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１． 基本方針 
   水道水が水質基準に適合し、安全で良質であることを確認するために、以下の方針で   
 水質検査を行います。 
（１）水質検査は、水質基準が適用される給水栓（蛇口）に加え、水源についても行ない 
  ます。 
（２）検査項目は、水道法で義務付けられている「水質基準項目」とし、「水質管理目標設 
定項目」は過去３年間で基準超過項目はなく必要性が少ないため実施しませんが、水 
質の変化等あった場合は分析機関と協議し、速やかに臨時検査を実施します。 
（３）検査頻度は、水道法等に基づき、過去の検査結果を充分考慮し、水道水の安全性の 
  確保を最優先に考えて、浄水場系統別に項目に応じて決定します。 

２． 水道事業の概要 
（１）給水状況 
   給水状況は、表１の通りです。 

表１ 給水状況 
区   分 内    容 
事 業 体 の 名 称 礼文町簡易水道事業 
給 水 区 域 礼文町全域 
計画給水人口 ７，５００人 
給水人口（平成30年度末） ２，４６５人 
計画一日最大給水量 ２，５５５  
一日最大給水量（平成30年度末） １，８０５  
一日平均給水量（平成30年度末） １，４３５  

（２）浄水場施設概要 
浄水場名 香深簡易水道 船泊簡易水道 内路簡易水道 
通水年度 昭和35年 昭和30年 昭和38年 
水源 キトウス川 大沢川 内路川 
水利権 １，７６０  ７３７  ３１４  
給水能力 １，６００  ６７０  ２８５  
主な給水区域 
香深井地区～ 
知床・元地地区 
五番地地区～スコト
ン・西上泊・鉄府地区 
キトウス地区～ 
     幌泊地区 
浄水処理方法 
普通沈殿池 
緩速ろ過 
塩素滅菌 
普通沈殿池 
緩速ろ過 
塩素滅菌 
普通沈殿池 
緩速ろ過 
塩素滅菌 
使用薬品 次亜塩素酸ナトリウム 次亜塩素酸ナトリウム 次亜塩素酸ナトリウム 



３． 原水及び浄水の水質状況 
（１）原水水質状況 
  水源は河川水で、現在までの水質は概ね良好な状況であり、これまでの検査結果によ  
 ると水質基準を充分満たしております。 
  また、水源の周りには、工場・農地（農家）民家等がなく、水源が人為的に汚染され 
 るおそれは全くありません。 
（２）浄水水質状況 
  浄水は、浄水処理が適正に行われており、水質基準を充分満たしております。 

４． 採水場所 
  原水については取水地点とし、浄水については各簡易水道の浄水場系統ごとに給水栓  
 で採水します。（別紙図面参照） 

５． 水質検査項目および検査頻度 
（１）浄水の過去３ヵ年の検査結果の最大値をまとめると別表１のとおりになることから、
水質検査計画において実施する項目、各項目の検査頻度及び頻度設定は、法令に基づ
く水質検査表（１）、（２）、日程を踏襲しつつ別表２－１～２－４のとおりとします。 
① 法令に基づく水質検査表（１）のうち、基準値の１０分の１以下であれば３年に１ 
回まで緩和できる項目については、今年度実施しません。（前回平成３１年度実施）。 
② 法令に基づく水質検査表（１）の項目１、２、３８、４６～５１の検査は、毎月行 
います。 
③ 法令に基づく水質検査表（１）の項目８、１０、２１～３１の検査は年４回行い 
ます。 
④ 法令に基づく水質検査表（１）の項目４０については、過去３年間の最大値が基準 
値の５分の１を超えているので年４回の検査を行います。 
⑤ 法令に基づく水質検査（２）の色、濁り、消毒の塩素効果（残留塩素）については 
 １日１回行います。 
（２）原水の水質検査計画において実施する項目、各項目の検査頻度及び頻度設定は法令 
  に基づく水質検査表（１）において、水質基準項目のうち厚生労働省課長通知に基づ 
  き消毒副生成物である２１～３１、４８を除く３９項目の水質検査を行います。 
① 法令に基づく水質検査表（１）の３９項目検査を年１回行います。 
② クリプトスポリジウム対策指針により、クリプト指標菌の検査を年４回行います。 



凡  例 
 簡易水道事業給水区域 
 飲料水供給施設給水区域 

 既有施設 
 河川自流 
□浄 浄水場 
□配 配水地 

礼文町簡易水道等施設位置図 
水道名 香深簡易水道 
最近許可年月日 昭和63年4月13
計画給水人口(人) ２，８００ 
計画給水量( /日) １，６００ /日 
原水の種別 表流水 
浄水方法の種別 緩速ろ過 

水道名 内路簡易水道 
最近許可年月日 昭和49年3月30
計画給水人口(人) １，４００ 
計画給水量( /日) ２８５ /日 
原水の種別 表流水 
浄水方法の種別 緩速ろ過 

水道名 船泊簡易水道 
最近許可年月日 昭和52年7月18
計画給水人口(人) ３，３００ 
計画給水量( /日) ６７０ /日 
原水の種別 表流水 
浄水方法の種別 緩速ろ過 

水道名 ウエンナイ飲料水供給施設 
計画給水人口(人) ２７ 
計画給水量( /日) １２．１５ /日 

自 

自 

自 

自 

自 

自 
配 
 浄 
配 
内路浄水場(285 /日) 
配水池 
水源(737 /日) 
水源(60 /日) 
水源(254 /日) 
水源(1,760 /日) 
増圧ポンプ場 
香深浄水場(1,600 /日) 
配水池・送水ポンプ室 
配水池 
減圧弁 
水源 
配水池 

配水池 
 浄 
配 
船泊浄水場(670 /日) 
配水池 
送水ポンプ井 
船泊簡水 水質検査採水地点 
内路簡水 水質検査採水地点 
香深簡水 水質検査採水地点 





別表１. 過去３年間の浄水水質検査結果10％超20％超
H29年度H30年度H31年度最大H29年度H30年度H31年度最大H29年度H30年度H31年度最大
1一般細菌100個/ml以下000000000000
2大腸菌不検出陰性陰性陰性陰性陰性陰性陰性陰性陰性陰性陰性陰性
3ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物0.003mg/l以下<0.0003<0.0003<0.0003<0.0003<0.0003<0.0003
4水銀及びその化合物0.0005mg/l以下<0.00005<0.00005<0.00005<0.00005<0.00005<0.00005
5ｾﾚﾝ及びその化合物0.01mg/l以下<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001
6鉛及びその化合物0.01mg/l以下<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001
7ﾋ素及びその化合物0.01mg/l以下<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001
8六価クロム化合物0.05mg/l以下<0.005<0.002<0.005<0.005<0.005<0.005
9亜硝酸態窒素0.04mg/l以下<0.004<0.004<0.004<0.004<0.004<0.004<0.004<0.004<0.004<0.004<0.004<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<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001
11硝酸態窒素および亜硝酸態窒素10mg/l以下0.140.140.140.140.230.23
12フッ素及びその化合物0.8mg/l以下<0.05<0.05<0.05<0.05<0.05<0.05
13ホウ素及びその化合物1mg/l以下<0.1<0.1<0.1<0.1<0.1<0.1
14四塩化炭素0.002mg/l以下<0.0002<0.0002<0.0002<0.0002<0.0002<0.0002
151,4-ｼﾞｵｷｻﾝ0.05mg/l以下<0.005<0.005<0.005<0.005<0.005<0.005
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0.04mg/l以下<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001
17ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ0.02mg/l以下<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001
18ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ0.01mg/l以下<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001
19ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ0.01mg/l以下<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001
20ﾍﾞﾝｾﾞﾝ0.01mg/l以下<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001
21塩素酸0.6mg/l以下<0.05<0.05<0.05<0.05<0.05<0.05<0.05<0.05<0.05<0.05<0.05<0.05
22ｸﾛﾛ酢酸0.02mg/l以下<0.002<0.002<0.002<0.002<0.002<0.002<0.002<0.002<0.002<0.002<0.002<0.002
23ｸﾛﾛﾎﾙﾑ0.06mg/l以下<0.001<0.001<0.001<0.0010.0040.0030.0020.004<0.001<0.001<0.001<0.001
24ｼﾞｸﾛﾛ酢酸0.03mg/l以下<0.002<0.002<0.002<0.0020.0030.0040.0020.004<0.0020.002<0.0020.002
25ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ0.1mg/l以下0.0100.0070.0060.0100.0190.0110.0110.0190.0070.0050.0050.007
26臭素酸0.01mg/l以下<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001
27総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ0.1mg/l以下0.0180.0120.0110.0180.0390.0220.0220.0390.0120.0090.0100.012
28ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸0.03mg/l以下<0.002<0.002<0.002<0.0020.0030.0020.0020.003<0.002<0.002<0.002<0.002
29ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ0.03mg/l以下0.0030.0030.0020.0030.0130.0080.0060.0130.0020.0020.0020.002
30ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ0.09mg/l以下0.0050.0040.0030.0050.0040.0040.0030.0040.0030.0030.0040.004
31ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ0.08mg/l以下<0.008<0.008<0.005<0.008<0.008<0.008<0.005<0.008<0.008<0.008<0.005<0.008
32亜鉛及びその化合物1mg/l以下<0.01<0.01<0.01<0.01<0.01<0.01
33ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物0.2mg/l以下<0.02<0.02<0.02<0.02<0.02<0.02
34鉄及びその化合物0.3mg/l以下<0.03<0.03<0.03<0.03<0.03<0.03
35銅及びその化合物1mg/l以下<0.01<0.01<0.01<0.01<0.01<0.01
36ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物200mg/l以下17.917.917.817.815.515.5
37ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物0.05mg/l以下<0.005<0.005<0.005<0.005<0.005<0.005
38塩化物ｲｵﾝ200mg/l以下35.331.831.435.332.430.630.732.429.926.027.629.9
39ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）300mg/l以下37.048.546.448.538.238.546.046.038.640.538.540.5
40蒸発残留物500mg/l以下10711911811910511312112192108109109
41陰ｲｵﾝ界面活性剤0.2mg/l以下<0.02<0.02<0.02<0.02<0.02<0.02
42ｼﾞｪｵｽﾐﾝ0.00001mg/l以下<0.00001<0.000001<0.00001<0.000001<0.00001<0.000001
432-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ0.00001mg/l以下<0.00001<0.000001<0.00001<0.000001<0.00001<0.000001
44非ｲｵﾝ界面活性剤0.02mg/l以下<0.002<0.002<0.002<0.005<0.002<0.005
45ﾌｪﾉｰﾙ類0.005mg/l以下<0.0005<0.0005<0.0005<0.0005<0.0005<0.0005
46有機物（TOC)3mg/l以下0.91.80.81.80.91.71.11.70.71.70.81.7
47pH値5.8～8.67.77.77.57.77.67.57.47.67.57.77.47.7
48味異常でない異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし
49臭気異常でない異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし
50色度5度以下1.23.51.33.51.02.82.12.81.62.41.32.4
51濁度2度以下<0.1<0.1<0.1<0.1<0.1<0.1<0.1<0.1<0.1<0.1<0.1<0.1
香深簡易水道浄水船泊簡易水道浄水内路簡易水道浄水
基準値
30
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６． 臨時水質検査 
  臨時水質検査は、以下のような場合により水質基準が満たされないおそれがある時に 
 直ちに適切な措置をとるとともに、分析機関と協議し「水質基準項目」と「水質管理目
標設定項目」の検査を行います。 
 （１）水源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）浄水処理工程に異常があったとき。 
 （４）その他、必要と認められたとき。 

７． 水質検査方法および委託内容 
  水質基準項目の検査方法は、水質基準に関する省令（平成23年厚生労働省令第125号） 
 の規定に基づく、告示に示された検査方法により、またそれ以外の検査方法は、上水試 
 験方法等により委託で行ないます。 
  なお、水質検査の委託先は、すべての水質検査（臨時も含む）において株式会社イオ 
技術部試験課とします。 

８． 委託した水質検査の実施状況の確認方法 
  水質検査の結果の根拠となる資料を求め、適性に検査が実施されているかの確認を 
 行います。 

９.  資料採水及び運搬方法 
 （１）採水方法 
  受託者より送付された容器に同梱の採水手順書通りに委託者が採水し、採水調査票に 
必要事項を記入します。採水終了後、送付されたクーラーボックスに戻して発送します。 
（２）運搬方法 
 受託者が前もってサンプル採水容器（クーラーボックス）を委託者に送ります。 
委託者は決められた日付に採水を行い、フェリー荷物として発送し、受託者が受け取り、 
車にて稚内空港まで運搬します。その後、稚内空港から羽田空港まで空輸し、当日引取分 
析します。 

１０． 水質検査計画および水質検査結果の公表 
  水質検査計画および水質検査結果の公表は、水質基準との適合状況を含め、礼文町の 
 ホームページで公表します。（http//www.town.rebun.hokkaido.jp） 



１１． 水質検査の評価及び水質検査計画の見直しに関する事項 
  実施した水質検査結果の評価を行い、必要に応じて水質検査計画の頻度の見直しを行
うものとし、法令等改正時においても水質検査計画の見直しを行います。 
  また、公表により得られたお客様の意見は、以降の水質検査計画に反映させるものと
します。 

１２． 水質検査の精度と信頼性の保証 
  本町では、水質検査測定値の信頼性を確保するため、委託検査項目について、正確か 
つ精度の高い検査に留意し、原則として水質基準の1/10の定量下限値を確保していま 
 す。 



１３．関係機関との連携 
  水質汚染事故が発生した場合には、素早く適切な措置が講じられるように水質検査機 
関との連携に努めるとともに、速やかに北海道宗谷総合振興局（稚内保健所）に通報し、
必要な助言を受けます。 
  また、水道水の安全性を確保していくために、河川管理者・本町関係部局・北海道宗
谷総合振興局（稚内保健所）及び宗谷管内の水道事業体との連絡調整を行い、水質保全
及び水質管理に万全を期しています。 

１４．その他 
 （１）常に安全で満足してもらえる水道水を供給いたします。 
 （２）水道水質の信頼性確保につとめます。 
 （３）水道事故等が発生したときは、稚内保健所、検査機関と連携し早期の復旧につと 
   めます。 

この水質検査計画についてのお問い合わせ先 
礼文町役場 建設課 水道係 
電話０１６３－８６－１００１ 


