
1 

生活環境水道部会の開催実績 

○第１回 平成 14 年８月１日 

【議事】 

（１）厚生科学審議会生活環境水道部会について 

（２）部会長の選出及び部会長代理の指名について 

（３）水道行政の最近の動向について 

（４）諮問について 

（５）その他 

【概要】 

・事務局より最近の水道行政の動向（平成 13 年改正水道法を含む。）について説明を行った。

また、厚生労働大臣から厚生科学審議会会長宛に諮問された内容（世界保健機構（WHO）にお

ける飲料水水質ガイドラインの改訂の動き等を踏まえ、水質基準の見直し等を行うことにつ

いて）についてご了承を頂いた。 

 

○第２回 平成 14 年 12 月 20 日 

【議事】 

（１）水質管理専門委員会の審議状況について 

（２）その他 

【概要】 

・事務局より水質管理専門委員会の審議の進捗状況について報告を行い、水質に関する基準の

見直し等に係る基本的考え方（素案）、微生物に係る基準、化学物質に係る基準、水質検査方

法、水質検査計画等についてご意見を頂いた。 

 

○第３回 平成 15 年３月 11 日 

【議事】 

（１）水質管理専門委員会報告案について 

（２）その他 

【概要】 

・事務局より「水質基準の見直し等について（案）」を説明し、基本的考え方、病原微生物に係

る水質基準、化学物質に係る水質基準、水質検査方法、クリプトスポリジウム等の耐塩素性

病原微生物対策、水質検査計画、簡易専用水道の管理及び 34 条機関のあり方、水質管理目標

設定項目等の取扱い等についてご意見を頂いた。 

 

○第４回 平成 15 年４月 28 日 

【議事】 

（１）水質管理専門委員会報告案について 

（２）その他 

【概要】 

・生活環境水道部会として「水道法第４条第２項の規定に基づき定められる水質基準の見直し

等を行うことについて（報告）」を報告書としてとりまとめることについてご了承を頂いた。 

参考資料１ 
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○第５回 平成 18 年８月４日 

【議事】 

（１）厚生科学審議会生活環境水道部会について 

（２）水道行政の最近の動向について 

（３）クリプトスポリジウム等対策について 

（４）水質基準の見直し等について 

（５）その他 

【概要】 

・事務局より水道行政の最近の動向について説明を行った。平成 15 年の水質基準の見直しに関

する答申を受け、事務局よりクリプトスポリジウム等の耐塩素性病原生物対策（案）及び水

質基準の見直し等（案）（塩素酸に係る水質基準の設定など）について説明し、ご意見を頂い

た。 

 

○第６回 平成 19 年 10 月 26 日 

【議事】 

（１）水質基準の見直し等について 

（２）水道施設の耐震化について 

（３）指定給水装置工事事業者制度について 

（４）その他 

【概要】 

・事務局より水質基準の見直し等（案）（TOC に係る水質基準値の強化など）、水道施設の耐震

性能基準の明確化、及び指定給水装置工事事業者制度の施行状況の評価・課題等について説

明し、ご意見を頂いた。 

 

○第７回 平成 20 年 12 月 16 日 

【議事】 

（１）厚生科学審議会生活環境水道部会について 

（２）水質基準の見直し等について 

（３）水道行政の最近の動向について 

（４）その他 

【概要】 

・事務局より TOC に係る水質基準の見直し等及び今後の水質基準等の見直しの方向性について

説明し、ご意見を頂いた。 
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○第８回 平成 22 年２月２日 

【議事】 

（１）厚生科学審議会生活環境水道部会について 

（２）水質基準の見直し等について 

（３）水道行政の最近の動向について 

（４）その他 

【概要】 

・事務局よりカドミウムに係る水質基準の見直し等及び今後の水質基準等の見直しの方向性に

ついて説明し、ご意見を頂いた。 

 

○第９回 平成 22 年 12 月 21 日 

【議事】 

（１）厚生科学審議会生活環境水道部会について 

（２）水道水質検査の信頼性確保に関する今後の取組について 

（３）水質基準の見直し等について 

（４）水道行政の最近の動向について 

（５）建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の改正について 

（６）その他 

【概要】 

・事務局より水道水質検査の信頼性確保に関する今後の取組、トリクロロエチレンに係る水質

基準の見直し等について説明し、ご了承を頂いた。また、水道行政の最近の動向、建築物に

おける衛生的環境の確保に関する法律施行規則の改正について説明し、ご意見を頂いた。 

 

○第 10 回 平成 23 年４月 19 日 

【議事】 

（１）福島第一原子力発電所の事故に関連した水道水中の放射性物質への厚生労働省の取組 

（２）今後の課題や検討体制 

（３）その他 

【概要】 

・事務局より水道水中の放射性物質への厚生労働省の取組について説明し、「水道水における放

射性物質対策検討会」を設置することについてご了承を頂いた。 

 

○第 11 回 平成 23 年６月 30 日 

【議事】 

（１）福島第一原子力発電所の事故に関連した水道水中の放射性物質への厚生労働省の取組 

（２）今後の課題や検討体制 

（３）その他 

【概要】 

・事務局より「水道水における放射性物質対策中間取りまとめ」について説明し、今後の水道

水中の放射性物質のモニタリング方針についてご了承を頂いた。 
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○第 12 回 平成 24 年３月５日 

【議事】 

（１）水道水中の放射性物質に係る指標の見直しについて 

（２）水質基準の見直し等について 

（３）農薬類の分類見直しについて 

（４）水道行政の最近の動向について 

（５）地域保健対策検討会における対物保健検討状況について 

（６）その他 

【概要】 

・事務局より水道水中の放射性物質に係る指標の見直し、水質基準の見直し、農薬類の分類見

直し等について説明し、ご了承を頂いた。また、水道行政の最近の動向、地域保健対策検討

会における対物保健検討状況について説明し、ご意見を頂いた。 

 

○第 13 回 平成 24 年 12 月４日 

【議事】 

（１）新水道ビジョン策定検討状況について 

（２）東日本大震災の被害状況調査結果について 

（３）その他 

【概要】 

・事務局より新水道ビジョンの策定検討状況、東日本大震災の被害状況調査結果等について説

明し、ご意見を頂いた。 

 

○第 14 回 平成 25 年３月 19 日 

【議事】 

（１）農薬類の分類見直しについて 

（２）水質基準等の見直しについて 

（３）新水道ビジョンの策定状況について 

（４）水道行政の最近の動向について 

（５）その他 

【概要】 

・事務局より農薬類の分類見直し、水質基準の見直しについて説明し、ご了承を頂いた。また、

水道水質基準に係る今後の検討事項、新水道ビジョンの策定状況、水道行政の最近の動向に

ついて説明し、ご意見を頂いた。 
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○第 15 回 平成 26 年３月 19 日 

【議事】 

（１）水質基準等の見直しについて 

（２）水質基準に係る今後の検討事項について 

（３）水道行政の最近の動向について 

（４）その他 

【概要】 

・事務局より水質基準の見直しについて説明し、ご了承を頂いた。また、水道水質基準に係る

今後の検討事項、水道行政の最近の動向について説明し、ご意見を頂いた。 

 

○第 16 回 平成 27 年２月５日 

【議事】 

（１）浄水処理対応困難物質について 

（２）水質基準等の見直しについて 

（３）水質異常時における摂取制限等を伴う給水継続の考え方について  

（４）水道行政の最近の動向について 

（５）その他 

【概要】 

・事務局より浄水処理対応困難物質、水質基準等の見直しについて説明し、ご了承を頂いた。

また、水質異常時における摂取制限等を伴う給水継続の考え方、水道行政の最近の動向につ

いて説明し、ご意見を頂いた。 

 

○第 17 回 平成 28 年２月 17 日 

【議事】 

（１）水質基準等の見直しについて 

（２）水質異常時における摂取制限を伴う給水継続の考え方について  

（３）今後の水道事業の維持・向上方策の検討の進め方について  

（４）その他 

【概要】 

・事務局より水質基準等の見直し、水質異常時における摂取制限等を伴う給水継続の考え方に

ついて説明し、ご了承を頂いた。また、水道事業の維持・向上に関する専門委員会の設置に

ついて、ご了承を頂いた。 

 

○第 18 回 平成 29 年１月 31 日 

【議事】 

（１）水質基準等の改正方針について 

（２）水道事業の維持・向上に関する専門委員会報告書について（報告） 

（３）その他 

【概要】 

・事務局より水質基準等の見直しについて説明し、ご了承を頂いた。また、水道事業の維持・

向上に関する専門委員会報告書について説明し、ご意見を頂いた。 
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○第 19 回 平成 30 年２月 15 日 

【議事】 

（１）水質基準等の見直しについて 

（２）水道の現状と水道法の見直しについて 

（３）その他 

【概要】 

・事務局より水質基準等の見直しについて説明し、ご了承を頂いた。また、水道法の一部を改

正する法律案について説明し、ご意見を頂いた。 

 

○第 20 回 平成 31 年３月 13 日 

【議事】 

（１）水質基準等の見直しについて 

（２）水道法の改正と水道行政の最近の動向等について 

（３）建築物衛生行政の最近の動向等について 

（４）その他 

【概要】 

・事務局より六価クロム化合物に係る水質基準等の見直しについて説明し、ご了承を頂いた。

また、水道法の改正と水道行政の最近の動向、建築物衛生行政の最近の動向等について説明

し、ご意見を頂いた。 

 

○第 21 回 令和２年３月 23 日 

【議事】 

（１）水質基準等の見直しについて 

（２）水道法の改正と水道行政の最近の動向等について 

（３）建築物衛生行政の最近の動向等について 

（４）その他 

【概要】 

・事務局より六価クロム化合物の水質基準の見直しに伴う資機材基準等の見直し、PFOS 及び

PFOA に係る目標値（暫定）の設定等について説明し、ご了承を頂いた。また、水道行政の

最近の動向、建築物衛生行政の最近の動向等について説明し、ご意見を頂いた。 

 

○第 22 回 令和３年３月 17 日（持ち回り審議） 

【議事】 

（１）水道の水質基準等の見直しについて 

（２）水道行政の最近の動向等について 

（３）建築物衛生行政の最近の動向等について 

【概要】 

・水道の水質基準等の改正方針案について了承された。また、水道行政の最近の動向等及び建

築物衛生行政の最近の動向等について報告した。 

 


