
水質管理目標設定項目の一部改正案に関する意見の募集について

平成１９年５月１７日

厚生労働省健康局水道課

水質管理目標設定項目（平成15年10月10日健発第1010004号厚生労働省健康局長通

知の別添１）に新たに従属栄養細菌を追加すること、及び、水質管理目標設定項目

下記の要である農薬類の対象農薬リスト（同通知の別添２）を見直すことに関し、

御意見を募集します。領により

なお、御意見に対して個別に回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。

記

１．意見の提出期限、提出方法及び宛先

平成１９年６月１８日（月)(必着)までに、下記様式により、電子メール、ファ

クシミリ又は郵便にてお寄せください。

水質なお、提出していただく電子メール、ファクシミリ及び郵便には、必ず｢「

について｣と明記してください。管理目標設定項目の一部改正

〈電子メールの場合〉

@mhlw.go.jp (テキスト形式に限る。)suishitsu

〈ファクシミリの場合〉

：03-3503-7963ファクシミリ番号

厚生労働省健康局水道課水道水質管理室あて

〈郵便の場合〉

〒100-8916

東京都千代田区霞が関1-2-2

厚生労働省健康局水道課水道水質管理室

〈記入項目〉

[宛先] 厚生労働省健康局水道課水道水質管理室

[氏名] (貴方の所属（会社名・部署名）を併記してください。)

[住所]

[電話番号]

[FAX番号]

「 について｣と明記してくださ[件名] （ 水質管理目標設定項目の一部改正

い。）

[意見] 該当箇所（資料のどの部分についての意見かを明記してください。)

意見内容

理由

２．意見の提出上の注意

御意見は日本語でお願いします。

御記入いただいた氏名、住所、電話番号及びFAX番号は、提出意見の内容に不明

な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。

なお、寄せられた御意見が公開されることにつき、あらかじめ御了解願います。



水質管理目標設定項目の一部改正案について 

 

１．概要 

 

水質管理目標設定項目（平成 15 年健発第 1010004 号厚生労働省健康局長通知（以

下「局長通知」という。）の別添１）に新たに従属栄養細菌を追加する。また、水質

管理目標設定項目である農薬類の対象農薬リスト（局長通知の別添２）の見直しを行

うこととする。 

 

２．改正内容の案 

（１） 従属栄養細菌の追加 

 

  水質管理目標設定項目に従属栄養細菌を追加する。その目標値は「1ｍＬの検水で

形成される集落数が 2,000 以下(暫定)注)」とし、検査法は R2A 寒天培地法とする。この

ため、局長通知の別添１の一部を改正することとする。 

注) 従属栄養細菌の目標値は 20±1℃で 7日間培養した後の集落数である。 
 

 

 

（２） 農薬類の対象農薬リストの見直し 

 

  水質管理目標設定項目である農薬類の対象農薬リストにフィプロニルを追加する。

その目標値は「0.0005 mg/Ｌ」とし、検査法は固相抽出-LC-MS 法（ネガティブモー

ド）とする。 

また、テルブカルブ及びジメピぺレートを削除する。 

このため、局長通知の別添２の一部を改正することとする。 

 

３．参考資料 

・ 参考１  水質管理目標設定項目の一部改正について 

・ 参考２  従属栄養細菌に係る水質管理目標設定項目の設定等について 

・ 参考３ 農薬類に係る水質管理目標設定項目の設定等について 

・ 参考４ 局長通知の別添１及び別添２ 
 

別紙 



 

水質管理目標項目の一部改正について 
 
１．経緯 

水質管理目標設定項目については、水道法(昭和 32 年法律第 177 号)第 4 条

第 2 項の規定に基づき定められる水質基準に準じて、体系的・組織的な監視

によりその検出状況を把握し、水道水質管理上留意すべき項目として「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。以下「局長通知」

という。）において示したものである。 
平成 18 年 8 月 4 日に厚生科学審議会生活環境水道部会を開催したところ、

水質管理目標設定項目に関して以下の方向性が示された。 

• 従属栄養細菌(Heterotrophic Plate Count, HPC) … 水道施設の健全

性を判断するため、また、我が国における従属栄養細菌の存在量等必要

な情報、知見の収集を図るため、水質管理目標設定項目として「従属栄

養細菌」を追加する。 
 本来的には、配水区域ごとに定期的に測定し、異常な増加が生じない

ことを確認するという使用方法が適切と考えられるが、当面、目標値を

「1ｍL の検水で形成される集落数が 2,000 以下(暫定。R2A 寒天培地を

使用し、20±1℃で 7 日間培養する方法による。)であること」とする。

但し、今後、集積された情報、知見を踏まえて再検討する。 

• 農薬類 … 水質管理目標設定項目である「農薬類」に、国内推定出荷

量が 50 トン/年を上回るフィプロニル(殺虫剤)を追加し、農薬取締法(昭
和 23 年法律第 82 号)第 2 条に基づく登録が失効し、最近の調査でも検

出されていないテルブカルブ(MBPMC)及びジメピペレート(いずれも

除草剤)を削除する。 

このため、以下のように局長通知の改正を行おうとするもの。 
 
２．水質管理目標項目の改正案 
（１）従属栄養細菌の追加(案) 

水質管理目標項目として従属栄養細菌を加える。 
• 目標値： 1ｍL の検水で形成される集落数が 2,000 以下(暫定)注) 

注) 従属栄養細菌の目標値は 20±1℃で 7 日間培養した後の集落数である。 
≪目標値の設定根拠≫ 

 従属栄養細菌の数値は培養条件によって大きく異なり、検出菌

数が大きく増加している途中段階では、安定的に測定結果を得

ることは容易ではない。諸外国においては採用事案がある 20℃、

参考１ 



 

48 時間での 100cfu/mL 以下という水準は、十分な知見は集積さ

れていないが、20℃、7 日間における 2,000cfu/mL 以下に概ね

相当すると考えられるので、暫定的な目標値として設定し、今

後、集積された情報、知見を踏まえて再検討する。 
 いずれにしても、単に目標値と比較した多寡を論ずるだけでは

なく、継続的な測定により、異常な増加が生じないことを確認

する、といった使用方法が重要である。 
• 検査方法 ： R2A 寒天培地法 
• その他の関連情報： 参考 2 を参照 

（２） 農薬類の対象農薬リストの見直し(案) 
水質管理目標項目の対象農薬リストにフィプロニルを加え、テルブカルブ及

びジメピペレートを削除する。 

【フィプロニル】 
• 目標値：0.0005 mg/L 

≪目標値の設定根拠≫ 
 耐容一日摂取量 0.2μg/kg 体重/日 

 [根拠]  食品衛生法に基づく食品中に残留する農薬の基準設

定の検討の根拠となった「薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会

毒性部会・残留農薬部会合同部会」（平成 13 年 3 月 23 日）におい

て示された耐容一日摂取量を引用した。なお、この耐容一日摂取

量は、SD ラットを用いた 2 年間混餌投与試験で得られた

NOAEL：0.02mg/kg 体重/日に不確実係数：100 を適用して求めら

れたものであり、0.06 mg/kg 体重/日投与群においては、MCV 及

び血中チロキシン濃度の低下、慢性腎症等(但し症状に関する量－

反応関係は報告されていない)が認められたとされている(食品衛

生研究 Vol．52, No.9 (2002))。 
 飲料水寄与率 10% 
 標準体重等  体重 50kg のヒトが 1 日 2L 飲むと仮定 

• 用途： 殺虫剤 
• 検査方法 ： 固相抽出-LC-MS 法(ﾈｶﾞﾃｨﾌﾞﾓｰﾄﾞ) 
• その他の関連情報： 参考 3 を参照 

【テルブカルブ】、【ジメピペレート】 

• 農薬取締法(昭和 23 年法律第 82 号)第 2 条に基づく登録が失効し、最近

の調査でも検出されていないテルブカルブ(MBPMC)及びジメピペレート

(いずれも除草剤)を削除する。 



 

従属栄養細菌についての関連情報 
 

平成 15 年 4 月 28 日 厚生科学審議会答申(厚科審第 5 号) 
Ⅱ．病原微生物に係る水質基準－1.一般細菌 及び 参考 を一部改 

•  水道の分野における微生物汚染への対応はコッホ(Robert Koch)の業績に

始まり、緩速砂ろ過により細菌聚落数(現在の一般細菌に相当)が 100 個/mL 
以下に制御(ろ過除去)された水道水を介してのコレラやチフスの集団発生が

抑えられることを根拠として、細菌数の測定がろ過工程の評価に採用された。

我が国においても、この目的で一般細菌が導入された。 
 今日、一般細菌は、高濃度の有機栄養物を含む非選択性の標準寒天培地を

用いて 36±1℃で 24±2 時間培養し、培養後、形成した集落の全てを一般細

菌として菌数を算出することにより測定しており、検査方法も簡便であるこ

とから、工程管理的要素を加味した指標細菌として活用している浄水場も少

なくない。しかし、この方法では、水中の細菌の一部しか検出できないとい

う短所がある。 
• 一方、従属栄養細菌とは、有機栄養物を比較的低濃度に含む培地を用いて

低温で長時間培養したとき、集落を形成する全ての菌数を算出することによ

り測定するもので、生育に有機物を必要とするより多様な細菌を検出するこ

とができる。 
 このため、浄水処理過程や消毒過程での細菌の挙動を評価するのにより適

しており、また、配水系における塩素の消失や滞留の状況を評価することに

もより適している。 
 
（１）現行規制等 

水質基準値 なし 
水質管理目標設定項目目標値 なし 
その他基準 薬品基準：なし、資機材基準：なし、 

給水装置基準：なし 
他法令の規制値等 
環境基本法 環境基準 なし 
食品衛生法 規格基準(清涼飲料水) なし 

諸外国等の水質基準値又はガイドライン値 
WHO なし 
EU 指令 なし 
USEPA MCL 等 MCLG(MCL Goal) なし 

MCL(Maximum Contaminant Level) なし。但し、

500cfu/mL 以下（培養方法 不定）に処理することが求め

られる。 

参考２ 



 

他諸外国 ドイツ ： 100cfu/mL 未満(20℃及び 36℃48 時間の培養)
オランダ： 100cfu/mL 以下(22℃、48 時間の培養) 
オーストラリア： 
消毒有り 100cfu/mL 未満(35、37℃、48 時間の培養) 
消毒無し 500cfu/mL 未満(同一培養条件) 

カナダ ： 500cfu/mL 以下(培養方法 不定) 
 
（２）水道水(原水・浄水)での検出状況等 

17 年度社団法人日本水道協会調査(22 水道事業体参加) 

 

（３）検査にあたっての留意事項等 
• 一般細菌の検査に合わせて実施することが望ましい。 
• 同一プレートで 48 時間後、72 時間、可能ならば 14 日間後の菌数を算

出することが望ましい。 
• 給水栓から採水するときは、十分放流した後採取すること。予め栓口を

火炎滅菌することも有効である。



 

 
フィプロニルについての関連情報 

 

 

（１）物質特定情報 
名称 フィプロニル 

5-Amino-3-cyano-1-(2,6-dichloro-4-trifluoro-methylphenyl)-4-trifluoro
methylsulfinylpyrazole 

CAS No. 120068－37－3 
構造式 

C12H4Cl2F6N4OS 
分子量 437.1 

 
（２）物理化学的性状 

物理的性状 白色の粉末 (日本語版 ICSC) 

沸点(℃) － 
融点(℃) 201     (日本語版 ICSC) 
水への溶解度(mg/L) 2      (Pesticide Manual 第 10 版) 
水/オクタノール分配係数(logPow) 4.0     (Pesticide Manual 第 10 版) 
蒸気圧(nPa) 370(20℃)  (Pesticide Manual 第 10 版) 

 
（３）用途・使用実績 

用途 殺虫剤 
• 適用作物 … 水稲、葉菜類等。他、ゴキブリ駆除剤としても使用さ

れる。 
• 作用機構 … 抑制性神経伝達物質である GABA（γ-アミノ酪酸）受

容体に作用し、神経伝達を阻害して致死させる(農薬ハンドブックよ

り)。 
使用実績 • 原体生産・輸入量  

 80 ﾄﾝ/年(16 農薬年度) 
106 ﾄﾝ/年(15 農薬年度) 
 48 ﾄﾝ/年(14 農薬年度) 

• 上記にはゴキブリ駆除剤としての生産量等は含まれない。 
 

参考３ 



 

（４）現行規制等 
水質基準値 なし 
評価値 (mg/L) 0.0005 
他法令の規制値等 
環境基本法 環境基準 なし 
食品衛生法規格基準(清涼飲料水) なし 
PRTR 法 第 1 種指定化学物質(No.18) 
諸外国等の水質基準値又はガイドライン値 
WHO なし 
EU なし 
USEPA なし 

 
（５）水道水(原水・浄水)での検出状況等 

水質管理目標設定項目等基準化検討調査(17 年度調査) 
原水 12 地点のうち 1 地点で検出（目標値と同濃度）。他の地点では定量下限値未満。 
浄水 2 地点で定量下限値未満。 

農3-9.フィプロニル （目標値　0.0005mg/L）
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別添１ 水質管理目標設定項目

項 目 目 標 値 検 査 方 法

1 アンチモン及びその化合物 アンチモンの量に関し 水素化物発生－原子吸光光度法、水素化物発生－
て、0.015mg/L以下 ＩＣＰ法、ＩＣＰ－ＭＳ法

2 ウラン及びその化合物 ウランの量に関して、 ＩＣＰ－ＭＳ法、固相抽出－ＩＣＰ法
0.002mg/L以下(暫定)

3 ニッケル及びその化合物 ニッケルの量に関し フレームレス－原子吸光光度法、ＩＣＰ法、ＩＣ
て、0.01mg/L(暫定) Ｐ－ＭＳ法

4 亜硝酸態窒素 0.05mg/L以下(暫定) イオンクロマトグラフ法

5 1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下 ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法、ＨＳ－ＧＣ－ＭＳ法

6 トランス-1,2-ジクロロエチレ 0.04mg/L以下 ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法、ＨＳ－ＧＣ－ＭＳ法
ン

7 1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L以下 ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法、ＨＳ－ＧＣ－ＭＳ法

8 トルエン 0.2mg/L以下 ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法、ＨＳ－ＧＣ－ＭＳ法

9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 0.1mg/L以下 溶媒抽出－ＧＣ－ＭＳ法

10 亜塩素酸 0.6mg/L以下 イオンクロマトグラフ法

11 塩素酸 0.6mg/L以下 イオンクロマトグラフ法

12 二酸化塩素 0.6mg/L以下 イオンクロマトグラフ法

13 ジクロロアセトニトリル 0.04mg/L以下(暫定) 溶媒抽出－ＧＣ－ＭＳ法

14 抱水クロラール 0.03mg/L以下(暫定) 溶媒抽出－ＧＣ－ＭＳ法

15 農薬類 検出値と目標値の比の 農薬ごとに定められた方法による
和として、１以下

16 残留塩素 1mg/L以下 ジエチル-p-フェニレンジアミン法、電流法、吸
光光度法、連続自動測定機器による吸光光度法、
ポーラログラフ法

17 カルシウム、マグネシウム等 10mg/L以上 フレーム－原子吸光光度法、ＩＣＰ法、イオンク
（硬度） 100mg/L以下 ロマトグラフ法、滴定法

18 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関し フレームレス－原子吸光光度法、ＩＣＰ法、ＩＣ
て、0.01mg/L以下 Ｐ－ＭＳ法

19 遊離炭酸 20mg/L以下 滴定法

20 1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/L以下 ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法、ＨＳ－ＧＣ－ＭＳ法

21 メチル- -ブチルエーテル 0.02mg/L以下 ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法、ＨＳ－ＧＣ－ＭＳ法t

22 有機物等（過マンガン酸カリウ 3mg/L以下 滴定法
ム消費量）

23 臭気強度（ＴＯＮ） ３以下 官能法

24 蒸発残留物 30mg/L以上 重量法
200mg/L以下

25 濁度 １度以下 比濁法、透過光測定法、連続自動測定機器による
透過光測定法、積分球式光電光度法、連続自動測
定機器による積分球式光電光度法、散乱光測定
法、透過散乱法

26 pH値 7.5程度 ガラス電極法、連続自動測定機器によるガラス電
極法

27 腐食性（ランゲリア指数） －１程度以上とし、 計算法
極力０に近づける

参考４



別添２ 農薬類（水質管理目標設定項目１５）の対象農薬リスト

番号 農 薬 名 用途 目標値 検 査 方 法

(mg/L)

1 チウラム 殺菌剤 0.02 固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法(ポジティブモ

ード)

2 シマジン(CAT) 除草剤 0.003 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

3 チオベンカルブ 除草剤 0.02 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

4 1,3-ジクロロプロペン(D-D) 土壌薫蒸 0.002 ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法、ＨＳ－ＧＣ－ＭＳ

法

5 イソキサチオン 殺虫剤 0.008 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

6 ダイアジノン 殺虫剤 0.005 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

7 フェニトロチオン(MEP) 殺虫剤 0.003 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

8 イソプロチオラン(IPT) 殺菌剤 0.04 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

殺虫剤

9 クロロタロニル(TPN) 殺菌剤 0.05 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

10 プロピザミド 除草剤 0.05 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

11 ジクロルボス(DDVP) 殺虫剤 0.008 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

12 フェノブカルブ(BPMC) 殺虫剤 0.03 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

13 クロルニトロフェン(CNP) 除草剤 0.0001 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

注1) 注2)

14 CNP-アミノ体 － － 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

15 イプロベンホス(IBP) 殺菌剤 0.008 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

16 EPN 殺虫剤 0.006 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

17 ベンタゾン 除草剤 0.2 固相抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法、固

相抽出－ＬＣ－ＭＳ法(ポジティブモー

ド)、固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法(ネガティ

ブモード)

18 カルボフラン(カルボスルフ 殺虫剤 0.005 ＨＰＬＣ－ポストカラム法、固相抽出－

ァン代謝物） ＬＣ－ＭＳ法(ポジティブモード)

19 2,4-ジクロロフェノキシ酢 除草剤 0.03 固相抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法、固

酸(2,4-D) 相抽出－ＬＣ－ＭＳ法(ネガティブモー

ド)

20 トリクロピル 除草剤 0.006 固相抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法、固

相抽出－ＬＣ－ＭＳ法(ネガティブモー

ド)

21 アセフェート 殺虫剤 0.08 ＬＣ－ＭＳ法(ポジティブモード)

22 イソフェンホス 殺虫剤 0.001 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

23 クロルピリホス 殺虫剤 0.03 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

24 トリクロルホン(DEP) 殺虫剤 0.03 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

25 ピリダフェンチオン 殺虫剤 0.002 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

26 イプロジオン 殺菌剤 0.3 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法、固相抽出－Ｈ

ＰＬＣ法、固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法(ポ

ジティブモード)

27 エトリジアゾール(エクロメ 殺菌剤 0.004 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

ゾール)

28 オキシン銅 殺菌剤 0.04 固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法(ポジティブモ

ード) ＬＣ－ＭＳ法(ポジティブモード)、



番号 農 薬 名 用途 目標値 検 査 方 法

(mg/L)

29 キャプタン 殺菌剤 0.3 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

30 クロロネブ 殺菌剤 0.05 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

31 トルクロホスメチル 殺菌剤 0.2 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

32 フルトラニル 殺菌剤 0.2 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

33 ペンシクロン 殺菌剤 0.04 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

34 メタラキシル 殺菌剤 0.05 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

35 メプロニル 殺菌剤 0.1 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

36 アシュラム 除草剤 0.2 固相抽出－ＨＰＬＣ法、固相抽出－ＬＣ

－ＭＳ法(ポジティブモード)、固相抽出

－ＬＣ－ＭＳ法(ネガティブモード)

37 ジチオピル 除草剤 0.008 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

38 テルブカルブ(MBPMC) 注2) 除草剤 0.02 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

39 ナプロパミド 除草剤 0.03 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

40 ピリブチカルブ 除草剤 0.02 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

41 ブタミホス 除草剤 0.01 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

42 ベンスリド(SAP) 除草剤 0.1 固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法(ポジティブモ

ード)、固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法(ネガテ

ィブモード)

43 ベンフルラリン(ベスロジ 除草剤 0.08 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

ン)

44 ペンディメタリン 除草剤 0.1 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

45 メコプロップ(MCPP) 除草剤 0.005 固相抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法、固

相抽出－ＬＣ－ＭＳ法(ネガティブモー

ド)

46 メチルダイムロン 除草剤 0.03 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

47 アラクロール 除草剤 0.01 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

48 カルバリル(NAC) 殺虫剤 0.05 固相抽出－ＨＰＬＣ法、ＨＰＬＣ－ポス

トカラム法 固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法(ポ、

ジティブモード)

49 エディフェンホス(エジフェ 殺菌剤 0.006 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

ンホス, EDDP)

50 ピロキロン 殺菌剤 0.04 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

51 フサライド 殺菌剤 0.1 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

52 メフェナセット 除草剤 0.009 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

53 プレチラクロール 除草剤 0.04 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

54 イソプロカルブ(MIPC) 殺虫剤 0.01 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

55 チオファネートメチル 殺菌剤 0.3 固相抽出－ＨＰＬＣ法、固相抽出－ＬＣ

－ＭＳ法(ポジティブモード)

56 テニルクロール 除草剤 0.2 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

57 メチダチオン(DMTP) 殺虫剤 0.004 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

58 カルプロパミド 殺菌剤 0.04 固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法(ポジティブモ

ード)、固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法(ネガテ

ィブモード)

59 ブロモブチド 除草剤 0.04 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

60 モリネート 除草剤 0.005 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法



番号 農 薬 名 用途 目標値 検 査 方 法

(mg/L)

61 プロシミドン 殺菌剤 0.09 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

62 アニロホス 除草剤 0.003 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

63 アトラジン 除草剤 0.01 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

64 ダラポン 除草剤 0.08 ＬＣ－ＭＳ法(ネガティブモード)

65 ジクロベニル(DBN) 除草剤 0.01 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

66 ジメトエート 殺虫剤 0.05 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

67 ジクワット 除草剤 0.005 固相抽出－ＨＰＬＣ法

68 ジウロン(DCMU) 除草剤 0.02 固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法(ポジティブモ

ード)、固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法(ネガテ

ィブモード)

69 エンドスルファン(ベンゾエ 殺虫剤 0.01 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

ピン)

70 エトフェンプロックス 殺虫剤 0.08 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

71 フェンチオン(MPP) 殺虫剤 0.001 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

72 グリホサート 除草剤 2 誘導体化－ＨＰＬＣ法、ＨＰＬＣ－ポス

トカラム法

73 マラソン (マラチオン) 殺虫剤 0.05 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

74 メソミル 殺虫剤 0.03 ＨＰＬＣ－ポストカラム法、固相抽出－

ＬＣ－ＭＳ法(ポジティブモード)

75 ベノミル 殺菌剤 0.02 固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法(ポジティブモ

ード)

76 ベンフラカルブ 殺虫剤 0.04 固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法(ポジティブモ

ード)

77 シメトリン 除草剤 0.03 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

78 ジメピペレート 除草剤 0.003 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

79 フェントエート(PAP) 殺虫剤 0.004 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

80 ブプロフェジン 殺虫剤 0.02 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

81 エチルチオメトン 殺虫剤 0.004 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

82 プロベナゾール 殺菌剤 0.05 固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法(ポジティブモ

ード)

83 エスプロカルブ 除草剤 0.01 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

84 ダイムロン 除草剤 0.8 固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法(ポジティブモ

ード)、固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法(ネガテ

ィブモード)

85 ビフェノックス 除草剤 0.2 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

86 ベンスルフロンメチル 除草剤 0.4 固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法(ポジティブモ

ード)、固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法(ネガテ

ィブモード)

87 トリシクラゾール 殺菌剤 0.08 固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法(ポジティブモ

ード)

88 ピペロホス 除草剤 0.0009 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

89 ジメタメトリン 除草剤 0.02 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

90 アゾキシストロビン 殺菌剤 0.5 固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法(ポジティブモ

ード)



番号 農 薬 名 用途 目標値 検 査 方 法

(mg/L)

91 イミノクタジン酢酸塩 殺菌剤 0.006 固相抽出－ＨＰＬＣ－ポストカラム法、

溶媒抽出－ＨＰＬＣ－ポストカラム法

92 ホセチル 殺菌剤 2 ＬＣ－ＭＳ法(ネガティブモード)

93 ポリカーバメート 殺菌剤 0.03 誘導体化－ＨＰＬＣ法

94 ハロスルフロンメチル 除草剤 0.3 固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法(ポジティブモ

ード)、固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法(ネガテ

ィブモード)

95 フラザスルフロン 除草剤 0.03 固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法(ポジティブモ

ード)、固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法(ネガテ

ィブモード)

96 チオジカルブ 殺虫剤 0.08 固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法(ポジティブモ

ード)

97 プロピコナゾール 殺菌剤 0.05 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

98 シデュロン 除草剤 0.3 固相抽出－ＨＰＬＣ法、固相抽出－ＬＣ

－ＭＳ法(ポジティブモード)、固相抽出

－ＬＣ－ＭＳ法(ネガティブモード)

99 ピリプロキシフェン 殺虫剤 0.2 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

100 トリフルラリン 除草剤 0.06 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

101 カフェンストロール 除草剤 0.008 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

注1) クロルニトロフェン(CNP)の濃度については、CNP－アミノ体の濃度と合計して算出すること。

注2) クロルニトロフェン(CNP)及びテルブカルブ(MBPMC)は失効農薬である。
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