
平成２８年度 

飯舘村簡易水道事業水質検査計画 

 

 水質検査は、水質基準に適合し安全であることを保証するために不可欠で

あり、水道水の水質管理において中核をなすものです。 

 水質検査計画とは、水質検査項目等を定めたものです。 
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１． はじめに 

村では安全・安心な水道水をご利用いただくために、従来から水道法

に基づく定期的な水質検査を行ってまいりました。 

   水道法施行規則の改正（平成 16 年 4 月 1 日）により水道水質検査

計画を策定し、毎年事業年度前に公表することが義務付けされたことに

伴い、村でも毎年水質検査計画を策定し、採水場所、検査項目、検査結

果等を公表いたします。 

   毎年水質検査計画、検査結果の公表を行う中で、水道水をご利用いた

だく皆様にご意見をいただき、水質検査計画の見直しを行って参りたい

と考えておりますので皆様のご協力を宜しくお願いします。 

 

２． 水道事業の概要 

 （１）水道事業のあゆみ 

   飯舘簡易水道は、昭和 46 年に草野・深谷・伊丹沢・関根・松塚・臼

石・二枚橋地区を給水区域として、計画給水人口 2,760 人、計画一日

最大給水量 532.2ｍ3 の創設認可を受け、昭和 47 年 7 月に給水開始

しました。 

   また、飯樋簡易水道事業は、昭和 50 年に変更認可を受け、飯樋・八

和木・前田・外内・大久保・上飯樋地区を給水区域として、計画給水人

口 1,920 人、計画一日最大給水量 435.7ｍ3 の施設で給水してきまし

た。 

   この二つの簡易水道の水源は、沢の表流水に依存しています。しかし、

近年の森林伐採による涵養力低下や降雨量の減少等により、水源水量の

低下を招き、安定供給が困難となってきました。 

   また、給水を開始してから 20 年以上（平成 8 年度現在）を経過して

いることや、老朽管からの漏水により、1 日最大給水量は計画を超え施

設能力の限界に達していました。さらに、草野・飯樋地区では農業集落

排水処理施設の建設が計画されており、施設の供用開始によるトイレの

水洗化に伴い一人当たりの水道水使用量が伸びるものと推測されてい

ました。 

   このような状況で、飯舘村ではこの二つの簡易水道を統合して、新た

に水源を求め浄水場を建設。さらには、石綿管等の老朽化した配水管を

すべて更新し、給水区域も小宮・関沢・宮内・前田地区に拡張する等の

飯舘村簡易水道統合事業に平成8年から着手し平成13年度に完了しま

した。 

   飯舘簡易水道事業区域の配水管延長は約 89 ㎞となりました。配水方

法は、標高 500ｍの三つの浄水場配水池から自然流下方式を基本に給

水しています。センター地区とあいの沢の 2 箇所へはポンプアップによ

り配水池に送水し、そこから自然流下方式により給水しています。 
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大倉簡易水道は、昭和 62 年に湯舟国有林内の沢水を水源として大

倉・湯舟・松ヶ平を給水区域として、一日最大給水量 86ｍ3 の創設認

可を受け、平成 2 年から給水を開始しました。 

   大倉簡易水道事業区域の配水管延長は約 5.4 ㎞で、配水の方法は自然

流下方式です。 

 

（２）給水状況と浄水場のあらまし 

   飯舘簡易水道は、新田川水系新田川支流の田尻沢（仮称）から取水し

ている田尻浄水場、新田川水系飯樋川源流付近、花塚山のふもとの花塚

沢（仮称）から取水している花塚浄水場、新田川水系飯樋川支流の滝下

沢（仮称）から取水している滝下浄水場の三つの浄水施設があります。

これらの浄水場は配水管で連絡されており、相互に補完できるようにな

っています。 

   浄水方法は、田尻浄水場が緩速ろ過方式、後の二つは急速ろ過方式で

浄水し、自然流下方式によって皆さんのお宅や事業所などに給水してい

ます。 

   大倉簡易水道の浄水方法は、急速ろ過方式で自然流下方式によって皆

さんのお宅に給水しています。 

   飯舘簡易水道事業と大倉簡易水道事業の給水状況と、浄水場の概要は、

次のとおりです。 

 

 

 

 

１） 給水状況（平成 22 年度実績） 

 飯舘簡易水道 大倉簡易水道 

給水区域内人口 5,317 人 115 人 

現在給水人口 3,675 人 115 人 

給水普及率 70.0％ 100％ 

給水件数 1,114 戸 31 戸 

１日配水能力 1,780ｍ3 86ｍ3 

１人１日平均給水量 224 ㍑ 182 ㍑ 

１日最大給水量 1,114ｍ3 36ｍ3 

     23 年 4 月より全村避難しているため 22 年度分を掲載 
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２） 浄水場の概要 

 ①田尻浄水場 

所在地 飯舘村臼石字田尻 

原水種類 新田川水系新田川支流表流水 

許可水利権 なし 

施設能力 395ｍ3／日 

配水池容量 261ｍ3 

沈澱地方式 普通沈でん池（横流式沈でん池） 

ろ過方式 緩速ろ過 

浄水方法 

 

取水口－移動床粗ろ過機－普通沈澱地－緩速

ろ過池－配水池（自然流下）～各家庭 

使用薬品 

凝集剤   － ポリ塩化アルミニウム（高塩基度）

ｐＨ調整剤 － 苛性ソーダ 

消毒剤   － 次亜塩素酸ナトリウム（低食塩） 

（後塩素・追加塩素） 

 

 

 

 

 ②花塚浄水場 

所在地 飯舘村飯樋字高畑 

原水種類 新田川水系飯樋川支流表流水 

許可水利権 なし 

施設能力 385ｍ3／日 

配水池容量 245ｍ3 

沈澱地方式 凝集沈でん池（横流式沈でん池） 

ろ過方式 急速ろ過 

 

浄水方法 

 

取水口－着水井－凝集沈でん池－急速ろ過機

－配水池（自然流下）～各家庭 

使用薬品 

凝集剤   － ポリ塩化アルミニウム（高塩基度）

ｐＨ調整剤 － ソーダ灰 

消毒剤   － 次亜塩素酸ナトリウム（低食塩） 

（後塩素） 
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 ③滝下浄水場 

所在地 飯舘村飯樋字滝下 

原水種類 新田川水系飯樋川支流表流水 

許可水利権 なし 

施設能力 1,000ｍ3／日 

配水池容量 620ｍ3 

沈澱地方式 凝集沈でん池（横流式沈でん池） 

ろ過方式 急速ろ過 

 

浄水方法 

 

取水口－着水井－凝集沈でん池－急速ろ過－

配水池（自然流下）～各家庭 

使用薬品 

凝集剤   － ポリ塩化アルミニウム（高塩基度）

ｐＨ調整剤 － 苛性ソーダ 

消毒剤   － 次亜塩素酸ナトリウム（低食塩） 

（後塩素・追加塩素）    

 

 

 

 

④大倉浄水場 

所在地 飯舘村大倉字湯舟 

原水種類 真野川水系真野川支流表流水 

許可水利権 なし 

施設能力 86ｍ3／日 

配水池容量 81ｍ3 

沈澱地方式 
普通沈でん池（横流式沈でん池） 

凝集沈でん池       併用 

ろ過方式 急速ろ過 

 

浄水方法 

 

取水口－普通沈でん池－凝集沈でん池－ 

急速ろ過－配水池（自然流下）～各家庭 

使用薬品 
凝集剤 － ポリ塩化アルミニウム（高塩基度） 

消毒剤 － 次亜塩素酸ナトリウム（低食塩） 

（後塩素） 
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３． 水道水源の概要 

飯舘村の簡易水道は四つの沢から取水しています。沢の概況と水質管理

の留意事項は次のとおりです。 

 

（１）田尻沢（仮称）の概況 

    新田川水系の源流に近く、花塚山北面を集水区域としています。古

くから地区の方々には「追ノ須」と呼ばれている沢です。 

    花塚山北面を南北に流れ、新田川本流に合流します。上流には

1,500ｍ3 容量の貯水池を擁し、流域は近年まで放牧場として利用さ

れていましたが、現在は使われておりません。農地等の利用はなく山

林と牧野に挟まれた沢です。 

  

（２）花塚沢（仮称）の概要 

    新田川水系飯樋川の源流に近く、花塚山東面を集水区域としていま

す。花塚山東面を西東に流れ、飯樋川に合流します。上流域は採石場

がありますが、取水位置の流域とは異なっています。農地等の利用は

なく山林と牧野に挟まれた沢です。 

  

（３）滝下沢（仮称）の概要 

    新田川水系飯樋川の支流にあたり、戦山東面を集水区域としていま

す。戦山北東面を南北に流れ、飯樋川に合流します。上流域は人家が

点在し、水田と植林地となっています。 

  

（４）湯舟沢（仮称）の概要 

    湯舟国有林内を南北に流れ真野川本流に合流します。集水区域は全

て山林ですが、岩質の山のため、保水力に乏しく原水量は多くありま

せん。 
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 ○水質管理における留意点 

    水道原水及び水道水における汚染の要因、水質管理上優先すべき対

象項目は次のとおりです。 

  

 

区   分 

 

薬品・資機材の

使用状況 

 

汚染の要因 

 

水質管理上の優

先項目 

 

 

原水 

（水源～ 

浄水場入口） 

 

 

 

 

 

 

生活排水、し尿

汚染、降雨時に

よる濁水、渇水

期の水質悪化、

農薬の影響、農

作業による濁

水 

硝酸態窒素 

亜硝酸態窒素 

濁度 

有機物（ＴＯＣ）

 

 

浄水工程 

（浄水場取水

口～給水栓） 

 

 

原水の凝集工程

にポリ塩化アル

ミニウム、苛性

ソーダ、浄水消

毒の工程で次亜

塩素酸ナトリウ

ムを使用 

 

 

消毒副生成物 

 

 

 

消毒副生成物 

（12 項目） 

 

 また、具体的な水源監視のポイントと水質管理における留意事項は次のと

おりです。 

 

〈水質監視のポイント〉 

 

① 家庭からの生活排水 

② 農耕による濁水 

③ 降雨による濁水 

 

〈水質管理における留意事項〉 

 

① 消毒副生成物の適切な低減化対策 

② 流域で使用される農薬類への適切な対応 

③ クリプトスポリジウム等の病原性原虫対応のための濁度管理の徹底 

④ 降雨時の高濁度、高色度への適切な対応 

⑤ 浄水過程における添加物の適切な管理（アルミニウム）。 
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４． 水質検査計画 

 （１）水質検査の基本方針 

 

  水源地四つの沢の特徴及び水質管理において留意すべき事項を踏まえ

て、飯舘村簡易水道の水質検査基本計画を策定しました。 

①  検査地点は、浄水は水質基準が適用される蛇口、原水は各浄水場

の取水堰とします。 

②  過去のデータにより検査省略できる項目については省略しますが、

年 1 回水道法に定められている水質基準 51 項目を全て検査し水質

の安全を確認します。              

③  原水の検査は、9 月に消毒副生成物を除いた 39 項目の検査を行い

ます。 

   また、耐塩素性病原微生物のクリプトスポリジウムの検査につい

ては、検査回数年 4 回実施。さらに指標菌検査（大腸菌数・嫌気性芽

胞菌）を毎月実施して管理体制を強化します。 

  ④ 放射能の水質検査を実施します。 

 

法令で定める水質検査  独自に行う水質検査

 

 

○定期の水質検査 
① 1 日 1 回の検査 

（4 項目） 

② 1 ヶ月 1 回の検査 

（9 項目） 

③ 3 ヶ月に 1 回の検査 

  消毒副生成物（12 項目）

④  年 1 回の検査 

（51 項目：消毒副生成物

を含む） 

⑤ 放射能の検査 

（週 3 回：月、水、金）

 

○臨時の水質検査 
 水源、浄水過程で異常が

あり、水質基準に適合しな

い恐れのある場合 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリプトスポリジウムの検査

年 4 回 

指標菌の検査 

毎月検査（2 項目） 

 

原水の水質検査 

 
年 1 回の検査（39 項目） 
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（２）検査項目及び検査頻度 

毎日検査 

 1 日 1 回、給水区域内６ヶ所の給水栓、各浄水場配水池出口において、色・

濁り・残留塩素濃度、給水濁度の検査を行います。（検査項目は別紙参照） 

放射能水質検査は、週 3 回実施します。 

 

毎月検査 

 １ヶ月に１回、給水区域内６ヶ所の給水栓において、水質変化の指標とな

る 9 項目、クリプトスポリジウム対策のため 2 項目について検査を行いま

す。（検査項目は別紙参照） 

 

年 4 回検査 

 3 ヶ月に 1 回、給水区域内６ヶ所の給水栓において、消毒副生成物 12 項

目の検査を行います。アルミ及び化合物、塩化シアン及びシアン化物イオン 

（検査項目は別紙参照） 

 

  全項目検査   

 水源の水量が最も減少し、水質の悪化が懸念される夏季に水質基準 51 項

目について検査します。かび臭検査 2 項目含む（検査項目は別紙参照） 

 

原水の検査 

 最も水質が悪化する時期を考慮し、9 月に消毒副生成物を除いた 39 項目

の水質検査を行います。（検査項目は別紙参照）             

 

クリプトスポリジウム検査

 指標菌（大腸菌（定量）・嫌気性芽胞菌）検査を毎月実施。クリプトスポ

リジウム検査を年 4 回実施します。 

検査項目 検査頻度 検体採水地点数 

色・濁り・残留塩素 

給水濁度 
毎 日 区域内６ヶ所の給水栓・各浄水場配水池出口 

水質基準項目 9 項目

（給水） 
月 1 回（年 12 回） 区域内 6 ヶ所の給水栓 

消毒副生成物（給水）

※12 項目アルミ含む 
年 4 回 区域内 6 ヶ所の給水栓 

水質基準項目（給水）

※51 項目 
年 1 回 区域内 6 ヶ所の給水栓・亜硝酸態窒素追加

水質基準項目 38 項目

（原水） 
年 1 回 取水堰 5 ヶ所 

クリプトスポリジウム検査 年 4 回 取水堰 5 ヶ所 

指標菌（2 項目） 月 1 回（年 12 回） 取水堰 5 ヶ所 
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（３）検査採水地点 

  ①給水栓   各浄水場の系統別に水質基準項目の検査（採水）を実施

する給水栓は下表のとおりです。 

事業区分 
採水地点住所 採水地点水栓の種類 

 

飯舘簡易水道事業 
 

 

①田尻浄水場系統 

飯舘村臼石字町 168 ヘアーサロン花井様 屋外給水栓 

飯舘村二枚橋字本町 265 二枚橋郵便局 屋外水栓又は店内給水栓

②花塚浄水場系統 飯舘村飯樋字町 60   渡辺輪業 屋外給水栓 

③滝下浄水場系統 

飯舘村草野字大師堂 14 消防飯舘分署 屋外給水栓 

飯舘村伊丹沢字伊丹沢 580-１ 

ヴィレッジハウス
屋外給水栓 

大倉簡易水道事業    

①大倉浄水場系統 飯舘村大倉字大倉    大倉体育館 屋外給水栓 

 

②原水    水源水質を確認するため、各浄水場取水堰で検査（採水）

をします（毎月実施）。 

 

（４）臨時の水質検査 

水源等で、次のような水質変化があり、その変化に対応した浄水処理

を行うことができず、給水栓の水で水質基準値を超える恐れがある場合

は直ちに取水を停止して必要に応じて水源、浄水場、給水栓等から取水

し臨時の検査を行います。 

① 原因不明による色及び濁りに変化が生じたとき。 

② 魚が死んで多数の浮上があるとき。 

③ 臭気等に著しい変化が生じるなどの異常があったとき。 

④ その他必要があると認められるとき。 

臨時の水質検査は、原水に水質異常が発生したとき直ちに実施し、水

質異常が終息し、給水栓の水の安全性が確認されるまで行います。 

（５）水質検査の方法と委託する内容 

   採水・水質検査・成績書の発行までの業務を水道法第 20 条第 3 項に 

よる厚生労働大臣登録機関に委託して行います。 

   委託先の選定については、検査精度と信頼性を重視します。 

①  水道水質検査においては、その精度と信頼性の保証は極めて

重要です。このため、飯舘村が加入している（社）日本水道協

会は水道版ＧＬＰ（優良試験所基準）を定めましたので、ＧＬ

Ｐの考え方を取り入れた体制を導入します。ＧＬＰの考え方を
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取り入れた信頼性保証システムとしては、ＩＳＯ17025 やＩ

ＳＯ9000 シリーズが定められていますので、飲料水検査にお

いては検査結果を客観的に保証するＩＳＯ9001 認証取得検査

機関とします。 

②  水質基準項目において、すべての項目が自社分析できる検査

機関とします。 

③  臨時の水質検査において、少なくとも 3 日で検査結果の出せ

る検査体制が整備されている検査機関とします。 

 

（６）水質管理において留意する事項  

① 浄水の水質検査結果をもとに、水質の安全性を判定し評価を行

います。また、原水に関しても同様の評価を行い、水質管理の指

標とします。 

 ② 水質検査計画は、過去の検査結果等を考慮し、毎年度見直しを

実施します。 

③ 検査計画外の項目については、必要があれば臨時の水質検査と

して取り入れて行きます。 

 

５．検査計画及び結果の公表方法とお客様の声 

    安全でおいしい水を提供するために、村は水質検査計画と検査結果

を村役場窓口、公民館に備えています。これらの事項につきましては、

村民の皆様からご意見をいただいて、水質検査計画の見直します。 

お客様からの声や、水質検査結果を次年度の水質検査計画に反映さ

せていくため、皆様からのご意見をいただければ幸いです。 

 

6．水質事故への対応 

 飯舘村簡易水道においては、以下の取組みに努めます。 

① 利用者（お客様）との関係 

利用者から寄せられる水質に関する苦情や要望には的確に対応する

よう努めます。また、水道水質をより知っていただくため情報提供いた

します。 

② 県及び近隣市町村との連携 

水質汚染事故が発生した場合は、福島県（相双保健福祉事務所）へ通

報し、下流域の市等（南相馬市、相馬地方広域水道企業団）へも連絡し

て、必要な対策を取ります。 

③ 水質検査委託機関との連携 

水質汚染事故には素早く的確に対応できるよう、水質検査機関との連

携に努めます。   
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