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令和４年度水質検査計画 
 

はじめに（水質検査計画について） 

 東秩父村建設課では、村内に供給している水道水が水道法の水質基準に適合し、安全で良質な

水であることをご理解いただくための指針として「水質検査計画」を策定いたしました。この水

質検査計画は、東秩父村の水道原水及び水道水の状況を踏まえ、また利用者の意見を参考にして、

今後毎年見直していきます。 

 

 水質検査計画の内容 

 

  

 1．基本方針 

 2．水道事業の概要 

 3．原水及び浄水の水質状況 

 4．水質検査項目、採水地点、採水頻度 

 5．臨時の水質検査 

 6．水質検査の方法（水質検査体制） 

 7．水質検査計画及び検査結果の公表 

 8．その他配慮すべき事項 

 

 

１．基本方針 

（１）水質検査は、浄水場などの系統を代表する給水栓で行います。また、水質汚染を監視する

目的で、水道原水（表流水、井戸水）の検査も行います。 

（２）検査項目は、水道法で検査が義務付けられている水質基準項目を実施します。 

その他にｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑの指標菌などの項目も、供給している水道水がより安全で良質で

あることを確認するために検査を実施します。 

（３）水質汚濁事故等のように、水道水の水質基準を維持することが危ぶまれる事態においては、

速やかに臨時検査を実施します。 

 

２．水道事業の概要 

（１）給水状況（令和３年度末） 

  ①給水区域 

 西地区簡易水道 坂本・皆谷・白石地区 約４．３ｋｍ２ 

      給水人口 ８６１人 

     東地区簡易水道 安戸・御堂・奥沢地区 約２．５ｋｍ２ 

      給水人口 １，２４４人 

     萩平地区簡易水道 萩平地区 約０．５ｋｍ２ 

      給水人口 ７２人 

     堂平・白石地区簡易水道 堂平・白石・和知場地区 約１．０ｋｍ２ 

      給水人口 １４０人 

     大内沢簡易水道 大宝・井戸・居用地区 約０．７ｋｍ２ 

      給水人口 １５８人 

     上ノ貝戸地区簡易水道 上ノ貝戸地区 約０．３ｋｍ２ 

      給水人口 ８６人 

   ②普及率  ９８．１％ 

   ③1 日最大給水量  １，３２７m3 

   ④実績年間給水量  ２６７，７８３m3 



 2 

（２）浄水場の名称及び浄水方法 

    白石浄水場  急速ろ過、後塩素処理 

清正公山浄水場  緩速ろ過、後塩素処理 

帯沢浄水場  緩速ろ過、後塩素処理 

入山浄水場  緩速ろ過、後塩素処理 

萩平浄水場  緩速ろ過、後塩素処理 

堂平・白石地区浄水場  急速ろ過、前塩素及び後塩素処理 

大宝浄水場  急速ろ過、前塩素及び後塩素処理 

上ノ貝戸浄水場  急速ろ過、前塩素及び後塩素処理 

（３）水源の名称及び種別 

    白石浄水場  細山川水源 表流水 

清正公山浄水場  萩平川水源 表流水 

帯沢浄水場  帯沢川水源 表流水 

入山浄水場  入山川水源 表流水 

萩平浄水場  幽池ヶ沢水源 表流水 

堂平・白石地区浄水場  堂平・白石地区浄水場内取水井 浅井戸 

大宝浄水場  大宝浄水場内取水井 浅井戸 

上ノ貝戸浄水場  上ノ貝戸浄水場取水井 浅井戸 

   東秩父村の水道は簡易水道であり、上記 8 ヵ所の水源からなっています。簡易水道とは計

画給水人口１０１人以上５，０００人以下の水道で比較的小規模な水道事業となっています。 

 

３．原水及び浄水の水質状況 

 水道原水は、表流水５ヶ所と浅井戸３本からなっています。水質管理上、注意すべき項目とし

ては表流水については臭気物質、ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等、浅井戸についてはﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、硝酸態窒素及

び亜硝酸態窒素等があげられます。 

 令和３年度の水質検査では水質基準を満たしており、安全で良質な水でした。 

 

４．水質検査項目、採水地点、採水頻度 

（１）毎日検査 

   色、濁り、消毒の残留効果（遊離残留塩素濃度）の検査は、水道法に基づき１日 1 回の検

査を行います。 

（２）水質基準項目の検査 

   浄水の水質基準項目については、過去の水質検査の結果を踏まえ基本的には（別表－１）

の通り実施します。なお過去３年間の結果によって最大で３年に１回まで検査頻度を減らす

ことができる項目もありますが、安全性や安心を考慮した検査を行います。 

   原水については水源の水質監視のために、年 1 回の原水全項目（39 項目）検査を実施しま

す（別表－２）。指標菌については毎月実施します。ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑは年４回の検査を実施し

ます。 

   

５．臨時の水質検査  

 以下のような場合には、臨時の水質検査を実施します。 

（１）水源の水質が著しく悪化したとき。 

（２）水源に異常があったとき。 

（３）水源付近、給水区域及びその周辺において、消化器系伝染病が流行したとき。 

（４）浄水過程に異常があったとき。 

（５）配水管の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。 

（６）その他特に必要があると認められるとき。 
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６．水質検査の方法 

 1 日 1 回行う検査は自己検査とし、その他については水道法 20 条の厚生労働大臣登録検査機

関に委託します。（検査機関選定に際しては、ISO9001 や ISO/IEC17025 など（注１）国際的に

通用する優良分析機関の認定を取得しているかについても参考にします。） 

 

７．水質検査計画及び検査結果の公表 

 水質検査計画は毎年度策定し、水質検査計画に基づき水質検査を行い、その結果は東秩父村ホ

ームページに掲載し、公表します。 

 

８．その他配慮すべき事項 

（１）水質検査の精度 

   原則として基準値及び目標値の 1/10 の定量下限値が得られ、基準値及び目標値の 1/10 付

近の測定において、金属類では変動係数(CV)が 10％以下、有機物では 20％以下の検査を行

う能力のある機関に委託します。また厚生労働省、埼玉県などが実施する外部精度管理への

参加結果を、年度終了後３ヶ月以内に提出させ、委託検査機関の精度管理の結果を確認しそ

の検査結果を担保します。 

（２）関係者との連携 

   水源井戸の周辺で、水質事故が発生した場合は、東秩父村建設課、保健所、埼玉県と連携

し、情報交換を行いながら迅速かつ適切な対応に努めます。 

 

注１：ISO9001：品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ 

 品質管理及び品質保証のための国際標準ﾓﾃﾞﾙとして ISO（国際標準化機構）によって 1987 年

に制定されました。2000 年に大幅な改訂が行われ品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑとなりました。9001 は製品の

品質保証と、顧客満足及び改善を含む組織の管理まで踏み込んだ品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの要求事項を

規定した国際規格です。 

    

   ISO／IEC17025：試験所認定制度 

 試験所の管理ｼｽﾃﾑと試験の実行能力について国際的に認められた品質を保証します。「試験所

認定制度」とは、試験所が発行する試験報告書の信頼性を確保するために、国際規格である ISO

／IEC17025（試験所の能力に関する一般要求事項）に基づいて、試験所の管理ｼｽﾃﾑと試験の実行

能力に関し、その分野の専門家が審査し、適正な試験結果を出す能力のあることを認定する制度

です。 
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別表－１ 

令和４年度水質検査地点と検査頻度 
地点 浄水８地点 

    東秩父村－浄－１ 内手観光便所     東秩父村－浄－５ 萩平ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場 

    東秩父村－浄－２ 東秩父村役場     東秩父村－浄－６ 堂平観光便所 

    東秩父村－浄－３ 帯沢消防車庫     東秩父村－浄－７ 大内沢消防車庫 

    東秩父村－浄－４ 安戸児童公園     東秩父村－浄－８ 上ノ貝戸浄水場 

 水質基準項目 毎月検査 年４回検査 年１回検査 発生時期 

基０１ 一般細菌 ○    

基０２ 大腸菌 ○    

基０３ カドミウム及びその化合物   ○  

基０４ 水銀及びその化合物   ○  

基０５ セレン及びその化合物   ○  

基０６ 鉛及びその化合物   ○  

基０７ ヒ素及びその化合物   ○  

基０８ 六価クロム及びその化合物  〇   

基０９ 亜硝酸態窒素  ○   

基１０ シアン化物イオン及び塩化シアン  ○   

基１１ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素  ○   

基１２ フッ素及びその化合物   ○  

基１３ ホウ素及びその化合物   ○  

基１４ 四塩化炭素   ○  

基１５ 1,4-ジオキサン   ○  

基１６ 
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び･ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛ

ｴﾁﾚﾝ   ○  

基１７ ジクロロメタン   ○  

基１８ テトラクロロエチレン   ○  

基１９ トリクロロエチレン   ○  

基２０ ベンゼン   ○  

基２１ 塩素酸  ○   

基２２ クロロ酢酸  ○   

基２３ クロロホルム  ○   

基２４ ジクロロ酢酸  ○   

基２５ ジブロモクロロメタン  ○   

基２６ 臭素酸  ○   

基２７ 総トリハロメタン  ○   

基２８ トリクロロ酢酸  ○   

基２９ ブロモジクロロメタン  ○   

基３０ ブロモホルム  ○   

基３１ ホルムアルデヒド  ○   

基３２ 亜鉛及びその化合物   ○  

基３３ アルミニウム及びその化合物  ○浄-7,8 ○浄-1～6  

基３４ 鉄及びその化合物   ○  

基３５ 銅及びその化合物   ○  

基３６ ナトリウム及びその化合物   ○  

基３７ マンガン及びその化合物   ○  

基３８ 塩化物イオン ○    

基３９ Ｃａ、Ｍｇ等（硬度)  ○浄-4,6,7,8 ○浄-1,2,3,5  

基４０ 蒸発残留物  ○浄-4,6,7,8 ○浄-1,2,3,5  

基４１ 陰イオン界面活性剤   ○  

基４２ ジェオスミン   ○ ○ 

基４３ 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ   ○ ○ 

基４４ 非イオン界面活性剤   ○  

基４５ フェノール類   ○  

基４６ 有機物(ＴＯＣ) ○    

基４７ ｐＨ値 ○    

基４８ 味 ○    

基４９ 臭気 ○    

基５０ 色度 ○    

基５１ 濁度 ○    
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別表－２ 

令和４年度水質検査地点と検査頻度 
地点 原水８地点 

    東秩父村－原－１ 白石浄水場細山水源       東秩父村－原－５ 萩平浄水場幽池ヶ沢水源 

    東秩父村－原－２ 清正公山浄水場萩平川水源    東秩父村－原－６ 堂平・白石浄水場内水源井 

    東秩父村－原－３ 帯沢浄水場帯沢川水源      東秩父村－原－７ 大宝浄水場内水源井 

    東秩父村－原－４ 入山浄水場入山川水源      東秩父村－原－８ 上ノ貝戸浄水場上ノ貝戸水源井 

 水質基準項目 毎月検査 年４回検査 年１回検査 発生時期 

基０１ 一般細菌   ○  

基０２ 大腸菌   ○  

基０３ カドミウム及びその化合物   ○  

基０４ 水銀及びその化合物   ○  

基０５ セレン及びその化合物   ○  

基０６ 鉛及びその化合物   ○  

基０７ ヒ素及びその化合物   ○  

基０８ 六価クロム及びその化合物   ○  

基０９ 亜硝酸態窒素   ○  

基１０ シアン化物イオン及び塩化シアン   ○  

基１１ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   ○  

基１２ フッ素及びその化合物   ○  

基１３ ホウ素及びその化合物   ○  

基１４ 四塩化炭素   ○  

基１５ 1,4-ジオキサン   ○  

基１６ 
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛ

ﾛｴﾁﾚﾝ   ○  

基１７ ジクロロメタン   ○  

基１８ テトラクロロエチレン   ○  

基１９ トリクロロエチレン   ○  

基２０ ベンゼン   ○  

基２１ 塩素酸     

基２２ クロロ酢酸     

基２３ クロロホルム     

基２４ ジクロロ酢酸     

基２５ ジブロモクロロメタン     

基２６ 臭素酸     

基２７ 総トリハロメタン     

基２８ トリクロロ酢酸     

基２９ ブロモジクロロメタン     

基３０ ブロモホルム     

基３１ ホルムアルデヒド     

基３２ 亜鉛及びその化合物   ○  

基３３ アルミニウム及びその化合物   ○  

基３４ 鉄及びその化合物   ○  

基３５ 銅及びその化合物   ○  

基３６ ナトリウム及びその化合物   ○  

基３７ マンガン及びその化合物   ○  

基３８ 塩化物イオン   ○  

基３９ Ｃａ、Ｍｇ等（硬度)   ○  

基４０ 蒸発残留物   ○  

基４１ 陰イオン界面活性剤   ○  

基４２ ジェオスミン   ○  

基４３ 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ   ○  

基４４ 非イオン界面活性剤   ○  

基４５ フェノール類   ○  

基４６ 有機物(ＴＯＣ)   ○  

基４７ ｐＨ値   ○  

基４８ 味     

基４９ 臭気   ○  

基５０ 色度   ○  

基５１ 濁度   ○  

 嫌気性芽胞菌・大腸菌（定量） ○    

 クリプトスポリジウム  ○   

 
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）   〇  
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