
７．水道水源における消毒副生成物前駆物質汚染への対応について 

 

我が国の水道水源の多くは河川水等に依存しているが、上流に大量の化学物質を使用

し又は処理する施設がある場合には、上流からの有害物質等の流入によって水質事故が

発生し、取水停止や給水停止に至るおそれがある。平成２４年５月には、廃棄物処理施

設からホルムアルデヒド前駆物質が水源に流入し、首都圏で広範囲の取水制限、給水制

限が発生する事態となり、千葉県内の５市（36万世帯、87万人）で断水となった。 

 

（１）水質監視の強化 

本年５月 15 日に埼玉県企業局の定期水質検査において、浄水中から水道水質基準

（0.08mg/L）に近い濃度（0.045mg/L）のホルムアルデヒドが検出されたことから、浄水

の検査頻度を増加するとともに、水道原水におけるホルムアルデヒド生成能の検査を開

始した。埼玉県企業局から連絡を受けた関係都県の水道事業者等においても同様に水質

監視体制を強化した。 

 

（２）水道事業者等における対応 

浄水中のホルムアルデヒド濃度及び水道原水におけるホルムアルデヒド生成能の濃度

が上昇したことから、粉末活性炭による吸着処理や塩素注入点の変更を行ったが、その

効果は極めて限定されていた。また、オゾン及び生物活性炭等の高度浄水処理設備を有

していない浄水場では、水道原水中のホルムアルデヒド生成能の上昇により、浄水中の

ホルムアルデヒド濃度が水質基準を超過するおそれが生じたことから、５月 18日から取

水を制限又は停止して、地下水等の他の水源への切り替え、ストックされていた備蓄水

等の利用、影響のない浄水場からの融通等により対処しようとした。さらに、今般の事

案では、希釈及び流下の促進を目的として、貯水施設からの緊急放流を行い、一定の効

果があった。 

しかしながら、水源における濃度上昇が長期間に及んだことから、水道水質基準を超

過する浄水の供給を回避するため、５月 19日に一部の浄水場で給水の停止に至った。な

お、給水停止の措置は翌 20日にはすべて解消した。 

 

（３）厚生労働省の対応 

ホルムアルデヒドが検出された原因を究明するため、厚生労働省と環境省は５月 21

日に「利根川水系における取水障害に係る水質事故原因究明連絡会議」を開催し、連携

して調査を行った。 

原因究明調査の結果、以下が判明したことから、５月 24日に報道発表を行った。 

 

① 原因物質の推定 

国立医薬品食品衛生研究所における検討により、事故発生時の水道原水の分析結果

や水道原水のホルムアルデヒド生成能との相関関係から、今般のホルムアルデヒドの

水道水質基準超過へのヘキサメチレンテトラミンの強い関与が示唆された。 

② 排出された原因物質の量 

国立保健医療科学院における推計（速報値）によると、水質異常の原因物質がヘキ

サメチレンテトラミンであった場合、水道原水のホルムアルデヒド生成能や利根大堰

地点の流量、取水量等から、利根川水系に流入した原因物質の量は 0.6～4トン程度と

推計された。 



 

その後厚生労働省では、７月に「水道水源における消毒副生成物前駆物質汚染対応方

策検討会」（座長：眞柄泰基 学校法人トキワ松学園理事長）を設置し、（ア）消毒副生

成物前駆物質に関する知見、規制内容等の整理、（イ）水道施設での消毒副生成物の生成

メカニズムと低減方策の検証、（ウ）水道原水中の消毒副生成物前駆物質の監視方法、（エ）

水道水源の水質事故のリスクに応じた施設整備と管理のあり方等について、検討を進め

ている。これまで、７月及び 10 月に検討会を開催しており、３回目の検討会を平成 25

年１月頃に開催した後に、平成 24年度内を目途に取りまとめることとしている。 

 

（４）環境省における取組 

環境省では、今般の事案を踏まえて,今後の再発防止や問題が生じた場合に迅速な対応

を行うため、利根川水系における取水障害に関する今後の措置に係る検討会を設置して

制度的な対応について検討を行い、９月に中間とりまとめを行っている。 

ヘキサメチレンテトラミンについては、事故当時、水質汚濁防止法による規制対象物

質に該当せず、公共用水域への排出抑制対策が講じられていなかったが、今般の事故を

受け、平成 24 年 10 月１日より水質汚濁防止法の指定物質に追加する政令改正が行われ

た。また、「ヘキサメチレンテトラミンの排出に係る適正な管理の推進について」（平成

24 年９月 11 日水・大気環境局水環境課長通知）により、ヘキサメチレンテトラミンを

含む水を排出する工場・事業場は排出水のホルムアルデヒド生成能を 0.8mg/L を目安と

して管理するよう定めるとともに、「ヘキサメチレンテトラミンを含有する産業廃棄物の

処理委託等に係る留意事項について」（平成 24 年９月 11 日付産業廃棄物課長通知）に

より、ヘキサメチレンテトラミンを含む産業廃棄物の処理の委託にあたっては、ヘキサ

メチレンテトラミンの含有について契約書に含めることが適当とされた。 

 

（５）自治体における取組 

今般の事案の原因となったヘキサメチレンテトラミンの排出事業者が立地する埼玉県

では、ヘキサメチレンテトラミンを取り扱う事業者に対し、ヘキサメチレンテトラミン

を含有する産業廃棄物の処理を委託する場合に、ヘキサメチレンテトラミンのホルムア

ルデヒド生成能についての分析及び委託契約書への分析結果の記載等を求める指導要綱

を策定した。 

また、原因となった産業廃棄物処理施設がある群馬県では、指定物質への追加により

事故時の措置が講じられることを受け、事故の未然防止と県内の使用実態の把握に重点

を置いた取り組みを行うことが適当として、ヘキサメチレンテトラミン等について県が

示す管理指針に基づき事業者が自主管理マニュアルを策定し、県に報告する制度等の検

討や、事故時の被害拡大防止のための体制強化等について検討を行っている。 

その他の都道府県においても、環境省の通知等を受けて、ヘキサメチレンテトラミン

を取り扱う事業者に対する指導を行っているところがある。



利根川・江戸川におけるホルムアルデヒド検出に伴う取水停止等の経緯 

 

 

2012年５月  

•１０日～１８日 ＤＯＷＡハイテック（株）（埼玉県本庄市）が群馬県高崎市の産業廃棄物処理業者に対し、ヘキサメ

チレンテトラミン約10.8トン（埼玉県推定値）を含む廃液の処理を委託。 

•１０日～１９日 同産業廃棄物処理業者がヘキサメチレンテトラミンを含む廃液の中和処理を行い、排出水を新柳瀬

橋上流で烏川に合流する排水路に放出。 

•１５日 庄和浄水場の定期検査でホルムアルデヒドを0.045mg/L検出。  

•１８日 行田浄水場の浄水からホルムアルデヒドを最高0.168 mg/L検出し、記者発表（水道水質基準は0.08mg/L）。

行田浄水場で取水、送水を停止。国土交通省が利根川水系の上流ダムで緊急放流を開始。  

•１９日 千葉県を含む流域６浄水場で取水を停止・制限。千葉県内で３６万世帯が断水になり、各地の給水所に行列

ができる。行田浄水場などで給水を再開。  

•２０日 行田浄水場近くの利根川で一時、国の基準値に迫るまで再び上昇。  

•２１日 厚生労働省・環境省連絡会議開催。 

•２４日 厚生労働省が原因物質をヘキサメチレンテトラミンと特定したと発表。 

•２５日 埼玉県が、ＤＯＷＡハイテック（株）からヘキサメチレンテトラミンの処理を委託された群馬県高崎市の産

業廃棄物処理業者から川に流れ出た可能性があると発表。  

•３０日 ＤＯＷＡハイテック（株）及び同産業廃棄物処理業者から、埼玉県及び高崎市に報告。  

2012年６月  

• １日 埼玉県、群馬県及び高崎市が経過報告。  

• ７日 埼玉県、群馬県及び高崎市が浄水場におけるホルムアルデヒド検出事案の原因調査結果を発表。  

• ７日 埼玉県が、ＤＯＷＡハイテック（株）を行政指導。  

•１４日 環境省検討会（第１回） 

•１５日 埼玉県が、ヘキサメチレンテトラミンを含む液状の産業廃棄物及び排出水に係る指導要綱を策定。  

2012年７月  

•１９日 環境省検討会（第２回） 

•２０日 厚生労働省検討会（第１回） 

2012年８月  

• ９日 環境省検討会（第３回）、中間取りまとめ 

2012年９月  

•１１日 「ヘキサメチレンテトラミンの排出に係る適正な管理の推進について」（環境省水・大気環境局水環境課長通

知（平成24年９月11日環水大水発第120911001号）、「ヘキサメチレンテトラミンを含有する産業廃棄物の処理委

託等に係る留意事項について（通知）」（環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知（平成24 年

９月11日環廃産発第120911001号） 

2012年10月  

• １日 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行（ヘキサメチレンテトラミンを指定物質に追加） 

•１６日 厚生労働省検討会（第２回） 
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水道水源における 
消毒副生成物前駆物質汚染への対応について 

ホルムアルデヒドによる広域的な断水被害の発生（平成24年5月） 

経 緯 
埼玉県企業局による定期水質検査で、浄水中のホルムアルデヒドが水質基準
（0.08mg/L）に近い濃度（0.045mg/L）で検出された。 

利根川・荒川水系から取水する水道事業者において原水の監視を強化していたが、
5月17日に利根大堰地点の原水中のホルムアルデヒド生成能が水質基準の２倍
を超過。 

 5月18日午後から１都４県の６浄水場で取水を停止。給水栓での水質基準超過は
免れたものの、千葉県内の５市（36万戸、87万人）で断水。 

原 因 
埼玉県の事業者が排出した高濃度のヘキサメチレンテトラミンを含む廃液（約60ｔ）
が、高崎市内の廃棄物処理施設において不適切に処理されて、下流に流出。 

流下したヘキサメチレンテトラミンが消毒用の塩素と反応することによってホルムア
ルデヒドが生成された。 
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利根川水系におけるホルムアルデヒド前駆物質流出事案位置図 
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茨城、群馬、埼玉、千葉、東京の５都
県の浄水場で取水を停止 

千葉県内で５月１９日～２０日にかけ
て５市（３６万戸、８７万人）で断水・減
水が発生 

排出事業者 
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■主な用途 

・熱硬化性樹脂の硬化促進剤や農薬の有効成分を安定させる補助剤、ゴム製
品製造の際の反応促進剤として使われる。この他、ゴムや合成樹脂の発泡剤、
医薬品原料、火薬原料、自動車用部品等の鋳物用砂型の硬化促進剤等に使
われている。 

・海外では食品の保存料として、イクラなどの魚卵加工品やチーズなどに添加
される場合があるが、わが国では、食品衛生法によって食品添加物としての
使用は認められていない。 

■化学名 1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3.3.1.13,7]デカン 
        水に溶けやすく、常温で無色の固体 

 

■環境中での動き 

 化審法の分解度試験で微生物分解されやすいとされている。土壌には吸着さ
れにくいと推定され、水中に入った場合は、微生物分解されたり、加水分解され
ると考えられる。加水分解によってホルムアルデヒド（     ）とアンモニアが生
成される。 

■製造・輸入量（平成22年） 6,000ｔ/年（化審法届出） 

■現行基準等 化管法（PRTR法）第1種指定化学物質 
          水濁法指定物質（H24.9.26指定） 
 



5 

産業廃棄物
処理業者 

化学 
メーカ－ 

浄水場 
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ClO- 

原因物質の挙動 

排
水 
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塩素処理 
ホルムアルデヒド 

生成 
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主な浄水場における検出状況 
（水道原水及び浄水のホルムアルデヒド及びホルムアルデヒド生成能） 

千葉県水道局、北千葉広域水道企業団、埼玉県企業局のウェブサイト等をもとに作成。 
原水はいずれも塩素を添加した後の検査結果。 



利根川水系におけるホルムアルデヒド事案による水道への影響 

１．水質監視の強化 

浄水の検査頻度の増 

原水におけるホルムアルデヒド生成能の検査の開始 

 

２．水道事業者等における対応 

粉末活性炭による吸着処理や塩素注入点の変更（効果は限定的） 

地下水等の他の水源への切り替え、ストックされていた備蓄水等の利用、影響のない浄水場から
の融通等 

貯水施設からの緊急放流等による希釈及び流下の促進 

取水を制限又は停止：高度浄水処理設備（オゾン及び生物活性炭等）を有していない浄水場で、原
水中のホルムアルデヒド生成能の上昇により、水質基準超過のおそれ 

給水の停止：水源における濃度上昇が長期間に及んだことから、一部の浄水場で、水道水質基準
超過のおそれ 

 

３．厚生労働省の対応 

厚生労働省と環境省は「利根川水系における取水障害に係る水質事故原因究明連絡会議」を開
催（５月21日）し、連携して調査を実施。 

原因究明調査の結果の公表（H24.5.24報道発表） 

①原因物質としてヘキサメチレンテトラミン（PRTR法第１種特定化学物質）の強い関与が示唆された。 

②利根川水系に流入した原因物質の量は0.6～4トン程度と推計された。 

7 

排出抑制対策の推進 

【環境省】 

• 利根川水系における取水障害に関する今後の措置に係る検討会開催（H24.6.14～
8.9計３回、中間取りまとめ：H24.9） 

• ヘキサメチレンテトラミンの排出に係る適正な管理の推進、ヘキサメチレンテトラミ
ンを含有する産業廃棄物の処理委託等に係る留意事項を通知（H24.9.11） 

• ヘキサメチレンテトラミンを水濁法の指定物質に追加（H24.9.26公布、10.1施行） 
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【群馬県・埼玉県】 

• 群馬県が事業者団体、廃棄物処理事業者団体に対しヘキサメチレンテトラミンの
取扱いの注意喚起及び同様の事案の未然防止について協力依頼（H24.6.1） 

• 埼玉県、群馬県及び高崎市が浄水場におけるホルムアルデヒド検出事案の原因
調査結果を発表（H24.6.7） 

• 埼玉県が、ヘキサメチレンテトラミンの排出事業者を行政指導（H24.6.7） 

• 埼玉県が、ヘキサメチレンテトラミンを含む産業廃棄物及び排出水に係る指導要
綱を策定（H24.6.15） 

• 群馬県の生活環境を保全する条例の一部改正について（骨子案）に関する意見
募集 （H24.10.1～31） 

 
【その他の都道府県】 

• 環境省の通知等を受けて、ヘキサメチレンテトラミンを取り扱う事業者に対する指
導を行っているところがある 



水道における対応について ～検討状況～ 

 

１．対応が必要な物質の抽出 

通常の浄水操作で除去困難な物質が原水に大量に流入した場合、水道施設による対応には
限界があることから、これらの物質の適切な管理を徹底する必要がある。このうち、浄水処理に
伴って有害物質を生成する物質については、水道側が情報を整理し、関係者へ情報発信する必
要がある。  

２．水質事故発生時の体制整備 

通常の浄水操作で除去困難な物質が万一排出された場合には、取水停止等の措置を講ずる
とともに、早期に原因を突き止めて新たな流出を止め、速やかに安心・快適な水の供給を確保す
ることが重要である。これまでも、通知やマニュアル等により監視体制の整備が進められてきた
が、今般の事故を踏まえ、現在の流域単位の監視体制、協力体制の構築状況等について検証し、
高度化する方策を検討する必要がある。 

 ３．水道施設における有害物質低減対策の推進等 

水道施設における消毒副生成物の低減方策の対策の現状等を踏まえ、事故発生時において
も安心・快適な給水の確保を図るため、今後の望ましい施設整備や管理のあり方等について検
討する必要がある。 
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本年７月２１日に「水道水源における消毒副生成物前駆物質汚染対応方策検討会」
（座長：眞柄泰基 学校法人トキワ松学園理事長）を設置し、検討を開始。 

検討内容 

「水道水源における消毒副生成物前駆物質汚染対応方策検討会」 
とりまとめ骨子（案） 

１．水道において対応が困難な原水中の物質の抽出 

–水道原水への流入防止が求められる物質の抽出 

–消毒副生成物の生成メカニズムの検討 

–抽出した物質の基礎データの整理 

２．水道原水中の消毒副生成物前駆物質等の監視 

–ホルムアルデヒド生成能やクロラミン等、代替指標による監視の方法と実態 

–前駆物質の分析手法の開発・検討 

–関係者との連携による効果的な監視方法 

３．水道水質事故発生時に備えた連絡体制整備と水道水源のリスクの把握 

–水道事業体及び流域協議会による連絡体制等の整備 

–水道水源のリスクの把握 

–原因究明のための研究機関との連携 

–流域単位の情報共有のための組織化の促進 

 ４．水道側での消毒副生成物等低減対策技術 

–消毒副生成物及び前駆物質の除去・低減技術 

–備蓄水の利用 

–他の水源への転換 等 
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５．水質事故に備えた水道に
おける対策のあり方 

–抽出した物質の排出側等
における管理促進 

–水道水質事故に備えたリス
ク管理の向上 

（高度処理技術導入、配水
施設の容量確保、水安全計
画等の策定の推進等） 

（第２回検討会（H24.10.16）資料より） 
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