
水質基準
（水道法第４条）

水質管理目標設定項目
（平成15年局長通知）

要検討項目
（平成15年審議会答申）

•具体的基準を省令で規定

•重金属、化学物質については浄水から評価値
の10％値を超えて検出されるもの等を選定

•健康関連31項目＋生活上支障関連20項目

•水道事業者等に遵守義務・検査義務有り

•水質基準に係る検査等に準じた検査を要請

•評価値が暫定であったり検出レベルは高くない
ものの水道水質管理上注意喚起すべき項目

•健康関連13項目＋生活上支障関連13項目

•毒性評価が定まらない、浄水中存在量が不明等

•全47項目について情報・知見を収集

最新の知見により毎年見直し
（逐次改正方式）
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水道水質基準制度について



平成30年11月水質基準逐次改正検討会（RR検討会）では、新評価値として
0.02mg/Lを提案
（1.1μg/kg体重/日×50kg÷2L/日×0.6（寄与率）≒0.02mg/L）
※H28年度データでは給水栓水6,329地点の最高値は0.009mg/Lであり、
対新評価値50％超の地点はない。

○平成31年３月 厚生科学審議会生活環境水道部会 方針について了承
○令和元年７月 食品安全基本法の規定に基づき食品安全委員会へ諮問

（８月６日答申受領）
○現在、パブリックコメント実施中（令和元年10月15日～11月13日まで）
○水質基準に関する省令を改正し、令和２年４月１日から適用予定

水道水質基準項目である「六価クロム化合物」について、内閣府食品安全委
員会にて毒性評価の見直し作業が行われ、平成30年９月18日の内閣府食品
安全委員会の答申により、新しいTDIとして1.1μg/kg体重/日が示された。
これを踏まえ、水道水質基準の現行基準値0.05mg/Lの見直しを検討。
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今後の水道水質基準の検討（六価クロム化合物）
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PFOS：ペルフルオロオクタンスルホン酸、PFOA：ペルフルオロオクタン酸

• ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡは、有機フッ素化合物の一種。泡消火剤等で広く使用され、環境中で分解されにく
い物質。

• ＰＦＯＳについては、平成21年に残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約で製造・使用・輸出入
が制限された。我が国においても、平成22年に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）
において第一種特定化学物質に指定され、ある特定の用途以外での製造・使用・輸入が禁止。

• ＰＦＯＡについては、本年４月末から５月頭にかけて開催されたストックホルム条約締約国会議において、
特定の用途を除き廃絶することが決定された。現在、化審法に基づく第一種特定化学物質への指定等、必
要な措置について検討が行われている。

ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡについて

・ 例年実施している検出状況調査では、原水・浄水ともに不検出が多く、検出されてもほとんどが30ng/L以下。

国内における検出状況

• 日本では、平成21年に要検討項目に設定し、水道水における検出状況や最新の科学的知見等の情報収集に
努めている。ただし、現時点ではＷＨＯの飲料水水質ガイドライン値が設定されていないなど、毒性評価
が定まっていないことから、目標値は設定していない。

• 海外では、法的拘束力を有するものは設定されていないが、以下のような指針値が設定されている。

アメリカ：PFOS、PFOA合計で70ng/L、ドイツ及び英国：PFOSで300ng/L
オーストラリア：PFOS/PFHxS（ペルフルオロヘキサンスルホン酸）合計で70ng/L、PFOAで560ng/L

最新の科学的知見を収集しつつ、現在、ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの目標値の設定について検討中。
（参考資料：令和元年7月2日令和元年度第１回水質基準逐次改正検討会 資料２及び資料２参考２）

目標値の設定状況

なお、環境省では、今年度、河川水、地下水等におけるＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの全国的な検出状況を把握す
るための調査を実施予定。

今後の要検討項目の検討（ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ）



１．検査方法告示（平成15年厚生労働省告示第261号）の改正関係

（１）六価クロム化合物の基準強化に伴う検査法の検討（別表3,4,5,6）

 Cr6+の新評価値設定に伴う現行検査方法の対応

（２）シアン化物イオン及び塩化シアンの混合標準液（別表12）

 標準液の調製及び検量線の作成における混合標準液による方法の追加の検討

（３）陰イオン類の分析方法の整理等（別表13、別表16の2）

 陰イオン類と塩素酸の同時分析の検討、採水時の添加試薬・添加量の検討

（４） 陰イオン類の液体クロマトグラフ質量分析法（別表18の２）

 塩素酸の検査方法の追加の検討

（５）標準列作成に係る規程（別表5、6、20、24及び28の2）

 検水の濃度範囲の上限が広がったため、標準列の調製方法について検討

２．残留塩素検査方法告示（平成15年厚生労働省告示第318号）の改正関係

 各別表について最新の知見を踏まえて検討

３．その他

 １（１）に関連して、「給水装置の構造及び材質の基準に係る試験」（平成9年厚生省告示第111号）

及び「資機材等の材質に関する試験」（平成12年年厚生省告示第45号）における取扱いも検討

⇒ 告示の改正案について年内にパブリックコメントを開始予定

検査方法に関する主な検討事項
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厚生労働省水道課のホームページでそれ以前の情報も含めて公開しています。

発生年月日 発生場所 原因飲料水 原因物質等 発生施設
摂食者
数*1 患者数

H21.9.24 鳥取県
不明（飲料水：簡易水
道の可能性あり）

不明 家庭等 36 

H22.11.15 千葉県 小規模貯水槽水道
クリプトスポリジウ
ム、ジアルジア

家庭等 43 28

H23.7.23 長野県 専用水道（沢水） 病原大腸菌(O121) 宿泊施設 16 

H23.8.1 山形県 湧水 病原大腸菌(O157) 家庭等 5 2 

H24.7.14 富山県 簡易水道(地下水)
エルシニア・エンテ
ロコリチカ

家庭等 3 

H25.5.9 大阪府 簡易専用水道？ ノロウイルス、カンピロ
バクター・ジェジュニ 飲食店 不明

H25.5.29 神奈川県 簡易専用水道 一般細菌、大腸菌 家庭等 85 11

H26.9.9 熊本県 簡易水道(地下水) 灯油 家庭等 128 2

H29.6.12 京都府 上水道（表流水） 軽油 家庭等 77 2

H29.6.24 山梨県 井戸水
カンピロバクター・
ジェジュニ

事業所 28 18

H31.2.5 兵庫県 簡易専用水道 ノロウイルス 飲食店 6
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健康影響の発生した水質汚染事故（H21～30年度）



●健康被害発生事例

平成30年度は健康被害が確認された水質事故が１件報告された。

【再掲】地下式の貯水槽を使用している簡易専用水道で食中毒（ノロウイルス）

が発生。調査したところ、汚水が流入したことが判明。濁度、臭気（腐敗臭）等

の汚染もあった。

●残留塩素濃度低下事例

専用水道、簡易水道において、複数の残留塩素が不検出事例の報告あり。次亜塩

素酸ナトリウムのタンクが空になっていたこと、注入ポンプの異常の放置等が原

因。塩素注入の徹底の指導を行った。

●誤接合（クロスコネクション）事例（平成30年度に報告があった事例）

• 給水管と農業用水管を誤接合し、未処理のまま居住者へ供給された。

• 給水管と工業用水管を誤接合し、公園内の手洗い場に工業用水が供給された。

平成30年度の水質事故事例
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H25 H26 H27 H28 H29

対象施設数 216,324 213,386 208,798 207,260 207,808

実施施設数 165,416 163,019 163,482 162,543 162,565

指摘施設数 42,138 39,440 38,903 37,943 36,410 

報告施設数（「特に衛生上問題があった」もの） 694 575 732 1,167 1,260 

内

訳

汚水槽その他排水設備から水槽に汚水若しくは
排水が流入し、又はそのおそれがある場合

16.7% 15.5% 14.3% 12.3% 10.8% 

水槽内に動物等の死骸がある場合 4.2% 4.7% 3.8% 4.2% 4.3% 

給水栓における水質の検査において、異常が認
められる場合

21.3% 15.3% 13.7% 9.0% 7.9% 

水槽の上部が清潔に保たれず、又はマンホー
ル面が槽上面から衛生上有効に立ちあがって
いないため、汚水等が水槽に流入するおそれが
ある場合

5.0% 6.1% 6.6% 4.5% 6.2% 

マンホール、通気管等が著しく破損し、又は汚
水若しくは雨水が水槽に流入するおそれがある
場合

50.9% 61.2% 50.3% 36.1% 41.5% 

その他検査者が水の供給について特に衛生上
問題があると認める場合

10.5% 12.2% 20.4% 34.0% 29.4% 

※内訳別の報告数には、複数回答されたものも含む
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簡易専用水道の検査の不適合数の推移



◆効率的な受検指導、衛生改善指導により、貯水槽水道の管理水準の向上を図
るべく、平成22年3月25日付けで行政、水道事業者、検査機関3者に通知

・ 都道府県等衛生担当部局と水道事業者における貯水槽水道の
所在地情報の共有を促進

・ 登録検査機関の協力による検査結果の代行報告を積極的に活用

行政

水道事業者

検査機関

貯水槽水
道所在地
の情報提
供要請

貯水槽水道設置者

情報提供

代行報告要請

代行報告

検査の実施
及び
代行報告協議

検査依頼
及び
代行報告了解

水道事業者としての
指導、助言等

効率的な受検指導、
衛生改善指導等
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約400自治体で
利用されている

貯水槽水道の管理水準の向上に向けた取組の推進



＜改正前＞

簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従って管理しなければならないとされてお
り（法第34条の2第1項）、管理基準の一つとして、水槽の掃除を１年以内毎に１回、定期に行うことが
定められている（規則第55条第1号）。

更に、簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなけれ
ばならないとされており（法第34条の2第2項）、検査の頻度は１年以内毎に１回とされている（規則第
56条第1項）。

＜改正趣旨・内容＞

施設運営上、清掃の実施日や検査の実施日に制約がある場合などを考慮し、清掃の頻度及び検査
の頻度を、「毎年一回以上」に改める。

例えば、１年の中で水槽の掃除や管理の検査を行う月を特定し、毎年、当該月に掃除、検査を行う方
法が考えられる。

毎年、複数回、掃除や検査を実施することを妨げるものではない。

＜施行日＞

令和元年10月１日（水道法施行規則の一部を改正する省令（令和元年厚生労働省令第57号））

＜その他の通知の改正＞

「飲用井戸等衛生対策要領」における飲用井戸等（小規模貯水槽水道を含む）の定期の水質検査の
実施頻度についても、同様の趣旨で改正済。

（令和元年10月17日付け生食発1017第２号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知）
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簡易専用水道の水槽の掃除及び検査の頻度に係る規定の改正



施設基準

対策指針

「水道施設の技術的基準を定める省令」
（平成１２年厚生省令第１５号）

【平成１９年、令和元年5月29日改正】

 原水に耐塩素性病原生物が混入する恐れがあ
る場合の浄水施設の要件

（第５条第１項第８号）

 紫外線処理を用いる浄水施設の要件
（第５条第９項各号）

「クリプトスポリジウム等対策指針」
【令和元年5月29日改正】

 汚染のおそれのレベル判断及びレベルに応じた
施設整備・運転監視と原水水質検査
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耐塩素性病原生物対策の推進



水道水中のクリプトスポリジウム等対策の実施について
（平成19年3月30日付け 健水発第0330005号水道課長通知 最終改正：令和元年5月29日

原水は地表水

地表水混入が無い
被圧地下水
から取水

汚染のおそれあり yes

no

yes

no

原水
指標菌検出
事案有り

yes

no

指標菌検査

※指標菌とは大腸菌及び嫌気性芽胞菌

H20から指標菌等検査を水質検査計画に位置づけ

汚染のおそれの
レベルの判断

施設整備・運転管理

原水水質検査

分類されたレベルに応じて

実施

施設整備・運転監視 原水検査等

Level 4

汚染のおそれが高い

ろ過（濁度0.1度以下）
又は
ろ過した後に紫外線処理
(UV照射量の常時確認)

・水質検査計画に基づき

適切頻度で原水検査

(クリプト等＋指標菌※)

・浄水は通常14日間保存Level ３

汚染のおそれがある

Level４対応又は
UV設備
UV照射量の常時確認

Level ２

当面、汚染の可能性

低い

指標菌 1回/3ヶ月以上

Level １

汚染の可能性が低い

大腸菌・TCE等 1回/年

井戸内撮影等 1回/3年

今回改正点

11

クリプトスポリジウム等対策指針（概要）
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出典 ： 厚生労働省水道課

レベル判定状況
（平成30年３月末）

クリプトスポリジウム等対策の実施状況

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

レベル４ レベル３ レベル２ レベル１ レベル不明

浄
水
施
設
数

不明※※

対応検討中※

対応済み

上水道／用供 簡易水道 専用水道 合計

対象浄水施設数 ８，１３４ ５，３４３ ６，８４９ ２０，３２６

レベル４施設数
（対応済み）

（対応検討中）

２，２４７
（２，０７１）
（１７６）

１，６１３
（１，３００）
（３１３）

３１１
（２５９）
（５２）

４，１７１
（３，６３０）
（５４１）

レベル３施設数
（対応済み）

（対応検討中）

１，９６４
（１，０６１）
（９０３）

１，１５２
（４８９）
（６６３）

３５７
（１９３）
（１６４）

３，４７３
（１，７４３）
（１，７３０）

レベル２施設数 １，５３８ ９６６ １，６０４ ４，１０８

レベル１施設数 ２，１５９ ９９６ ３，８８９ ７，０４４

レベル不明施設数 ２２６ ６１６ ６８８ １，５３０

地下水・伏流水では未対応が多い

※ 具体的な導入予定のある施設を含む
※※ ろ過施設等導入済の施設を含む


