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２ 水質基準等 

 

（１） 水質基準項目  51項目 

 

分　区値準基目　　項

下以Lm/個001菌細般一1

とこいなれさ出検菌腸大2

下以L/gm300.0物合化のそび及ムウミドカ3

下以L/gm5000.0物合化のそび及銀水4

下以L/gm10.0物合化のそび及ンレセ5

下以L/gm10.0物合化のそび及鉛6

下以L/gm10.0物合化のそび及素ヒ7

下以L/gm20.0物合化ムロク価六8

下以L/gm40.0素窒態酸硝亜9

下以L/gm10.0ンアシ化塩び及ンオイ物化ンアシ01

下以L/gm01素窒態酸硝亜び及素窒態酸硝11

下以L/gm8.0物合化のそび及素ッフ21

下以L/gm0.1物合化のそび及素ウホ31

下以L/gm200.0素炭化塩四41

下以L/gm50.0ンサキオジ-4,151

16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下

下以L/gm20.0ンタメロロクジ71

下以L/gm10.0ンレチエロロクラトテ81

下以L/gm10.0ンレチエロロクリト91

下以L/gm10.0ンゼンベ02

下以L/gm6.0酸素塩12

下以L/gm20.0酸酢ロロク22

下以L/gm60.0ムルホロロク32

下以L/gm30.0酸酢ロロクジ42

下以L/gm1.0ンタメロロクモロブジ52

下以L/gm10.0酸素臭62

下以L/gm1.0ンタメロハリト総72

下以L/gm30.0酸酢ロロクリト82

下以L/gm30.0ンタメロロクジモロブ92

下以L/gm90.0ムルホモロブ03

下以L/gm80.0ドヒデルアムルホ13

下以L/gm0.1物合化のそび及鉛亜23

下以L/gm2.0物合化のそび及ムウニミルア33

下以L/gm3.0物合化のそび及鉄43

下以L/gm0.1物合化のそび及銅53

味下以L/gm002物合化のそび及ムウリトナ63

色　着下以L/gm50.0物合化のそび及ンガンマ73

下以L/gm002ンオイ物化塩83

下以L/gm003）度硬（等ムウシネグマ､ムウシルカ93

下以L/gm005物留残発蒸04

泡　発下以L/gm2.0剤性活面界ンオイ陰14

下以L/gm10000.0ンミスオェジ24

下以L/gm10000.0ルーオネルボソイルチメ-234

泡　発下以L/gm20.0剤性活面界ンオイ非44

気　臭下以L/gm500.0類ルーノェフ54

味下以L/gm3)量の）COT（素炭機有全(　物機有64

下以6.8上以8.5値Ｈｐ74

48 味 異常でないこと

49 臭気 異常でないこと

50 色度 5度以下

51 濁度 2度以下

基礎的性状

病原生物の代替指標

無機物・重金属

一般有機物

消毒副生成物

着　色

   水質基準に関する省令（平成15年５月30日厚生労働省令第101号。平成16年４月１日施行）

　 水質基準に関する省令の一部を改正する省令（令和２年３月25日厚生労働省令第38号。令和２年４月１日施行）

味

かび臭
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（２）水質管理目標設定項目 27項目 

 

水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について

（平成15年10月10日健発第1010004号厚生労働省健康局長通知）

「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」の一部改正について

（令和3年3月26日生食発0326第8号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知 。令和3年4月1日施行）

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正等について

（令和4年3月31日生食発0331第3号厚生労働大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知。令和4年4月1日施行）

分　区値標目目　　項

下以L/gm20.0物合化のそび及ンモチンア1

）定暫（下以L/gm200.0物合化のそび及ンラウ2

下以L/gm20.0物合化のそび及ルケッニ3

下以L/gm400.0ンタエロロクジ-2,15

下以L/gm4.0ンエルト8

9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 0.08mg/L以下

物成生副毒消下以L/gm6.0酸素塩亜01

剤毒消下以L/gm6.0素塩化酸二21

）定暫（下以L/gm10.0ルリトニトセアロロクジ31

）定暫（下以L/gm20.0ルーラロク水抱41

薬　農）２注（下以1）１注（類薬農51

気  臭下以L/gm1素塩留残61

味下以L/gm001上以L/gm01）度硬（等ムウシネグマ､ムウシルカ71

色下以L/gm10.0物合化のそび及ンガンマ81

味下以L/gm02酸炭離遊91

下以L/gm3.0ンタエロロクリト-1,1,102

下以L/gm20.0）EBTM（ﾙﾃｰｴﾙﾁﾞﾌ-t-ﾙﾁﾒ12

味下以L/gm3)量費消ムウリカ酸ンガンマ過(等物機有22

気　臭下以3)NOT( 度強気臭32

味下以L/gm002上以L/gm03物留残発蒸42

状性的礎基　下以度1度濁52

度程5.7値Ｈｐ62

るけづ近に0力極､しと上以度程1-）数指アリゲンラ（性食腐72

標指の性全健の設施道水）定暫（下以Lm/個0002菌細養栄属従82

物機有般一下以L/gm1.0ンレチエロロクジ-1,192

色下以L/gm1.0物合化のそび及ムウニミルア03

31
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)

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)の量の和として0.00005mg/L以
下（暫定）

一般有機物

(注１) 農薬類は、115の農薬リストから水源地域の使用時期や状況を勘案して必要な農薬を選定し、検査結果を総合的に評価する。

(注２) 農薬類の目標値は、各農薬の検出値をそれぞれ目標値で除した値を合計し、その合計値が1以下であることを示す。

(注３) 4,6及び11は水質基準項目に移行されたことから、7は水質管理目標設定項目から削除され、4項目が欠番になっている。

無機物・重金属

一般有機物

消毒副生成物

臭　気

腐　食
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（３）要検討項目 46項目 

 

水道水質管理計画の策定に当たっての留意事項について

（平成4年12月21日衛水第270号厚生省生活衛生局水道整備課長通知）

「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」の一部改正における留意事項について

（令和3年3月26日薬生水発0326第１号厚生労働省医薬・生活衛生局水道課長通知 。令和3年4月1日施行）

分　区値標目目　　項

―物合化のそび及銀1

L/gm7.0物合化のそび及ムウリバ2

―物合化のそび及スマスビ3

L/gm70.0物合化のそび及ンデブリモ4

L/gm5000.0ドミアルリクア5

―酸ルリクア6

）定暫(L/gm80000.0ルーオジラトスエ-β-717

）定暫(L/gm20000.0ルーオジラトスエ-ルニチエ8

9 エチレンジアミン四酢酸(EDTA) 0.5mg/L

）定暫(L/gm4000.0ンリドヒロロクピエ01

L/gm200.0ルニビ化塩11

―ルニビ酸酢21

―ンミアジンエルト-4,231

―ンミアジンエルト-6,241

―ンリニアルチメジ－Ｎ，Ｎ51

L/gm20.0ンレチス61

物成生的図意非）定暫（L/QET-gp1類ンシキオイダ71

―ンミラトテンレチエリト81

）定暫（L/gm3.0ルーノェフルニノ91

）定暫（L/gm1.0Ａルーノェフスビ02

―ンジラドヒ12

―ンエジタブ-2,122

―ンエジタブ-3,132

L/gm10.0)ルチブ-n(ジ酸ルタフ42

L/gm5.0ルジンベルチブ酸ルタフ52

）定暫（L/gm8000.0ＲＬ－ンチスキロクミ62

27 有機すず化合物
0.0006mg/L（暫定）(トリブチルスズオ
キシド（TBTO))

―酸酢ロロクモロブ82

―酸酢ロロクジモロブ92

―酸酢ロロクモロブジ03

―酸酢モロブ13

―酸酢モロブジ23

―酸酢モロブリト33

―ルリトニトセアロロクリト43

―ルリトニトセアロロクモロブ53

L/gm60.0ルリトニトセアモロブジ63

―ドヒデルアトセア73

L/gm100.0ＸＭ83

物機有L/gm4.0ンレシキ93

L/gm520.0酸素塩過04 無機物

41 Ｎ-ニトロソジメチルアミン（NDMA) 0.0001mg/L

L/gm20.0ンリニア24

L/gm1000.0ンリノキ34

L/gm20.0ンゼンベロロクリト-3,2,144

L/gm2.0）ATN（酸酢三ロリトニ54

46 ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS） ―

無機物・重金属

有機物

有機物

消毒副生成物

有機物
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