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『水質検査計画とは』 

水質検査は水道水の水質管理において基本となるもので、水道水が水質基準に適合し安全である

ことを保障するために不可欠なものです。 

水質検査計画とは、この水質検査を「どこの採水地点」、「どのような項目」、「どれだけの頻度」

で行うかなどをまとめたものであり、水質検査の効果的・合理的な実施を実現します。 

また、この計画や計画に基づいて行った水質検査結果を需要者の皆様に公表することで、水質検

査の適正性を確認することができ、水道事業の透明性の確保につながります。 

本市では、需要者の皆さんに安心して水道水をご利用して頂けるよう、水質検査計画を策定し、

公表いたします。 

 

稚内市水道事業 
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稚内市水道事業風力発電所(660kw×3基) 



１．基本方針 

水道水が水質基準に適合し、安全で良質であることを確認するため、以下の方針で

水質検査を行います。 

（１）水質検査は、水質基準が適用される給水栓（蛇口）に加え、水源についても行い

ます。 

（２）検査項目は、水道法で義務付けられている「水質基準項目」と水質管理上留意す

べきとされ、検査計画に位置付けることが望ましいとされている「水質管理目標設

定項目」及び本市が独自に行う項目とします。 

（３）検査頻度は、水道法に基づき、過去の検査結果を充分考慮し、水道水の安全性の

確保を最優先に考えて、浄水場系統別に項目に応じて決定します。 

 

２．水道事業の概要 

（１）稚内市の給水状況は表１のとおりです。 

表１ 給水状況 

区    分 内    容 

事業体の名称 稚内市水道事業 

 給水区域 稚内市全域 

 計画給水区域面積  139.28 ㎢ 

 給水人口（令和 2 年度末）  32,525 人 

 給水戸数（令和 2 年度末）  17,472 戸 

 普及率（令和 2 年度末）  100％ 

 計画給水人口 55,900 人 

 計画一日最大給水量 48,090 ㎥ 

 一日最大給水量（令和 2 年度）  18,114 ㎥ 

 一日平均給水量（令和 2 年度）  15,744 ㎥ 

 

（２）浄水場施設概要 

稚内市の水道は、水道専用ダム「北辰ダム」を水源とする浄水場が３ヶ所と河川表

流水を水源とする簡易水道が１ヶ所あり、そのうち萩ケ丘浄水場からは市内の９割を

超える世帯へ水道水が配水されています。 

施設概要は、次頁表２のとおりです。 

 

 

 

 

 



  表２ 浄水施設の概要 

浄 水 場 名 萩ケ丘浄水場 沼川第一浄水場 沼川第二浄水場 
東浦浄水場 

（簡易水道） 

通 水 年 度 昭和 57 年度 昭和 60 年度 平成 4 年度 昭和 48 年度 

水 源 

声問川水系支流

タツニウシュナ

イ川（北辰ダム） 

同  左 同  左 

下苗太路川水

系上苗太路川

支流笹の沢川 

水利権（㎥/日） 52,800 ㎥ 同  左 同  左 71.5 ㎥ 

給  水  能  力 

（㎥/日） 
46,365 ㎥ 535 ㎥ 1,100 ㎥ 65 ㎥ 

主 な 給 水 区 域 
右記を除く稚内

市内全域 

沼川地区、曲淵

地区、樺岡地区 

上声問地区、豊

別地区、曙地区 
東浦地区 

浄 水 処 理 方 法 
薬品沈殿・急速

ろ過・塩素滅菌 

薬品沈殿・急速

ろ過・塩素滅菌 

薬品沈殿・急速

ろ過・塩素滅菌 

前処理装置・緩速

ろ過・塩素滅菌 

使 用 薬 品 

ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ、

苛性ｿｰﾀﾞ、次亜塩

素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 

ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ、

苛性ｿｰﾀﾞ、次亜塩

素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 

ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ、

苛性ｿｰﾀﾞ、次亜塩

素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 

ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳ

ﾑ、次亜塩素酸

ﾅﾄﾘｳﾑ 

 

３．水道の原水および水道水の状況 

（１）原水水質で留意すべき状況（別表１、別表２） 

上水道の水源である北辰ダムは声問川水系支流タツニウシュナイ川の河川表流水

を貯留しており、人為的汚染を受ける可能性がほとんどなく安全な水源といえますが、

自然由来で鉄、マンガン、有機物に起因する色度がやや高いため、これらを考慮した

処理を行っています。また、夏期には植物性プランクトンの発生が見られることから

カビ臭の原因物質であるジェオスミンや２－メチルイソボルネオール（2MIB）の動

向を注視しています。 

（２）水道水の状況（別表３、別表４、別表５、別表６、別表７－１～7－４） 

水道水は浄水場で原水の状況に応じた適正な浄水処理を行っているので、水質基準

項目にすべて適合しています。 

 

４．水質検査地点 

（１）給水栓水（別図－１、別図－２） 

浄水場ごとに配水系統が分かれているため、各浄水場系統で少なくとも１地点以上

について検査を行います。また、１日１回行う検査（色及び濁りならびに消毒の残留

効果）は、系統別に 16 地点で委託により行います。 

 



（２）浄水場の原水及び配水 

浄水処理が適正に行われていることを確認するために、萩ケ丘浄水場では、原水・

沈澱池水・ろ過水・浄水池水・配水池水を検査します。その他の浄水場については、

原水及び配水について水質自動計器により濁度・pH・残留塩素濃度等の水質監視を

行います。 

（３）ダム 

北辰ダムの水質状況を把握する目的で、夏期間ダム湖内４地点において、月１回以

上独自に検査項目を定めて水質検査を行います。また、水質に異常がないか少なくと

も週１回以上のパトロールを実施し、良質な水質を確保するよう努めます。 

 

５．水質検査項目と検査頻度 

（１）水質検査項目（別表８） 

・水質基準項目は全項目を検査します。 

・管理目標設定項目のうち検出の可能性のある項目を検査します。 

・色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査を法令どおり行います。 

・独自に浄水処理工程上必要となる各種項目及び水源である北辰ダムの水質検査も

行います。 

（２）検査頻度（別表８－１～別表８－８） 

①給水栓 

給水栓における水質基準項目の検査は、従来、全国一律に義務づけられていました

が、地域性を考慮し、水道事業体の状況に応じて検査頻度を減じることができること

になりました。 

本市は、法令で定められた頻度（原則年４回）を基本とし、以下の方針に基づき、

検査頻度を決定することとします。 

（ａ）過去３年間の検査結果が基準値の 10 分の１以下である項目については、年１

回以上の検査とします。 

（ｂ）過去３年間の検査結果が基準値の５分の１以下である項目については、年２回

以上の検査とします。ただし、簡易水道においては、水源の状況等を考慮し、年

１回以上の検査とします。 

（ｃ）過去３年間の検査結果が基準値の５分の１を超える項目については、年４回以

上の検査とします。ただし、簡易水道においては、水源の状況等を考慮し、年１

回以上の検査とします。 

②原水 

原水の水質検査も適切な水質管理を行う上で重要ですので、給水栓における検査頻

度を基本に、必要性に応じて、また過去３年間の検出状況を考慮して実施します。 

 



③毎日検査項目 

色及び濁り並びに消毒の残留効果を１日１回以上検査します。 

④独自に検査する項目 

独自に行う項目の検査は、水質管理の必要性に応じた頻度とします。 

 

６．臨時の水質検査に関する事項 

臨時の水質検査は、水源の水質が著しく悪化したとき、水源に異常があったとき、浄

水処理工程に異常があったとき等、特に必要があると認められるときに安全を確認する

ために行います。 

 

７． 資料採水および運搬方法 

（１）試料容器の準備 

①第三者委託受託者（以下「受託者」という。」）は、水質検査に必要な採水容器を用

意する。 

②採水容器の洗浄については、受託者の責任において充分に行う。 

（２）採水方法 

①受託者が水質検査機関の採水手順書のとおり行う。 

②採水時に異常が認められた場合は、直ちにその内容を稚内市水道事業に報告する。 

（３）運搬方法 

①採水が終了した後、アイスボックスで氷冷し受託者が、航空輸送ならびに受託者の

車で水質検査機関まで運搬する。 

 

８．委託した検査の実施状況の確認方法 

（１）内部精度管理、外部精度管理の実施状況を確認します。 

（２）検査結果以外にも、分析日時及び分析を実施した検査員を示した資料、分析条件、

検量線、クロマトグラムならびに濃度計算書等を電磁媒体で提出を求め、確認しま

す。 

 

９．水質検査方法および委託内容 

稚内市水道事業では、平成 19 年度より浄水場などの水道施設において第三者委託を

行っています。第三者委託では、水道施設の維持管理の実績がある、技術力の優れた企

業と契約しており、毎日１回行う検査および浄水処理工程の確認を行う検査などは、こ

の第三者委託の受託者が本市との取り決めに従って行っています。 

また、水質基準項目、水質管理目標設定項目等の検査については、第三者委託の業務

に含まれますが、水道法に従い、厚生労働大臣の登録検査機関（水道法第 20 条の第３

項の規程に基づく機関）で行います。 



ただし、その決定にあっては、厚生労働大臣の登録検査機関であっても、水道水検査

の実績、信頼性の保証、検査精度管理の状況、臨時水質検査の体制などを十分考慮した

上で行います。 

 

１０．水質検査計画および水質検査結果の公表 

水質検査計画は事業年度の開始前に、また、水質検査計画に基づいて実施した水質検

査結果は、検査後に稚内市ホームページに掲載し公表します。および萩ヶ丘浄水場に備

えておくとともに、ホームページ上で公表します。トップページの「くらし・手続き情

報」内の「住まい・水道･下水道・生活環境」⇒「水道」⇒「水質・水源」⇒「水質検

査計画」と「水質検査結果」で閲覧できます。（http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/） 

 

１１．水質検査結果の評価と水質検査計画の見直し 

水質検査結果を基準値等と比較し、適合した水質であることを確認します。水質検査

結果が基準値を超過したり、過去の検査結果と大きな違いがある場合にはその原因を究

明し、適切な浄水処理を行い、安全、安心な水道水を供給します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２．関係機関との連携 

水質汚染事故が発生した場合には、素早く適切な措置が講じられるように第三者委託

受託者及び水質検査委託機関との連携に努めるとともに、速やかに北海道稚内保健所、

北海道環境生活部環境局環境推進課に通報し、必要な助言を受けます。北海道や本市関

係部局との連絡調整、情報収集を図り、水質管理に万全を期します。 

 

水質検査計画の策定 

検査の結果（評価） 

検査の実施 

 

お客様 見直し 

計画の公表 

検査結果の公表 

http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/

