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水道水の水質検査について

　水質検査は、水道水の安全性を確認するために不可欠であり、水道における水質管理の中核をなすもので
す。町では、きめ細かい水質検査を実施し、検査結果を閲覧できるようにしています。
　
１　基本方針
　　（１）水質検査は、浄水場などの系統を代表する蛇口（給水栓水）、浄水場の入口 （原水）、及び出口（浄水）

で行います。
　　（２）水質検査は、水道法で検査が業務づけられている項目および水質管理上必要と判断した項目について

行います。
　　（３）検査の頻度は、水源の種類、検査する項目のこれまでの検出状況などを考慮して定めます。
　　（４）水質検査は、国際的な規格（ISO14001及びISO9001）を取得している厚生労働大臣登録水質検査機関秋

田県総合保健事業団に委託して行っています。

２　主要浄水場
　浄水場では水源の水質状況に応じて、凝集沈澱・ろ過の高度浄水処理を導入するなど、浄水処理を適切に
行い、安全な水道水をお配りしています。　

施　設　名 所　　在　　地 水　源 浄水処理方式
千畑中央第１浄水場 美郷町浪花字吐出1-3 表流水 緩速ろ過
千畑中央第２浄水場 美郷町本堂城回字川口道北402-2 地下水 後塩素処理
黒沢浄水場 美郷町黒沢字中山143-6 地下水 高度浄水（膜ろ過）
畑屋浄水場 美郷町畑屋字街道東177 地下水 後塩素処理
羽貫谷地浄水場 美郷町羽貫谷地字湯殿屋敷6-1 地下水 急速ろ過、後塩素処理
大坂浄水場 美郷町浪花字吐出1-3 地下水 急速ろ過、後塩素処理
千畑東部第１浄水場 美郷町千屋字雷電川原262-1 表流水・地下水 緩速ろ過
千畑東部第２浄水場 美郷町金沢東根字下村295-2 地下水 後塩素処理
六郷西部浄水場 美郷町六郷字琴平西20-13 地下水 後塩素処理
六郷東部浄水場 美郷町六郷東根字下荒川68-1 地下水 高度浄水（膜ろ過）
仙南中央浄水場 美郷町天神堂字木原190-2 地下水 後塩素処理
仙南東部浄水場 美郷町野荒町字町ノ内403-3 地下水 後塩素処理
仙南南部浄水場 美郷町金沢字上野際1-2 地下水 後塩素処理

３　水質検査結果の公表
　水質検査計画は建設課で閲覧できるほか、詳しい検査結果は建設課内で公表します。

　

平成18年11月22日実施　水質検査結果

項　　目
採水箇所　　　　　　千畑中央 黒　沢 羽貫谷地 大　坂 畑　屋　　　千畑東部 六郷西部六郷東部 仙南中央仙南南部仙南東部

基準値 一丈木 川口道北 西野 湯殿屋敷 大坂 街道東 荒屋敷 竹原 本館 下荒川 中島 谷地川 新道

一般細菌 100ＣＦＵ/ml 以下 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

大腸菌 検出されないこと 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性

塩化物イオン 200以下 8.2 13.4 11.2 14.9 11.3 13.7 8.7 10.4 12.3 11.3 13.7 13.9 13.8

有機物※  5以下 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.8 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

PH値 5.8－8.6 7.5 6.4 7.3 7.1 7.1 7.2 7.2 6.9 6.8 7.6 7.0 7.0 7.2

味 異常でない 異常なし異常なし 異常なし異常なし異常なし異常なし 異常なし 異常なし異常なし異常なし 異常なし異常なし異常なし

臭気 異常でない 異常なし異常なし 異常なし異常なし異常なし異常なし 異常なし 異常なし異常なし異常なし 異常なし異常なし異常なし

色度 5度以下 1度未満 1度未満 1度未満 2 1度未満 1度未満 1 1度未満 1度 1度 1度未満 1度未満 1度未満

濁度 2度以下 0.1度未満 0.6 0.1度未満 0.2 0.1度未満 0.1度未満 0.1 2 0.1度未満 0.1度未満 0.1度未満 0.1度未満 0.5度未満

※全有機炭素（TOC）の量
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休祭日救急医療センター　大仙市大曲栄町13－50（大曲保健センター内）
診療時間●午前10時～午後４時　診療科目●内科　10187－62－1015

　町内で11月20日に行われた全血献血に次の
方々からご協力をいただきました。
＜会場＞　宮崎製靴飯詰工場、ロートピア仙
南、仙南保健センター　（敬称略）　○は400ml

役場（千畑庁舎）福祉保健課　健康対策班　
10187－84－4907（内線2173）1月の健診日程（1月4日～2月4日） 問い

合わせ

高橋悦子、○鈴木令子、○島森清美、○高橋弘樹、
○大坂次夫、○照井吉則、○鈴木雅也、小原広子、
久米礼子、○加藤司、田中恵、○藤岡芳信、○奥山
慶、西鳥羽貞男、○高橋正樹、○小田長久喜

※冬は献血にご協力いただける方が
　少なくなり血液が不足しています。
　皆さんのご協力をお願いします。
※献血手帳をお忘れなく。

献血にご協力を
お願いします

期　日 会　場 受付時間

１月16日（火）六郷保健センター
10:00～12:00
13:00～16:00　全血献血　

はやて

赤坂　颯ちゃん
（西高方町）

甘いおやつは食べさせないように
しています。お箸の共有も避けて
います。

りん

佐藤　凜ちゃん
（西高方町）

食べた後はなるべく歯みがきをさせ
ています。朝、晩はとくにしっかり
みがくよう気をつけています。

りんと

水谷　凜都ちゃん
（旭　町）

甘いおやつは食べさせないように
しています。夜の仕上げみがきを
きちんとしています。

かなと

鈴木　哉翔ちゃん
（荒　町）

夜の仕上げみがきをきちんとして
います。

ゆうき

北小路　優希ちゃん
（上鑓田）

夜の歯みがき、仕上げみがきは
しっかりしています。甘いおやつ
は控えめにしています。

そらみ

大久保　宙海ちゃん
（浮　池）

甘いおやつは少なめにしていま
す。夜の仕上げみがきはしっかり
しています。

やくも

藤井　八雲ちゃん
（田の尻）

朝、夜の仕上げみがきはしっかり
しています。食べた後はうがいを
するようにしています。

千畑地区の乳幼児
（会場・千畑保健センター）

２歳歯科健診 １月12日（金）　受付13:00～13:30 平成16年７月～９月生まれ

乳児健診 １月11日（木）　受付12:30～13:00
平成18年８月～９月生まれ（４・５カ月児）

平成18年３月～４月生まれ（９・10カ月児）

1歳6カ月児健診 １月23日（火）　受付12:30～13:00 平成17年５月～７月生まれ

３歳児健診 １月24日（水）　受付12:15～12:30 平成15年５月～７月生まれ

離乳食教室 １月17日（水）　受付12:30～13:00 平成18年６月生まれ

仙南地区の乳幼児
（会場・仙南保健センター）

六郷地区の乳幼児
（会場・六郷保健センター）

全地区の乳幼児
（会場・六郷保健センター）

一般の方

毎週月曜日 千畑保健センター

健康相談 毎週火曜日 仙南保健センター

毎週水曜日 六郷保健センター

母子手帳交付 1月11日（木）
六郷保健センター

1月23日（火）

9:30～16:00
（平日のみ）

受付9:00～9:30

対　　象 内　　容 日　　時 その他

※電話での予約が必要です

対　　象 内　　容 日　　時 対　　象


