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１ 基本方針 
 

千葉市水道局では、お客様へお届けする水道水は、安全で良質なおいしい水をいつ

でも供給するために、以下の方針に基づいて水質検査計画を策定し、水質を適正に管

理してまいります。 

 

（１）検査地点 

水源である井戸（原水）、浄水場ろ過機出口（浄水）、蛇口（給水）です。 

 

（２）検査項目 

水道法で検査が義務づけられている「毎日検査項目」、「水質基準項目」、水質管理

上留意すべき「水質管理目標設定項目」及び「その他項目等」について検査を行いま

す。 

 

（３）検査頻度 

水道法で検査が義務づけられている頻度に基づき水質検査を行います。 

①  水道法により、給水栓において毎日検査が義務づけられている色度、濁度、

残留塩素に加え、ｐＨ値、臭気は、毎日１回検査を行います。 

② 水質基準項目のうち一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、ｐＨ値、

味、臭気、色度、濁度は、毎月１回検査を行います。 

③ 上記①以外の項目で、直近の３か年の測定結果が基準値の１/１０以下及び

水源の状況から原水水質が大きく変わるおそれが少ないと認められるため、「測

定回数を減じることができる」項目でも、安全を考慮して年１回の検査を行い

ます。なお、その他の項目は法令通り年４回行います。(別表１参照) 

④ 千葉県水道局から受水している原水については、県の浄水場出口の検査結

果を利用します。測定回数は年４回を予定しています。 

⑤ 原水が地下水の場合は、消毒副生成物の項目を除き年２回、緊急用井戸及び

井水ろ過浄水は年１回の検査を行います。 

（※水道法施行規則第15条第4号に規定する検査の省略は行いません。） 

 

２ 水道事業の概要 
 
（１）給水区域 

緑区及び若葉区の各一部（千葉県水道局及び四街道市水道事業センター給水区域

を除く地域） 

 

（２）水源（原水）の種類 

浄水受水     ：千葉県水道局から受水している水 

地下水（認定水源）：土気４・５号井、更科１・２号井、ちばリサーチパーク１号井 

地下水（緊急井戸）：平川浄水場１号井、大野台１号井 
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（３）浄水場等の名称とその水源 

① 平川浄水場（浄水受水）         千葉市緑区平川町２２１０ 

計画１日最大給水量            ７，０００ｍ3／日 

② 土気浄水場（浄水受水・地下水）    千葉市緑区土気町１６３５－２ 

計画１日最大給水量（予備施設）     １，０００ｍ3／日 

③ 大木戸浄水場（浄水受水）         千葉市緑区大木戸町１４１７ 

計画１日最大給水量           １８，７００ｍ3／日 

④ 更科浄水場（地下水）           千葉市若葉区更科町１３７７ 

計画１日最大給水量            １，０００ｍ3／日 

⑤ 大野台送水ポンプ場（浄水受水）     千葉市緑区大野台１－９－１４ 

計画１日最大送水量           ３３，７００ｍ3／日  

⑥ ちばリサーチパーク浄水場（地下水） 千葉市若葉区上泉町１１７０ 

計画１日最大給水量           １，０００ｍ3／日 

⑦ 高根給水場（浄水受水）        千葉市若葉区高根町８８１－７０ 

計画１日最大給水量           ６，０００ｍ3／日 

 

（４）浄水方法 

原水が地下水である土気、更科、ちばリサーチパークの各浄水場は、除鉄・除マ

ンガン急速ろ過機で浄水処理を行っています。また、平川浄水場、大木戸浄水場、

大野台送水ポンプ場及び高根給水場は、千葉県水道局からの浄水受水のため浄水処

理をしていません。 

 

３ 原水及び水道水の水質状況 
 
（１）原水 

ア 浄水受水 

浄水受水については、千葉県水道局福増浄水場、柏井浄水場及び誉田給水

場より浄水処理された水を受水しております。浄水処理される前の水源水で

ある利根川や高滝ダム湖の原水は、流入する生活排水等による異臭味や生物

起因による障害等の水質問題がありますが、千葉県水道局では水源の状況に

応じ水質基準値内に適切に処理を行っています。水質確認は、年４回(６、９、

１２、３月)千葉県水道局より水質検査結果を入手し、５１項目全ての安全性

を確認しています。 

イ 地下水 

地下水については、原水中にマンガン、鉄を含んでいることがあるため、

除鉄・除マンガン急速ろ過処理をしています。水質確認は、別表１～４の通

り検査し、安全性を確認しています。 

 

（２）水道水 

当水道局が給水している水道水については、従来から給水区域全域において水質

基準を満たしており安全な水です。 
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４ 水質検査を行う地点、項目、頻度 
 
当水道局では、過去の水質検査の結果に基づき、平成３1年度の水質検査を表１～４の

とおり行うことで、給水区域全域において水質基準等を満たしていることを確認していき

ます。 

 

（１）検査地点 

検査地点は、別図１の場所で採水します。 

 

（２）臨時検査 

水源の事故や著しい水質異常が生じ水質基準値を超えるおそれ等がある場合には、

必要に応じて次のような場合に臨時の水質検査を行います。 

① 水源の水質が急激に変化したとき 

② 浄水処理に異常が生じたとき 

③ 色、濁り、臭気等に著しい変化が生じるなどの異常が認められたとき 

④ クリプトスポリジウム指標菌が検出されたとき 

 

５ 水質検査主体 
 
（１）毎日検査項目 

送・配水施設等維持管理業務委託業者により実施します。  

 

（２）水質基準項目、水質管理目標設定項目、その他の項目 

ア 千葉県水道局から受水している原水 

千葉県の浄水場出口の検査結果を利用しますので、当水道局では実施しま

せん。 

イ ア以外の検査 

水道法第20条登録機関に委託します。なお、検査する試料の採取・運搬に

ついても、水道法第20条登録機関により実施します。 

 
（３）臨時の水質検査 

水道法第20条登録機関に委託します。なお、検査する試料の採取・運搬について

も、水道法第20条登録機関により実施します。  

 
６ 水質検査結果の評価及び水質検査計画の見直しに関する事項 
 
 給水栓(蛇口)の検査結果が水道法に規定された水道水質基準を満たすことを確認し

ます。また水質検査結果や水質基準項目等・基準値等の変更を踏まえ、水質検査計画

を適宜見直します。 

 

７ 関係機関との連携 
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水源で、油流出等の水質事故が発生した場合には、河川を管理する国土交通省や

千葉県のほか、流域水道事業体等からなる情報連絡網を用い、迅速に情報を把握す

ると共に、安全で安心な水道水を供給してまいります。 

 

 

８ 委託検査方法及び精度管理 
 

千葉市水道局では、毎日検査する項目（色度、濁度、残留塩素、ｐＨ値、臭気）

と、千葉県水道局より入手する水質検査結果を除く全ての項目について、厚生労働

省に登録されている検査機関に委託して水質検査を行っています。水質検査項目は、

微生物から化学物質まで多種多様にわたり検査レベルも極微量レベルでの測定が求

められていることから、試料の採取から運搬・搬送方法等標準作業手順に則り行わ

れているか確認し、万全を期しています。 

また、その精度管理については、年１回立入検査を行い検査体制・能力及び外部

精度管理などの確認を行うとともに、水質検査委託先については、ＩＳＯ/ＩＥＣ１

７０２５や水道ＧＬＰの取得状況等を考慮し選定することで、信頼性の確保に努め

ています。 

平成３１年度も立入検査を実施し、適切に行われていることを確認していきます。 

 

９ 水質検査計画及び検査結果の公表  
 

水質検査計画は、水質基準等の改正及び蛇口（給水栓）の水質検査結果を踏まえ

見直し事業年度毎に策定し、事前に千葉市水道局ホームページで公表して皆様のご

意見をお聞きしています。今後の参考にしたいと思いますのでご意見のある方は水

道局までご連絡下さい。 

水質検査結果についてもホームページで公表しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先  千葉市水道局水道事業事務所給水班 

                  〒266-0004 
                      千葉市緑区平川町２２１０ 
 
                       ☎          ０４３－２９１－５４６２ 
                      ＦＡＸ        ０４３－２９１－８４０４ 
                      ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ       jigyo.WA@city.chiba.lg.jp  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ  http://www.city.chiba.jp/suido/ 



千葉県水道局給水区域 

誉田給水場(県水道局) 

更科1号井 

更科2号井 

高津戸町公園 

四街道市給水区域 

ちばﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ１号井 

下田塵芥汚水処理場 

ちばﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ浄水場 

更科浄水場 

多部田第１公園 

高根給水場 

野呂団地公園 

平川浄水場 

平川１号井 

土気５号井 

土気４号井 

土気浄水場 

美空台公園 

はなみずき公園 

大野台中央公園 

大野台送水ポンプ場 

    ＜凡 例＞  
   原水・浄水検査地点 
       (千葉県の検査結果利用） 

    
   原水検査地点 
    

   浄水検査地点 

    
   給水検査地点 

 

 

浄水場等及び検査地点 

さくら公園 

大野台１号井 

大木戸浄水場 

別図１ 



表１ 28.7/20

Ｎｏ 基準項目 基準値（mg／L）

1 一般細菌 100ｎ／mL以下 ● ◎ 1

2 大腸菌 検出されないこと ● ◎ 陰性（－）

3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.003mg／L以下 <0.0003

4 水銀及びその化合物 0.0005mg／L以下 <0.00005

5 ｾﾚﾝ及びその化合物 0.01mg／L以下 <0.001

6 鉛及びその化合物 0.01ｍｇ／L以下 <0.001

7 ヒ素及びその化合物 0.01mg／Ｌ以下 <0.001

8 六価ｸﾛﾑ化合物 0.05mg／L以下 <0.005

9 亜硝酸態窒素 0.04mg／L以下 <0.004

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01ｍｇ／L以下 ● ◎ <0.001 年４回

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg／Ｌ以下 2.59 年４回

12 フッ素及びその化合物 0.8mg／L以下 0.12

13 ホウ素及びその化合物　 1.0mg／L以下 <0.1

14 四塩化炭素 0.002mg／Ｌ以下 <0.0002

15 1,4－ｼﾞｵｷｻﾝ　 0.05mg／L以下 <0.005

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

0.04mg／L以下 <0.002

17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02mg／L以下 <0.001

18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg／Ｌ以下 <0.001

19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg／L以下 <0.001

20 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01mg／Ｌ以下 <0.001

21 塩素酸 0.6mg／Ｌ以下 ● ◎ 0.31 － －

22 ｸﾛﾛ酢酸　 0.02mg／L以下 ● ◎ <0.002 － －

23 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.06mg／L以下 ● ◎ 0.021 － －

24 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸　 0.03mg／L以下 ● ◎ 0.005 － －

25 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.1mg／L以下 ● ◎ 0.013 － －

26 臭素酸　 0.01mg／Ｌ以下 ● ◎ 0.002 － －

27 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 0.1mg／L以下 ● ◎ 0.053 － －

28 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸　 0.03mg／L以下 ● ◎ 0.008 － －

29 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.03mg／L以下 ● ◎ 0.018 － －

30 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 0.09mg／L以下 ● ◎ 0.004 － －

31 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ　 0.08mg／L以下 ● ◎ <0.008 － －

32 亜鉛及びその化合物 1.0ｍｇ／L以下 <0.01

33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物　 0.2mg／L以下 0.03

34 鉄及びその化合物 0.3mg／L以下 0.08 年４回

35 銅及びその化合物 1.0ｍｇ／L以下 <0.01

36 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 200mg／Ｌ以下 味覚 34

37 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.05ｍｇ／L以下 色 0.006

38 塩化物ｲｵﾝ 200mg／L以下 ● ◎ 37.9 月1回 月１回

39 ｶﾙｼｳﾑ，ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 300mg／L以下 122

40 蒸発残留物 500mg／L以下 260

41 陰ｲｵﾝ界面活性剤 0.2mg／L以下 発泡 <0.02 年１回（B）

42 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 0.00001mg／L以下 ● <0.000001

43 ２－ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ　 0.00001mg／L以下 ● <0.000001

44 非ｲｵﾝ界面活性剤　 0.02mg／L以下 発泡 <0.005 年４回

45 ﾌｪﾉｰﾙ類 0.005mg／L以下 におい <0.0005 年１回（Ｂ）

46 有機物等(ＴＯＣ）　 3mg／Ｌ以下 味覚 ● ◎ 1.1

47 pＨ値 5.8以上8.6以下 ● ◎ 8.3

48 味 異常でないこと ● ◎ 異常なし

49 臭気 異常でないこと ● ◎ 異常なし

50 色度 5度以下 ● ◎ 1.3

51 濁度 2度以下 ● ◎ <0.1

※1　H３０年度はまだ結果がでていませんが、今のところ異常値はありません。

（Ａ）　この項目の水質データは千葉県水道局より提供されるものです。

（Ｂ）　この項目の分析頻度は、水道法施行規則第１５条第１項第３号ハにより、検査回数を変えることができます。

       要約　　過去３年間の最大値が基準値の五分の一以下の場合は年１回以上、十分の一以下の場合は３年に１回以上とすることができます。

　　　　　      ただし、水源水質に変化がある場合は、除きます。

カビ臭

月1回

発生時期に
月1回

年２回 年１回

色

年４回

一般性状

味覚

　定期水質検査の検査頻度（水質基準項目）

病原生物の代替
指標

地下水
（認定水源）

年２回

一般有機・化学物
質

無機物・重金属

浄水受水
（千葉県水
道局より）

年４回（Ａ）

分　　類
省略
不可
項目

削減
不可
項目

※1　給水区域内の過
去　　　３年間の最大値
（H２7年度～H２9年度）
（<以下は、未満を表す）

原　　　水

消毒副生成物

年１回

給　水

月1回

年１回（B）

年１回(Ｂ）

年１回（Ｂ）

年１回(Ｂ）

月１回

発生時期に
月1回

地下水
（緊急用井

戸）
蛇　　口

月１回

年４回

年４回

年４回

法令に基づ
く検査頻度

年４回



表２　 7月21日

給　水

1 ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物 0.02mg／Ｌ以下 －

2 ｳﾗﾝ及びその化合物 0.002mg／Ｌ以下（暫定） －

3 ﾆｯｹﾙ及びその化合物 0.02mg／Ｌ以下 － － 年１回

5 １，２－ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.004mg／Ｌ以下 －

8 ﾄﾙｴﾝ 0.4mg／Ｌ以下 －

9 ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（２－ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ） 0.08mg／Ｌ以下 －

10 亜塩素酸　　 0.6mg／Ｌ以下    － － －

12 二酸化塩素　　　　　　　　　　　※１ 0.6mg／Ｌ以下    － － － －

13 ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ 0.01mg／Ｌ以下（暫定）　　　　　　　　 － －

14 抱水ｸﾛﾗｰﾙ 0.02mg／Ｌ以下（暫定） － －

15 農薬類　　　　　　　　　　　　　　※２ 1以下(検出値と目標値の比の和として) 年１回 年１回　 － －

16 残留塩素 1mg／Ｌ以下 年４回 － － 毎月

17 ｶﾙｼｳﾑ，ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）　　 10以上ー100mg／L以下

18 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物　　 0.01mg／L以下

19 遊離炭酸 20mg／L以下 －

20 １，１，１－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.3mg／L以下 －

21 ﾒﾁﾙ－ｔ－ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ（MTBE） 0.02mg／L以下 －

22 有機物等（KMnO4消費量） 3mg／L以下

23 臭気強度（ＴＯＮ） 3以下 年４回 年１回 年１回 年１回

24 蒸発残留物　　 30以上-200mg／L以下

25 濁度　　 1度以下

26 pＨ値　　 7.5程度

27 腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数） －１程度以上とし，極力０に近づける

28 従属栄養細菌 1ｍｌの検水で形成される集落数が2000以下(暫定）

29 １，１－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1mg／L以下

30 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物　　 0.1mg／L以下（アルミニウムに関して）

　※1　二酸化塩素は、消毒剤として使用していないため、検査を省略

　※2　農薬類（別表４）

　　　　 農薬類の目標値は、農薬ごとの検出値をそれぞれの目標値で除した値の総和

          有機物等（KMnO4消費量）は基準項目の有機物等（TOC）で代替できるため省略

 ━線:： 未検査

            4・6・7・11は欠番

：基準項目の検査で行う

年１回

年１回

年１回

水質管理目標設定項目 目　標　値（mg／L） 地下水
（緊急用井戸）

年１回

      定期水質検査の検査頻度（水質管理目標設定項目）

年１回

年１回

年１回

原　　　水

浄水受水
（千葉県
水道局よ

年１回

年１回

地下水
（認定水源）

年４回

年４回

蛇　口

年４回

年１回

年４回



表３　   定期水質検査の検査頻度（その他項目、毎日検査項目） H28.7.21

アンモニア態窒素 月１回 － －

ダイオキシン類 年１回 － －

色　　　　 ※ － － 毎日

濁り　 ※ － － 毎日

残留塩素　 ※ － － 毎日

ｐＨ　 ※ － － 毎日

臭気 ※ － － 毎日

クリプトスポリジウム指標菌（大腸菌・嫌気性芽胞菌） 年４回 年４回 －

放射性セシウム（Ｃｓ１３４・Ｃｓ１３７） 年４回 － －

※　法令に基づく項目

━線は、未検査

原　　水

給　水
（蛇 口）地下水

（認定水源）
地下水

（緊急用井戸）

その他項目



表４　  水質管理目標設定項目の農薬類

水質検査項目(49項目) 7月21日

用　途 目標値　　　（ｍｇ/L）

1 １，３ーｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(D-D) 殺虫剤 0.05

2 EPN 殺虫剤 0.004

3 MCPA 除草剤 0.005

4 ｱｾﾌｪｰﾄ 殺虫剤・殺菌剤 0.006

5 イソキサチオン 殺虫剤 0.005

6 イソプロチオラン（IPT） 殺虫剤・殺菌剤・植物成長調整剤 0.3

7 イプロベンホス（IBP） 殺菌剤 0.09

8 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ 殺虫剤・殺菌剤 0.006

9 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ 殺虫剤・殺菌剤 0.08

10 ｵｷｼﾝ銅(有機銅) 殺虫剤・殺菌剤 0.03

11 カルバリル(NAC） 殺虫剤 0.02

12 ｷｬﾌﾟﾀﾝ 殺菌剤 0.3

13 グルホシネート 除草剤・植物成長調整剤 0.02

14 クロルニトロヘェン（CNP） 除草剤 0.0001

15 クロルピリホス 殺虫剤 0.003

16 ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ（TPN) 殺虫剤・殺菌剤 0.05

17 シアノホス（CYAP） 殺虫剤 0.003

18 ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ（DDVP) 殺虫剤 0.008

19 ｼﾞｸﾜｯﾄ 除草剤 0.005

20 シマジン（CAT） 除草剤 0.003

21 ジメトエート 殺虫剤 0.05

22 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ 殺虫剤・殺菌剤 0.003

23 ダゾメット,メタム及びメチルイソチオシネート 殺菌剤 0.01

24 チウラム 殺虫剤・殺菌剤 0.02

25 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ 殺虫剤 0.08

26 チオファネートメチル 殺虫剤・殺菌剤 0.3

27 トリクロピル 除草剤 0.006

28 トリクロルホン（DEP） 殺虫剤 0.005

29 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ 除草剤 0.06

30 ナプロパミド 除草剤 0.03

31 パラコート 除草剤 0.005

32 ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ 殺虫剤・殺菌剤 0.0005

33 ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ（MEP) 殺虫剤・殺菌剤・植物成長調整剤 0.01

34 ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ（BPMC) 殺虫剤・殺菌剤 0.03

35 ﾌｪンﾄｴｰﾄ（PAP) 殺虫剤・殺菌剤 0.007

36 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ 除草剤 0.02

37 フルアジナム 殺菌剤 0.03

38 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ 殺菌剤 0.09

39 プロチオホス 殺虫剤 0.004

40 プロピザミド 除草剤 0.05

41 ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ 殺虫剤・殺菌剤 0.03

42 ﾍﾞﾉﾐﾙ 殺菌剤 0.02

43 ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ 除草剤 0.2

44 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ 除草剤・植物成長調整剤 0.3

45 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ 殺虫剤・殺菌剤 0.04

46 ホスチアゼート 殺虫剤 0.003

47 マラチオン（マラソン） 殺虫剤 0.7

48 ﾒｿﾐﾙ 殺虫剤 0.03

49 ﾒﾀﾗｷｼﾙ 殺虫剤・殺菌剤 0.2

水質管理目標設定項目




