
 
 

水道水質管理計画に基づく水質監視地点（１／４） 

【表流水（１／２）】 

  

都県名 地点数 採水地点 検査主体 

宮城県 13 

阿武隈川水系：七ヶ宿ダム貯水池、阿武隈川

名取川水系：釜房ダム貯水池、名取川、大倉

川 

鳴瀬川水系：吉田川、鳴瀬川 

北上川水系：江合川、北上川、旧北上川、迫

川 

その他水系：大川、七北田川 

宮城県企業局、岩沼市、仙台市、

大崎市、登米市、石巻地方広域

水道企業団、気仙沼市、栗原市

山形県 13 

最上川水系：最上川（３地点）、大樽川、水

窪ダム、寒河ダム、神室ダム、田沢川ダム、

蔵王ダム、綱木川ダム、長井ダム 

その他水系：月山ダム、飛島のダム 

南陽市、山形市、酒田市、米沢

市、山形県企業局、天童市、寒

河江市、東根市、新庄市、鶴岡

市、長井市、 

福島県 20 

阿武隈川水系：阿武隈川、南川、逢瀬川、大

滝根川、釈迦堂川、北須川、摺上川、堀川 

阿賀野川水系：猪苗代湖（２地点）、湯川、

阿賀川、押切川 

夏井川水系：夏井川、小玉川、好間川 

鮫川水系：鮫川、四時川 

その他水系：木戸川、真野川 

福島市、郡山市、須賀川市、石

川町、福島地方水道用水供給企

業団、白川地方水道用水供給企

業団、会津若松市、会津若松地

方水道用水供給企業団、北方地

方水道用水供給企業団、いわき

市、双葉地方水道企業団、相馬

地方広域水道企業団 

茨城県 19 

久慈川水系：山田川、里川、久慈川、八溝川

那珂川水系：那珂川（２地点）、涸沼川 

利根川水系（霞ヶ浦を除く。）：利根川（２

地点）、思川、鬼怒川 

霞ヶ浦水系：霞ヶ浦（２地点）、北浦、鰐川

その他水系：大北川、花園川、花貫川、十王

川 

北茨城市、高萩市、日立市、大

子町、常陸太田市、日立市、茨

城県企業局、古河市 

栃木県 6 
利根川水系：大家川、鬼怒川（２地点）、思

川、那珂川（２地点） 

宇都宮市、栃木県企業局、小山

市、茂木町、栃木県保健福祉部

群馬県 11 

利根川水系：片品川、利根川（２地点）、四

万川、烏川、碓井川、鏑川（２地点）、神流

川、渡良瀬川（２地点） 

沼田市、群馬県企業局、中之条

町、高崎市、安中市、富岡市、

吉井町、藤岡市、みどり市、桐

生市 
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水道水質管理計画に基づく水質監視地点（２／４） 

【表流水（２／２）】 

都県名 地点数 採水地点 検査主体 

新潟県 16 

信濃川水系：信濃川（２地点）、五十嵐川、

中之口川、西川、刈谷田川、三国川 

その他水系：阿賀野川（２地点）、加治川、

谷根川（２地点）、前川、桑取川、正善寺川、

水金沢 

阿賀野川水系水質保全連絡協議

会（新潟市水道局等）、信濃川

水系水質保全連絡協議会（新潟

市水道局等）、上越地域水道用

水供給企業団、魚沼地域広域水

道企業団、新発田市、柏崎市、

上越市、相川町 

東京都 
※水道水質管理計画の中には実施地点は明記されてい

ない。 
東京都水道局等 

埼玉県 10 

利根川水系：江戸川（２地点）、利根川 

荒川水系：荒川（４地点）、入間川、槻川、

七重川 

埼玉県企業局、秩父市、飯能市、

入間市、寄居町、狭山市、小川

町、毛呂山町、ときがわ町 

千葉県 26 

利根川水系：江戸川（３地点）、利根川（４

地点）、長門川、黒部川、高田川、印旛沼、

栗山川、房総導水路、長柄ダム（２地点） 

養老川水系：高滝ダム、養老川 

夷隅川水系：東第１・第２ダム、御宿ダム、

夷隅川 

その他水系：小櫃川、小久保ダム、待崎川、

小向ダム、鋸山ダム、作名ダム 

千葉県水道局、北千葉広域水道

企業団、野田市、神崎町、香取

市、長門川水道企業団、東総広

域水道企業団、銚子市、九十九

里地域水道企業団、南房総広域

水道企業団、大多喜町、君津広

域水道企業団、富津市、いすみ

市、御宿町、勝浦市、鴨川市、

南房総市、鋸南町、三芳水道企

業団 

神奈川県 11 

相模川水系：相模川（３地点）、道志川、中

津川 

酒匂川水系：酒匂川、狩川 

その他水系：水無川、天狗沢、新崎川、大山

川 

神奈川県企業庁、横浜市、川崎

市、横須賀市、神奈川県内広域

水道企業団、秦野市、神奈川県

保健福祉部 
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水道水質管理計画に基づく水質監視地点（３／４） 

【地下水（１／２）】 

都県名 地点数 採水地点 検査主体 

宮城県 

浅井戸：5 

深井戸：9 

（Ｈ２０実

績） 

浅井戸：登米市東和町米谷第２、登米市東和

町米川、本吉町新圃の沢、南三陸町助作第２、

南三陸町戸倉 

深井戸：栗原市一迫町不動西、大崎市上川

原・松沢、桶谷町福沢、色麻町八原、色麻町

新山、利府町惣ノ関、仙台市岡田、山元町坂

本第２、大河原町上川原 

宮城県環境生活部（Ｈ２

２以降は事業体の実施予

定。） 

山形県 

伏流水：1 

浅井戸：1 

深井戸：6 

伏流水：泉田水源 

浅井戸：袋田水源 

深井戸：高擶浄水場、西根水源、鳥海水源、

鶴岡浄水場、平山浄水場、蔵王温泉浄水場 

天童市、寒河江市、東根

市、新庄市、酒田市、鶴

岡市、長井市、山形市 

福島県 5 

下野寺水源ポンプ場、後原水源ポンプ場、法

田第二ポンプ場、大熊第一水源ポンプ場、相

馬第一水源ポンプ場 

福島市、白河市、いわき

市、双葉地方水道企業団、

相馬地方広域水道企業団

茨城県 7 

以下に示す水道事業者の水源井戸 

常陸太田市水道事業、ひたちなか市水道事

業、茨城町水道事業、つくば市水道事業、筑

西市水道事業、結城市水道事業、常総市水道

事業 

常陸太田市、ひたちなか

市、茨城町、つくば市、

筑西市、結城市、常総市

栃木県 9 

以下に示す浄水場の取水井、着水井等 

矢板市中央浄水場、那珂川町中部地区浄水

場、那須町小島浄水場、真岡市荒町配水場、

芳志戸浄水場、瀬尾浄水場、天王浄水場、川

原田浄水場、常盤簡易水道 

矢板市、那珂川町、那須

町、真岡市、芳賀中部上

水道企業団、日光市、足

利市、栃木市、佐野市 

群馬県 
伏流水：1 

深井戸：7 

伏流水：みなかみ町第３水源 

深井戸：有馬９号井、トンネル中里、野中６

号水源、竜宮８号水井、大泉町第６水源井、

太田市第２水源７号井、館林市第２０号井 

みなかみ町、渋川市、高

崎市、前橋市、伊勢崎市、

大泉町、太田市、館林市

新潟県 ※水道水質管理計画の中には実施地点は明記されていない。

村上市、新発田市、長岡

市、大和町、上越市、畑

野町等 

東京都 ※水道水質管理計画の中には実施地点は明記されていない。 東京都水道局等 

  

3



 
 

水道水質管理計画に基づく水質監視地点（４／４） 

【地下水（２／２）】 

都県名 地点数 採水地点 検査主体 

埼玉県 
伏流水：3 

地下水：22 

伏流水：入間川（２地点）、毛呂川 

地下水：以下の市に位置する井戸、もしくは

水道事業者の取水井戸等 

深谷市、所沢市第１浄水場、川口市新郷浄水

場、川越市郭町浄水場、戸田市、行田市向町

浄水場、加須市、春日部市、本庄市第二浄水

場、宮代町、鴻巣市、川島町、新座市、ふじ

み野市、東松山市第２浄水場、熊谷市、日高

市、久喜市鷲宮水道事業、さいたま市土合浄

水場、さいたま市日進浄水場、越谷・松伏水

道企業団南部浄水場、桶川北本水道企業団 

加須市、春日部市、本庄

市、宮代町、鴻巣市、川

島町、新座市、ふじみ野

市、東松山市、熊谷市、

日高市、久喜市、さいた

ま市、越谷・松伏水道企

業団、桶川北本水道企業

団、深谷市、所沢市、川

口市、川越市、戸田市、

行田市 

千葉県 37 

成田給水場、市原分場、姉崎分場、千葉分場、

大宮分場、北習志野分場、土気浄水場、光風

台浄水場、常盤平浄水場、習志野市第１給水

場、習志野市第２給水場、柏市第３水源池、

柏市第５水源池、江戸川台浄水場、高津浄水

場、湖北台浄水場、上烏田浄水場、横山浄水

場、久保浄水場、永吉浄水場、並木町配水場、

南部浄水場、志津浄水場、四街道市第１浄水

場、四街道市第３浄水場、尾上浄水場、榎戸

浄水場、富里市浄水場、平岡配水場、印旛配

水場、久賀浄水場、皿木浄水場、山武市浄水

場、山本浄水場、大畑浄水場、下総小野浄水

場、市場浄水場 

千葉県水道局、千葉市、

市原市、松戸市，習志野

市、柏市、流山市、八千

代市、我孫子市、木更津

市、大多喜町、君津市、

袖ヶ浦市、成田市、佐倉

市、四街道市、酒々井町、

八街市、富里市、印西市、

印旛村、多古町、長生郡

市広域市町村圏事務組

合、山武市、三芳水道企

業団、香取市、成田市、

鹿野山水道 

神奈川県 

伏流水：3 

湧水：3 

地下水：14 

伏流水：早戸川、皆瀬川、塩水水源 

湧水：水土野水源、小田原市根府川第二浄水

場、真鶴町江之浦水源地 

地下水：以下の市に位置する井戸等 

川崎市、小田原市、三浦市、三浦市（２地点）、

秦野市、仇の市、座間市、座間市、中井町、

大井町、松田町、開成町、愛川町 

神奈川県企業庁、川崎市、

小田原市、三浦市、秦野

市、座間市、神奈川県保

健福祉部 
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