
多摩の浄水所における有機フッ素化合物(PFHｘS)濃度の推移　水源  (1/3)

単位：µg/L

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
元本郷浄水所 元本郷二号水源 ※  <0.005

暁町一号水源 <0.005
暁町二号水源 0.005
柴崎二号水源 （<0.005）
柴崎三号水源 （<0.005）
柴崎四号水源 （<0.005）
柴崎六号水源 (0.009)
柴崎七号水源 （0.007）
柴崎八号水源 (＜0.005）
富士見一号水源 （0.008）
富士見二号水源 （0.013）
富士見三号水源 （<0.005）
富士見六号水源 （0.007）

富士見第一浄水所 富士見四号水源 (＜0.005）
富士見第三浄水所 富士見五号水源 ※  <0.005

立川栄町一号水源 ＜0.005
立川栄町二号水源 ＜0.005
立川栄町三号水源 別紙参照
上連雀二号水源 ＜0.005
上連雀五号水源 ＜0.005
野崎一号水源 ＜0.005
野崎二号水源 0.014
野崎四号水源 ＜0.005
井口一号水源 ＜0.005
井口二号水源 ＜0.005
三鷹北野三号水源 (＜0.005)
三鷹北野七号水源 <0.005
三鷹北野八号水源 <0.005
三鷹新川一号水源 <0.005
三鷹新川五号水源 <0.005
三鷹新川七号水源 <0.005
牟礼三号水源 （0.014）
三鷹中原二号水源 <0.005

府中武蔵台浄水所 府中武蔵台三号水源 ※  0.15 0.15
若松一号水源 別紙参照 0.045
若松二号水源 0.051
若松三号水源 0.060
若松四号水源 ＜0.005
若松五号水源 別紙参照 0.010
浅間水源 別紙参照 0.059
府中南町一号水源 （＜0.005）
府中南町二号水源 （＜0.005）
府中南町三号水源 （＜0.005）
府中南町四号水源 （＜0.005）

府中南町六号水源 （＜0.005）
矢崎町水源 （＜0.005）
上石原一号水源 <0.005
上石原二号水源 0.010
上石原三号水源 0.023
飛田給一号水源 ＜0.005
飛田給二号水源 0.006
飛田給三号水源 0.018

仙川浄水所 緑ヶ丘水源 ※  ＜0.005
原町田浄水所 本町田一号水源 ※  ＜0.005
野津田浄水所 野津田水源 ※  ＜0.005

滝の沢水源 0.005
木曽二号水源 ＜0.005

＜0.005 は定量下限値未満を示す。
(　)：停止中の水源井戸を一時的に起動・排水し測定した値
※　原水が1水源のため、原水の値を掲載している。
斜体は参考値である。
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市町 浄水所等 水源井戸
平成31年度
令和元年度

令和2年度



多摩の浄水所における有機フッ素化合物(PFHｘS)濃度の推移　水源  (2/3)

単位：µg/L

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

市町 浄水所等 水源井戸
平成31年度
令和元年度

令和2年度

上水南一号水源 (0.12)
上水南二号水源 (0.16)
上水南三号水源 (0.19)
貫井北一号水源 (0.12)
貫井北二号水源 (0.074)
貫井北五号水源 (0.085)
小金井本町水源 (0.070)
梶野一号水源 (＜0.005)
梶野二号水源 (＜0.005)
小金井中町水源 (＜0.005)
関野水源 (0.019)
小川一号水源 0.057 0.058
小川二号水源 0.041 0.050
小川三号水源 0.100 0.11
小川四号水源 0.023 0.026
小川六号水源 0.16 0.17
小川八号水源 0.18 0.22
小川十号水源 <0.005 0.005
津田一号水源 0.093 0.12
津田二号水源 0.098 0.11

大坂上浄水所 大坂上一号水源 ※  0.007
多摩平一号水源 <0.005
多摩平三号水源 <0.005
多摩平四号水源 <0.005
神明一号水源 <0.005
神明三号水源 0.006
三沢水源 ＜0.005
新井一号水源 ＜0.005
新井二号水源 ＜0.005

東恋ヶ窪浄水所 東恋ヶ窪二号水源 0.20
国分寺北町一号水源 0.064 0.061
国分寺北町三号水源 0.12 0.12
国分寺北町四号水源 0.13 0.17
国分寺北町七号水源 0.12 0.12
並木町一号水源 0.072 0.075
富士見台一号水源 0.094 0.086
富士見台二号水源 0.077 0.074
富士見台三号水源 0.009 ＜0.005
谷保一号水源 0.058
谷保三号水源 0.010
谷保五号水源 <0.005
谷保六号水源 <0.005
福生武蔵野台一号水源 <0.005
福生武蔵野台二号水源 <0.005
牛浜水源 <0.005
熊川一号水源 （<0.005）
熊川二号水源 0.016
熊川三号水源 0.008
熊川四号水源 <0.005
熊川五号水源 <0.005
福生一号水源 <0.005
福生二号水源 <0.005
福生三号水源 <0.005

狛江市 和泉本町浄水所 和泉本町二号水源 ※  0.025
東大和市 上北台浄水所 上北台水源 (＜0.005)

＜0.005 は定量下限値未満を示す。
(　)：停止中の水源井戸を一時的に起動・排水し測定した値
※：原水が1水源のため、原水の値を掲載している。
斜体は参考値である。
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多摩の浄水所における有機フッ素化合物(PFHｘS)濃度の推移　水源  (3/3)

単位：µg/L

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

市町 浄水所等 水源井戸
平成31年度
令和元年度

令和2年度

南沢一号水源 0.009
南沢三号水源 ＜0.005
桜ヶ丘一号水源 (＜0.005)
桜ヶ丘二号水源 (＜0.005)
大丸二号水源 ＜0.005
大丸四号水源 ＜0.005
東長沼水源 ＜0.005
上代継水源 <0.005
淵上水源 <0.005
保谷町三号水源 ＜0.005
住吉一号水源 0.057
住吉二号水源 ＜0.005
西東京泉町水源 0.011
西東京中町一号水源 0.007
西東京栄町水源 <0.005
下保谷水源 <0.005
西東京北町一号水源 <0.005

瑞穂町 箱根ヶ崎浄水所 箱根ヶ崎一号水源 ※  <0.005
大久野一号水源 <0.005
大久野二号水源 <0.005

＜0.005 は定量下限値未満を示す。
(　)：停止中の水源井戸を一時的に起動・排水し測定した値
※：原水が1水源のため、原水の値を掲載している。
斜体は参考値である。

日の出町 大久野浄水所

あきる野市 上代継浄水所

西東京市

保谷町浄水所

西東京栄町浄水所

東久留米市 南沢浄水所

多摩市 桜が丘浄水所

稲城市 大丸浄水所



別紙

多摩の浄水所における有機フッ素化合物（PFHxS）濃度の推移　水源
単位：µg/L

立川市

立川栄町浄水所

立川栄町三号水源 若松一号水源 若松五号水源 浅間水源

平成31年度
令和元年度

3月
0.014

※　0.029
0.047
0.045

0.012
0.011

0.067
0.071

＜0.005 は定量下限値未満を示す。
表中の水源は3月に測定を2回行った。
※　原水が1水源のため、原水の値を掲載している。
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水源井戸
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府中市
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