢見
(宝木系)

下坂本
(宿・常松瑞穂系)

勝見
(八幡系)

－347－－346－



　（キ）　佐治地域

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 年間

最大値 0.40 0.40 0.30 0.30 0.30 0.40 0.50 0.50 0.50 0.40 0.50 0.40 0.50
最小値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.50 0.50 0.40 0.30 0.40 0.40 0.30
平均 0.40 0.34 0.30 0.30 0.30 0.39 0.50 0.50 0.48 0.36 0.41 0.40 0.39
最大値 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.35 0.40
最小値 0.35 0.35 0.35 0.40 0.35 0.40 0.40 0.30 0.35 0.35 0.20 0.20 0.20
平均 0.36 0.36 0.37 0.40 0.39 0.40 0.40 0.37 0.35 0.37 0.31 0.32 0.37
最大値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
最小値 0.20 0.15 0.10 0.10 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.10
平均 0.21 0.22 0.21 0.18 0.22 0.22 0.21 0.20 0.24 0.25 0.25 0.26 0.22
最大値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.40 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.40
最小値 0.30 0.30 0.20 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.20
平均 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.31 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
最大値 0.60 0.80 0.80 0.80 0.40 0.40 0.30 0.30 0.30 0.30 0.20 0.30 0.80
最小値 0.60 0.60 0.60 0.20 0.20 0.30 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.10 0.10
平均 0.60 0.61 0.66 0.39 0.27 0.31 0.29 0.25 0.29 0.20 0.20 0.19 0.36
最大値 0.30 0.30 0.30 0.25 0.25 0.30 0.40 0.35 0.25 0.30 0.25 0.30 0.40
最小値 0.25 0.25 0.20 0.25 0.20 0.20 0.20 0.15 0.25 0.25 0.25 0.25 0.15
平均 0.26 0.26 0.25 0.25 0.24 0.25 0.28 0.29 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26
最大値 0.45 0.45 0.45 0.45 0.40 0.35 0.45 0.40 0.35 0.40 0.45 0.45 0.45
最小値 0.30 0.25 0.25 0.20 0.20 0.15 0.15 0.15 0.20 0.25 0.25 0.25 0.15
平均 0.40 0.37 0.35 0.32 0.28 0.27 0.27 0.27 0.26 0.27 0.31 0.28 0.30
最大値 0.25 0.20 0.25 0.25 0.20 0.30 0.30 0.35 0.30 0.25 0.20 0.20 0.35
最小値 0.20 0.20 0.25 0.15 0.20 0.25 0.30 0.30 0.25 0.20 0.20 0.20 0.15
平均 0.24 0.20 0.25 0.19 0.20 0.29 0.30 0.31 0.27 0.21 0.20 0.20 0.24
最大値 0.40 0.30 0.30 0.30 0.30 0.40 0.40 0.30 0.30 0.40 0.40 0.30 0.40
最小値 0.30 0.30 0.20 0.30 0.20 0.20 0.20 0.30 0.30 0.20 0.20 0.10 0.10
平均 0.32 0.30 0.21 0.30 0.27 0.28 0.30 0.30 0.30 0.27 0.21 0.19 0.27
最大値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
最小値 0.10 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.10
平均 0.18 0.27 0.27 0.27 0.26 0.27 0.27 0.26 0.26 0.23 0.24 0.24 0.25
最大値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
最小値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
平均 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
最大値 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
最小値 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
平均 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

検査地点

葛谷
(華立・中島系)

加瀬木
(中佐治系)

加茂
(西加茂系)

津無
(津無系)

津野
(津野系)

加茂
(万蔵系)

加茂
(大水系)

畑
(畑系)

つく谷
(つく谷系)

余戸
(余戸系)

河本
(河本系)

尾際
(尾際系)

　（ク）　気高地域

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 年間

最大値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
最小値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
平均 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
最大値 0.60 0.60 0.60 0.70 0.60 0.60 0.70 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.70
最小値 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.60 0.60 0.60 0.50 0.50 0.40 0.60 0.40
平均 0.59 0.60 0.59 0.59 0.59 0.60 0.60 0.60 0.59 0.60 0.59 0.60 0.60
最大値 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
最小値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.40 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
平均 0.40 0.39 0.39 0.40 0.39 0.40 0.38 0.40 0.36 0.39 0.39 0.39 0.39
最大値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.45 0.40 0.40 0.40 0.30 0.30 0.45
最小値 0.30 0.30 0.25 0.20 0.25 0.30 0.30 0.25 0.25 0.25 0.20 0.25 0.20
平均 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.34 0.34 0.34 0.33 0.29 0.28 0.31
最大値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
最小値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
平均 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
最大値 0.50 0.50 0.70 0.60 0.50 0.70 0.70 0.70 0.70 0.60 0.70 0.70 0.70
最小値 0.25 0.30 0.20 0.40 0.30 0.40 0.50 0.40 0.30 0.30 0.40 0.20 0.20
平均 0.38 0.40 0.46 0.47 0.44 0.52 0.56 0.54 0.50 0.50 0.51 0.47 0.48

　（ケ）　鹿野地域

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 年間

最大値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.35 0.35 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.35
最小値 0.30 0.30 0.25 0.30 0.25 0.30 0.25 0.25 0.25 0.25 0.30 0.30 0.25
平均 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
最大値 0.40 0.40 0.40 0.50 0.45 0.45 0.40 0.45 0.40 0.60 0.35 0.35 0.60
最小値 0.20 0.30 0.30 0.25 0.30 0.30 0.20 0.25 0.25 0.30 0.30 0.30 0.20
平均 0.27 0.35 0.33 0.32 0.35 0.39 0.35 0.34 0.36 0.37 0.34 0.34 0.34
最大値 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
最小値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
平均 0.30 0.31 0.31 0.30 0.31 0.31 0.31 0.31 0.30 0.31 0.32 0.31 0.31
最大値 0.30 0.30 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.30 0.25 0.30
最小値 0.10 0.10 0.15 0.20 0.20 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.15 0.10
平均 0.26 0.22 0.25 0.23 0.22 0.20 0.22 0.22 0.21 0.23 0.24 0.23 0.23
最大値 0.30 0.40 0.40 0.40 0.35 0.30 0.30 0.25 0.25 0.25 0.35 0.60 0.60
最小値 0.25 0.20 0.30 0.25 0.30 0.25 0.20 0.20 0.20 0.15 0.15 0.15 0.15
平均 0.29 0.30 0.34 0.33 0.33 0.28 0.25 0.24 0.23 0.18 0.20 0.23 0.27
最大値 0.20 0.40 0.30 0.30 0.60 0.60 0.60 0.30 0.20 0.15 0.20 0.20 0.60
最小値 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
平均 0.16 0.18 0.19 0.15 0.29 0.51 0.28 0.16 0.10 0.12 0.12 0.13 0.20

水谷
(鹿野小畑系)

検査地点

鹿野
(鹿野系)

今市
(今市系)

岡木
(勝谷系)

河内
(河内上条系)

河内
(河内下条・
矢原系)

殿
(殿系)

検査地点

下光元
(下光元系)

常松
(宝木系)

奥沢見
(宝木系)

下坂本
(宿・常松瑞穂系)

勝見
(八幡系)

－347－－346－



　（コ）　青谷地域(統合前上水)

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 年間

最大値 0.40 0.40 0.40 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.40 0.40 0.40 0.40
最小値 0.30 0.30 0.30 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.30 0.30 0.30 0.20
平均 0.35 0.35 0.31 0.30 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.31 0.33 0.34 0.31
最大値 0.40 0.35 0.35 0.35 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.35 0.40 0.40 0.40
最小値 0.40 0.35 0.35 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.35 0.40 0.30
平均 0.40 0.35 0.35 0.32 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.32 0.38 0.40 0.33
最大値 0.30 0.30 0.30 0.20 0.20 0.10 0.20 0.20 0.20 0.30 0.40 0.40 0.40
最小値 0.30 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.20 0.20 0.40 0.40 0.10
平均 0.30 0.30 0.26 0.20 0.11 0.10 0.12 0.20 0.20 0.27 0.40 0.40 0.24
最大値 0.30 0.30 0.25 0.25 0.20 0.20 0.25 0.25 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
最小値 0.30 0.30 0.25 0.25 0.20 0.20 0.25 0.25 0.30 0.30 0.30 0.30 0.20
平均 0.30 0.30 0.25 0.25 0.20 0.20 0.25 0.25 0.30 0.30 0.30 0.30 0.27
最大値 0.40 0.45 0.45 0.50 0.45 0.45 0.40 0.35 0.40 0.35 0.30 0.30 0.50
最小値 0.30 0.25 0.35 0.35 0.35 0.40 0.35 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.25
平均 0.34 0.38 0.41 0.41 0.40 0.41 0.39 0.33 0.35 0.30 0.30 0.30 0.36
最大値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
最小値 0.30 0.20 0.20 0.20 0.30 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
平均 0.30 0.29 0.30 0.29 0.30 0.30 0.28 0.29 0.29 0.30 0.29 0.29 0.29

　（サ）　青谷地域(統合前簡水)

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 年間

最大値 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
最小値 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
平均 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
最大値 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 2.00 0.40 0.40 0.45 0.40 0.40 2.00
最小値 0.30 0.30 0.30 0.20 0.25 0.20 0.20 0.25 0.10 0.35 0.30 0.30 0.10
平均 0.35 0.32 0.32 0.32 0.35 0.32 0.44 0.31 0.29 0.40 0.38 0.38 0.35
最大値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.25 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
最小値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.25 0.25 0.30 0.35 0.35 0.35 0.25
平均 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.29 0.25 0.33 0.35 0.35 0.35 0.31
最大値 0.50 0.60 0.90 0.50 0.70 0.60 0.80 0.60 0.60 0.35 0.35 0.30 0.90
最小値 0.20 0.40 0.40 0.10 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.15 0.10
平均 0.41 0.48 0.61 0.24 0.33 0.46 0.44 0.31 0.31 0.25 0.26 0.23 0.36
最大値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.35 0.30 0.30 0.40 0.35 0.35 0.35 0.40
最小値 0.25 0.20 0.20 0.20 0.20 0.25 0.20 0.20 0.25 0.30 0.30 0.25 0.20
平均 0.29 0.24 0.25 0.26 0.25 0.32 0.25 0.26 0.32 0.32 0.32 0.31 0.28
最大値 0.80 0.30 0.40 0.30 0.40 0.40 0.40 0.50 0.40 0.80 0.50 0.50 0.80
最小値 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.10 0.30 0.20 0.10
平均 0.28 0.20 0.22 0.13 0.21 0.22 0.28 0.25 0.24 0.35 0.38 0.30 0.26

山根
(青谷小畑・
河原系)

大坪
(不動山・鳴

滝系)

小畑
(青谷小畑系)

検査地点

絹見
(不動山・鳴

滝系)

夏泊
(不動山・鳴

滝系)

山田
(不動山・鳴

滝系)

露谷
(露谷系)

検査地点

田原谷
(桑原系)

長和瀬
(長和瀬系)

蔵内
(蔵内系)

八葉寺
(八葉寺系)

早牛
(早牛系)

　７　工業用水道水質検査結果

　　　　　採水年月日
（参考）
条例の水質基準*1

R3.10.12 R3.10.12 R4.2.17

 水温 ℃ 30以下 20 21 11

pH値 － 6.0～8.0 7.2 7.2 7.4

濁度 度 20以下 0.7 <0.5 <0.5

酸消費量(pH4.8) mg/L － 23 25 20

全硬度 mg/L － 21 23 20

全蒸発残留物 mg/L － 79 86 83

塩化物イオン mg/L － 8.5 9.0 10

溶解性鉄 mg/L － 0.03 <0.03 <0.03

　　　　　採水年月日

 排水基準

 水温 ℃ -

pH値 － 5.8-8.6

浮遊物質量 mg/L
200

（日間平均150)

溶解性鉄含有量 mg/L 10

溶解性マンガン含有量 mg/L 10

鉛及びその化合物 mg/L 0.1

カドミウム及びその化合物 mg/L 0.03

クロム含有量 mg/L 2

アルミニウム mg/L -

*1鳥取市工業用水道事業給水条例第１７条による。

水源施設名

項目 単位

11

7.5

<0.5

16

17

78

10

青谷町工業用水　（青谷町亀尻）

項目 単位

水源施設名
工業用水道（浄水）

R4.2.17

工業用水道（原水）

<0.03

青谷町工業用水　（青谷町亀尻）
排水

R3.10.12 R4.2.17

21 10

7.2 7.4

42 58

<0.1 <0.1

<0.1 <0.1

0.63 1.5

<0.01 <0.01

<0.003 <0.003

<0.2 <0.2
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　（コ）　青谷地域(統合前上水)

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 年間

最大値 0.40 0.40 0.40 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.40 0.40 0.40 0.40
最小値 0.30 0.30 0.30 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.30 0.30 0.30 0.20
平均 0.35 0.35 0.31 0.30 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.31 0.33 0.34 0.31
最大値 0.40 0.35 0.35 0.35 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.35 0.40 0.40 0.40
最小値 0.40 0.35 0.35 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.35 0.40 0.30
平均 0.40 0.35 0.35 0.32 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.32 0.38 0.40 0.33
最大値 0.30 0.30 0.30 0.20 0.20 0.10 0.20 0.20 0.20 0.30 0.40 0.40 0.40
最小値 0.30 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.20 0.20 0.40 0.40 0.10
平均 0.30 0.30 0.26 0.20 0.11 0.10 0.12 0.20 0.20 0.27 0.40 0.40 0.24
最大値 0.30 0.30 0.25 0.25 0.20 0.20 0.25 0.25 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
最小値 0.30 0.30 0.25 0.25 0.20 0.20 0.25 0.25 0.30 0.30 0.30 0.30 0.20
平均 0.30 0.30 0.25 0.25 0.20 0.20 0.25 0.25 0.30 0.30 0.30 0.30 0.27
最大値 0.40 0.45 0.45 0.50 0.45 0.45 0.40 0.35 0.40 0.35 0.30 0.30 0.50
最小値 0.30 0.25 0.35 0.35 0.35 0.40 0.35 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.25
平均 0.34 0.38 0.41 0.41 0.40 0.41 0.39 0.33 0.35 0.30 0.30 0.30 0.36
最大値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
最小値 0.30 0.20 0.20 0.20 0.30 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
平均 0.30 0.29 0.30 0.29 0.30 0.30 0.28 0.29 0.29 0.30 0.29 0.29 0.29

　（サ）　青谷地域(統合前簡水)

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 年間

最大値 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
最小値 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
平均 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
最大値 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 2.00 0.40 0.40 0.45 0.40 0.40 2.00
最小値 0.30 0.30 0.30 0.20 0.25 0.20 0.20 0.25 0.10 0.35 0.30 0.30 0.10
平均 0.35 0.32 0.32 0.32 0.35 0.32 0.44 0.31 0.29 0.40 0.38 0.38 0.35
最大値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.25 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
最小値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.25 0.25 0.30 0.35 0.35 0.35 0.25
平均 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.29 0.25 0.33 0.35 0.35 0.35 0.31
最大値 0.50 0.60 0.90 0.50 0.70 0.60 0.80 0.60 0.60 0.35 0.35 0.30 0.90
最小値 0.20 0.40 0.40 0.10 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.15 0.10
平均 0.41 0.48 0.61 0.24 0.33 0.46 0.44 0.31 0.31 0.25 0.26 0.23 0.36
最大値 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.35 0.30 0.30 0.40 0.35 0.35 0.35 0.40
最小値 0.25 0.20 0.20 0.20 0.20 0.25 0.20 0.20 0.25 0.30 0.30 0.25 0.20
平均 0.29 0.24 0.25 0.26 0.25 0.32 0.25 0.26 0.32 0.32 0.32 0.31 0.28
最大値 0.80 0.30 0.40 0.30 0.40 0.40 0.40 0.50 0.40 0.80 0.50 0.50 0.80
最小値 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.10 0.30 0.20 0.10
平均 0.28 0.20 0.22 0.13 0.21 0.22 0.28 0.25 0.24 0.35 0.38 0.30 0.26

山根
(青谷小畑・
河原系)

大坪
(不動山・鳴

滝系)

小畑
(青谷小畑系)

検査地点

絹見
(不動山・鳴

滝系)

夏泊
(不動山・鳴

滝系)

山田
(不動山・鳴

滝系)

露谷
(露谷系)

検査地点

田原谷
(桑原系)

長和瀬
(長和瀬系)

蔵内
(蔵内系)

八葉寺
(八葉寺系)

早牛
(早牛系)

　７　工業用水道水質検査結果

　　　　　採水年月日
（参考）
条例の水質基準*1

R3.10.12 R3.10.12 R4.2.17

 水温 ℃ 30以下 20 21 11

pH値 － 6.0～8.0 7.2 7.2 7.4

濁度 度 20以下 0.7 <0.5 <0.5

酸消費量(pH4.8) mg/L － 23 25 20

全硬度 mg/L － 21 23 20

全蒸発残留物 mg/L － 79 86 83

塩化物イオン mg/L － 8.5 9.0 10

溶解性鉄 mg/L － 0.03 <0.03 <0.03

　　　　　採水年月日

 排水基準

 水温 ℃ -

pH値 － 5.8-8.6

浮遊物質量 mg/L
200

（日間平均150)

溶解性鉄含有量 mg/L 10

溶解性マンガン含有量 mg/L 10

鉛及びその化合物 mg/L 0.1

カドミウム及びその化合物 mg/L 0.03

クロム含有量 mg/L 2

アルミニウム mg/L -

*1鳥取市工業用水道事業給水条例第１７条による。

水源施設名

項目 単位

11

7.5

<0.5

16

17

78

10

青谷町工業用水　（青谷町亀尻）

項目 単位

水源施設名
工業用水道（浄水）

R4.2.17

工業用水道（原水）

<0.03

青谷町工業用水　（青谷町亀尻）
排水

R3.10.12 R4.2.17

21 10

7.2 7.4

42 58

<0.1 <0.1

<0.1 <0.1

0.63 1.5

<0.01 <0.01

<0.003 <0.003

<0.2 <0.2
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　８　参考資料
　（１）　鳥取市水道局組織図

管 理 者
（水道局長）

（R4.3.31　現在）

副局長

施 設 係

管 理 係

設計第一係

設計第二係

次 長 給 水 維 持 課 管路維持係

給 水 係

浄 水 課

改 良 係

工 務 課

広 報 係
経 営 企 画 課

収 納 係

資 産 管 理 課

給水管理係

料 金 課

西 地 域
水 道 事 務 所

総 務 係

経 営 係

財 務 係

管 財 係

契 約 係

料 金 係

南 地 域
水 道 事 務 所

総 務 課

水質検査室

（２）　おいしい水の要件

江山
浄水場
配水
区域

国府
地域

福部
地域

河原
地域

用瀬
地域

佐治
地域

気高
地域

鹿野
地域

青谷
地域

(統合前
上水)

青谷
地域

(統合前
簡水)

内海中 岡益 蔵見 布袋 鷹狩 加瀬木 酒津 今市 夏泊 澄水

蒸発残留物 30～200 mg/L 76 89 136 76 61 69 98 67 80 70

硬度 10～100 mg/L 26 50 64 22 24 22 31 23 25 19

遊離炭酸 3～30 mg/L 3.2 4.3 1.2 5.7 12 1.7 7.0 2.9 1.6 1.6
過マンガン
酸カリウム
消費量

3 mg/L以下
<0.3

(TOC)
1.2

<0.3
(TOC)

<0.3
(TOC)

1.5 1.3 1.2 1.2
<0.3

(TOC)
1.9

臭気強度 3以下 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

残留塩素 0.4 mg/L以下 0.36 0.38 0.40 0.40 0.45 0.47 0.4 0.3 0.3 0.5

水温（最高） 最高20 ℃以下 27.3 25 26.5 29.3 25.0 27 28 22 26 19
(参考)
平均水温

- 17.7 16 18.3 18.1 16.0 14 15 14 16 12

（１９８５年４月２５日厚生省「おいしい水研究会」発表） 
※各項目がこれらの数値内であればおいしいとされています。

各項目の説明

残留塩素

水温

過剰に含まれると渋みや苦味の原因となりますが、適度に含まれることでまろやかな
味となります。
一般的に、硬度が低い「軟水」はあっさりとしてクセがない味となりますが、硬度が
高い「硬水」はコクがあってクセの強い味となり、好みが分かれます。
水にさわやかな味を与えておいしくしますが、あまり多くなると、刺激が強くなって
まろやかさを失わせます。

有機物の含有量を示しています。有機物の多い水には渋味があります。

カビ臭、藻臭など、臭いのある水は不快な味となります。

水にカルキ臭を与えます。濃度が高い場合には水の味をまずくします。

一般的に、冷たい水のほうがおいしいと感じます。また、冷たいとカルキ臭も気にな
りにくくなります。

検査結果（令和3年度データ）

蒸発残留物

硬度

遊離炭酸

過マンガン酸カリウム
消費量

臭気強度

項目 目標数値※

①遊離炭酸と臭気強度、過マンガン酸カリウム消費量については、年1回の検査結果を記載しました。
②水温について、要件では最高値のみ定められていますが、参考として年間平均水温も記載しました。
③その他の項目については年間の平均値を記載しました。
④過マンガン酸カリウム消費量を測定しない江山浄水場配水区域、福部地域、河原地域及び青谷地域
　(統合前上水)については、同じ有機物指標で相関関係のある全有機炭素（TOC）の年間平均値を記
　載しました。

－351－－350－



　８　参考資料
　（１）　鳥取市水道局組織図

管 理 者
（水道局長）

（R4.3.31　現在）

副局長

施 設 係

管 理 係

設計第一係

設計第二係

次 長 給 水 維 持 課 管路維持係

給 水 係

浄 水 課

改 良 係

工 務 課

広 報 係
経 営 企 画 課

収 納 係

資 産 管 理 課

給水管理係

料 金 課

西 地 域
水 道 事 務 所

総 務 係

経 営 係

財 務 係

管 財 係

契 約 係

料 金 係

南 地 域
水 道 事 務 所

総 務 課

水質検査室

（２）　おいしい水の要件

江山
浄水場
配水
区域

国府
地域

福部
地域

河原
地域

用瀬
地域

佐治
地域

気高
地域

鹿野
地域

青谷
地域

(統合前
上水)

青谷
地域

(統合前
簡水)

内海中 岡益 蔵見 布袋 鷹狩 加瀬木 酒津 今市 夏泊 澄水

蒸発残留物 30～200 mg/L 76 89 136 76 61 69 98 67 80 70

硬度 10～100 mg/L 26 50 64 22 24 22 31 23 25 19

遊離炭酸 3～30 mg/L 3.2 4.3 1.2 5.7 12 1.7 7.0 2.9 1.6 1.6
過マンガン
酸カリウム
消費量

3 mg/L以下
<0.3

(TOC)
1.2

<0.3
(TOC)

<0.3
(TOC)

1.5 1.3 1.2 1.2
<0.3

(TOC)
1.9

臭気強度 3以下 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

残留塩素 0.4 mg/L以下 0.36 0.38 0.40 0.40 0.45 0.47 0.4 0.3 0.3 0.5

水温（最高） 最高20 ℃以下 27.3 25 26.5 29.3 25.0 27 28 22 26 19
(参考)
平均水温

- 17.7 16 18.3 18.1 16.0 14 15 14 16 12

（１９８５年４月２５日厚生省「おいしい水研究会」発表） 
※各項目がこれらの数値内であればおいしいとされています。

各項目の説明

残留塩素

水温

過剰に含まれると渋みや苦味の原因となりますが、適度に含まれることでまろやかな
味となります。
一般的に、硬度が低い「軟水」はあっさりとしてクセがない味となりますが、硬度が
高い「硬水」はコクがあってクセの強い味となり、好みが分かれます。
水にさわやかな味を与えておいしくしますが、あまり多くなると、刺激が強くなって
まろやかさを失わせます。

有機物の含有量を示しています。有機物の多い水には渋味があります。

カビ臭、藻臭など、臭いのある水は不快な味となります。

水にカルキ臭を与えます。濃度が高い場合には水の味をまずくします。

一般的に、冷たい水のほうがおいしいと感じます。また、冷たいとカルキ臭も気にな
りにくくなります。

検査結果（令和3年度データ）

蒸発残留物

硬度

遊離炭酸

過マンガン酸カリウム
消費量

臭気強度

項目 目標数値※

①遊離炭酸と臭気強度、過マンガン酸カリウム消費量については、年1回の検査結果を記載しました。
②水温について、要件では最高値のみ定められていますが、参考として年間平均水温も記載しました。
③その他の項目については年間の平均値を記載しました。
④過マンガン酸カリウム消費量を測定しない江山浄水場配水区域、福部地域、河原地域及び青谷地域
　(統合前上水)については、同じ有機物指標で相関関係のある全有機炭素（TOC）の年間平均値を記
　載しました。
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（３）　検査機器一覧

測定装置
部屋名 台数

中央試験室 1
中央試験室 2
中央試験室 1
中央試験室 1
顕微鏡室 1
顕微鏡室 1
顕微鏡室 1
VOC分析室 1
VOC分析室 1
ICP-MS分析室 1
水銀分析室 1
HPLC分析室 1
HPLC分析室 1
GC-MS分析室 1
IC分析室 1
IC分析室 1
IC分析室 1

前処理装置
部屋名 台数

中央試験室 1
細菌培養室 1
細菌培養室 1
細菌準備室 1
細菌準備室 1
VOC前処理室 1
有機物前処理室 1
有機物前処理室 9
有機物前処理室 1
有機物前処理室 2

その他
部屋名 台数

中央試験室 1
中央試験室 1
中央試験室 1
中央試験室 3
中央試験室 1
中央試験室 1
細菌培養室 1
細菌準備室 1
VOC前処理室 1
VOC前処理室 1
金属前処理室 1
天秤室 1
第1薬品庫 1
第1薬品庫 1

サクラ精機 ASV-3023
ヤマト

オートクレーブ
オートクレーブ

SK-601
IS600
BZ200 ＋ BF401

ラボ用乾熱滅菌機
ふらん器
恒温水槽

HG-50

名　　称 メーカー 型式
ガラス器具洗浄機

HPM-1N
ASPE899全自動固相抽出装置

マッフル炉

超音波ピペット洗浄機
超純水製造装置

ミーレ
アイワ
ミリポア

G7883
AU-150CR
Milli-Q Integral 5

フレキシブルフード
ホットプレート
ホットプレート
クリーンベンチ
冷蔵庫
ドラフトチャンバー
冷蔵庫
ドラフトチャンバー
電子天秤
冷蔵庫
冷蔵庫

日本フリーザー
ダルトン
メトラー
日本フリーザー

FUMEX
アズワン
アズワン
ダルトン
PHC
ダルトン

1650-100PP
CH-250
ND-2A
SC-13FAG02
MPR-S313-PJ
DFB13-AA18-LA3T

PHC

KGT-4010HC
DFC16-KC18-AA3T
NewClassic MF
UKS-5410DHC

SMZ645

JMS-Q 1050GC

RA-3420
ACQUITY UPLC H-Class

イオンクロマトグラフ

AQUA Loader Twin
5920
HW-1L

HIC-SP
Prominence
TOC-V CPH

MPR-S300H-PJ

型式

型式
Water Analyzer 6000
D-52
LAQUA F-72
V-560
BX50

アジレント
島津

6470B LC/TQ

ホリバ
日本分光
オリンパス
ニコン

日本電子
日本電子

qTOWER3G Touch

メーカー
日本電色
ホリバ

TOC計
ポストカラム

日本インスツルメント
ウォーターズ
アジレント

実体顕微鏡

GC-MS

名　　称
色度・濁度測定器
pHメーター

分光光度計
蛍光顕微鏡

pH計

揮発性有機化合物測定装置
アジレントICP-MS

HPLC

8890GC

水銀分析装置

液体クロマトグラフィー質量分析装置
揮発性有機化合物分析装置

JMS-Q 1000GC MkII
7900

島津

GLサイエンス
クボタ
宮本理研

GLサイエンス

HIRAYAMA
アズワン

メーカー
ヤマト
ヤマト

アナリティクイエナリアルタイムPCR解析装置

固相抽出装置
遠心分離器
振とう器

名　　称

島津

部屋名 台数
検体保管庫 1
有機物前処理室 1
有機物前処理室 1
有機物前処理室 1
有機物前処理室 2
第2薬品庫 1
第2薬品庫 1

（令和4年3月31日現在）

（４）　水質検査棟内地図

Milli-Q Integral 5
DFB13-AA18-LA3T

ダルトン
ガラス器具洗浄機
超純水製造装置
ドラフトチャンバー

ミーレ

名　　称 メーカー 型式

囲い式フード DFD51-BV30

冷蔵庫
島津
日本フリーザー

ミリポア
ダルトン

G7883

電子天秤
KGT-4010HC
AUW220

冷蔵庫 サンヨー MPR-1012
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AQUA Loader Twin
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分光光度計
蛍光顕微鏡

pH計

揮発性有機化合物測定装置
アジレントICP-MS

HPLC
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液体クロマトグラフィー質量分析装置
揮発性有機化合物分析装置

JMS-Q 1000GC MkII
7900

島津
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クボタ
宮本理研
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HIRAYAMA
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メーカー
ヤマト
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固相抽出装置
遠心分離器
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検体保管庫 1
有機物前処理室 1
有機物前処理室 1
有機物前処理室 1
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