
採水年月日

採水地点

検  査  項  目 水質基準値等 検  査  結  果 検  査  項  目 水質基準値等 検  査  結  果

水温 3.4 ℃ 総トリハロメタン 0.1 mg/L以下 0.0081 mg/L

一般細菌 100 CFU/mL以下 0 CFU/mL トリクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 <0.002 mg/L

大腸菌（定性） 検出されないこと ブロモジクロロメタン 0.03 mg/L以下 0.0031 mg/L

カドミウム及びその化合物 0.003 mg/L以下 <0.0003 mg/L ブロモホルム 0.09 mg/L以下 0.0003 mg/L

水銀及びその化合物 0.0005 mg/L以下 <0.00005 mg/L ホルムアルデヒド 0.08 mg/L以下 <0.001 mg/L

セレン及びその化合物 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L 亜鉛及びその化合物 1 mg/L以下 <0.005 mg/L

鉛及びその化合物 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L以下 0.02 mg/L

ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L 鉄及びその化合物 0.3 mg/L以下 <0.01 mg/L

六価クロム化合物 0.02 mg/L以下 <0.002 mg/L 銅及びその化合物 1 mg/L以下 <0.005 mg/L

亜硝酸態窒素 0.04 mg/L以下 <0.004 mg/L ナトリウム及びその化合物 200 mg/L以下 10.2 mg/L

シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L マンガン及びその化合物 0.05 mg/L以下 <0.001 mg/L

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/L以下 1.19 mg/L 塩化物イオン 200 mg/L以下 14.2 mg/L

フッ素及びその化合物 0.8 mg/L以下 <0.05 mg/L カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg/L以下 42.8 mg/L

ホウ素及びその化合物 1 mg/L以下 0.03 mg/L 蒸発残留物 500 mg/L以下 103 mg/L

四塩化炭素 0.002 mg/L以下 <0.0002 mg/L 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L以下 <0.02 mg/L

1,4-ジオキサン 0.05 mg/L以下 <0.001 mg/L ジェオスミン 0.00001 mg/L以下

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04 mg/L以下 <0.0004 mg/L 2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L以下

ジクロロメタン 0.02 mg/L以下 <0.001 mg/L 非イオン界面活性剤 0.02 mg/L以下 <0.002 mg/L

テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 <0.0002 mg/L フェノール類 0.005 mg/L以下 <0.0005 mg/L

トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下 <0.0002 mg/L 有機物(TOC) 3 mg/L以下 0.6 mg/L

ベンゼン 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L pH値 5.8以上8.6以下 7.67

塩素酸 0.6 mg/L以下 <0.06 mg/L 味 異常でないこと

クロロ酢酸 0.02 mg/L以下 <0.002 mg/L 臭気 異常でないこと

クロロホルム 0.06 mg/L以下 0.0020 mg/L 色度 5 度以下 <0.5 度

ジクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 <0.002 mg/L 濁度 2 度以下 <0.1 度

ジブロモクロロメタン 0.1 mg/L以下 0.0027 mg/L 残留塩素 0.1 mg/L以上 0.5 mg/L

臭素酸 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L

判　　定

検査期日

検査機関

備考

水 質 検 査 結 果 書
令和5年1月10日

A. 白山配水池（白山浄水場系）

水質基準に適合する

令和5年1月10日 ～ 令和5年1月24日

八戸圏域水道企業団　水質管理課
青森県八戸市南白山台1-11-10

陰性

異常なし

異常なし



採水年月日

採水地点

検  査  項  目 水質基準値等 検  査  結  果 検  査  項  目 水質基準値等 検  査  結  果

水温 10.7 ℃ 総トリハロメタン 0.1 mg/L以下 0.0017 mg/L

一般細菌 100 CFU/mL以下 0 CFU/mL トリクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 <0.002 mg/L

大腸菌（定性） 検出されないこと ブロモジクロロメタン 0.03 mg/L以下 <0.0002 mg/L

カドミウム及びその化合物 0.003 mg/L以下 <0.0003 mg/L ブロモホルム 0.09 mg/L以下 0.0013 mg/L

水銀及びその化合物 0.0005 mg/L以下 <0.00005 mg/L ホルムアルデヒド 0.08 mg/L以下 <0.001 mg/L

セレン及びその化合物 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L 亜鉛及びその化合物 1 mg/L以下 <0.005 mg/L

鉛及びその化合物 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L以下 <0.01 mg/L

ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L 鉄及びその化合物 0.3 mg/L以下 <0.01 mg/L

六価クロム化合物 0.02 mg/L以下 <0.002 mg/L 銅及びその化合物 1 mg/L以下 <0.005 mg/L

亜硝酸態窒素 0.04 mg/L以下 <0.004 mg/L ナトリウム及びその化合物 200 mg/L以下 16.5 mg/L

シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L マンガン及びその化合物 0.05 mg/L以下 <0.001 mg/L

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/L以下 4.54 mg/L 塩化物イオン 200 mg/L以下 21.4 mg/L

フッ素及びその化合物 0.8 mg/L以下 <0.05 mg/L カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg/L以下 163 mg/L

ホウ素及びその化合物 1 mg/L以下 <0.02 mg/L 蒸発残留物 500 mg/L以下 276 mg/L

四塩化炭素 0.002 mg/L以下 <0.0002 mg/L 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L以下 <0.02 mg/L

1,4-ジオキサン 0.05 mg/L以下 <0.001 mg/L ジェオスミン 0.00001 mg/L以下

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04 mg/L以下 <0.0004 mg/L 2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L以下

ジクロロメタン 0.02 mg/L以下 <0.001 mg/L 非イオン界面活性剤 0.02 mg/L以下 <0.002 mg/L

テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 <0.0002 mg/L フェノール類 0.005 mg/L以下 <0.0005 mg/L

トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下 <0.0002 mg/L 有機物(TOC) 3 mg/L以下 <0.2 mg/L

ベンゼン 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L pH値 5.8以上8.6以下 7.87

塩素酸 0.6 mg/L以下 <0.06 mg/L 味 異常でないこと

クロロ酢酸 0.02 mg/L以下 <0.002 mg/L 臭気 異常でないこと

クロロホルム 0.06 mg/L以下 <0.0002 mg/L 色度 5 度以下 <0.5 度

ジクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 <0.002 mg/L 濁度 2 度以下 <0.1 度

ジブロモクロロメタン 0.1 mg/L以下 0.0004 mg/L 残留塩素 0.1 mg/L以上 0.2 mg/L

臭素酸 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L

判　　定

検査期日

検査機関

備考

水 質 検 査 結 果 書
令和5年1月10日

B. 白銀配水池（三島浄水場系）

水質基準に適合する

令和5年1月10日 ～ 令和5年1月24日

八戸圏域水道企業団　水質管理課
青森県八戸市南白山台1-11-10

陰性

異常なし

異常なし



採水年月日

採水地点

検  査  項  目 水質基準値等 検  査  結  果 検  査  項  目 水質基準値等 検  査  結  果

水温 10.0 ℃ 総トリハロメタン 0.1 mg/L以下 0.0032 mg/L

一般細菌 100 CFU/mL以下 0 CFU/mL トリクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 <0.002 mg/L

大腸菌（定性） 検出されないこと ブロモジクロロメタン 0.03 mg/L以下 <0.0002 mg/L

カドミウム及びその化合物 0.003 mg/L以下 <0.0003 mg/L ブロモホルム 0.09 mg/L以下 0.0022 mg/L

水銀及びその化合物 0.0005 mg/L以下 <0.00005 mg/L ホルムアルデヒド 0.08 mg/L以下 <0.001 mg/L

セレン及びその化合物 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L 亜鉛及びその化合物 1 mg/L以下 <0.005 mg/L

鉛及びその化合物 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L以下 <0.01 mg/L

ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L 鉄及びその化合物 0.3 mg/L以下 <0.01 mg/L

六価クロム化合物 0.02 mg/L以下 <0.002 mg/L 銅及びその化合物 1 mg/L以下 <0.005 mg/L

亜硝酸態窒素 0.04 mg/L以下 <0.004 mg/L ナトリウム及びその化合物 200 mg/L以下 13.2 mg/L

シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L マンガン及びその化合物 0.05 mg/L以下 <0.001 mg/L

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/L以下 5.78 mg/L 塩化物イオン 200 mg/L以下 14.1 mg/L

フッ素及びその化合物 0.8 mg/L以下 <0.05 mg/L カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg/L以下 143 mg/L

ホウ素及びその化合物 1 mg/L以下 <0.02 mg/L 蒸発残留物 500 mg/L以下 243 mg/L

四塩化炭素 0.002 mg/L以下 <0.0002 mg/L 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L以下 <0.02 mg/L

1,4-ジオキサン 0.05 mg/L以下 <0.001 mg/L ジェオスミン 0.00001 mg/L以下

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04 mg/L以下 <0.0004 mg/L 2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L以下

ジクロロメタン 0.02 mg/L以下 <0.001 mg/L 非イオン界面活性剤 0.02 mg/L以下 <0.002 mg/L

テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 <0.0002 mg/L フェノール類 0.005 mg/L以下 <0.0005 mg/L

トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下 <0.0002 mg/L 有機物(TOC) 3 mg/L以下 0.2 mg/L

ベンゼン 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L pH値 5.8以上8.6以下 7.88

塩素酸 0.6 mg/L以下 <0.06 mg/L 味 異常でないこと

クロロ酢酸 0.02 mg/L以下 <0.002 mg/L 臭気 異常でないこと

クロロホルム 0.06 mg/L以下 <0.0002 mg/L 色度 5 度以下 <0.5 度

ジクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 <0.002 mg/L 濁度 2 度以下 0.2 度

ジブロモクロロメタン 0.1 mg/L以下 0.0010 mg/L 残留塩素 0.1 mg/L以上 0.3 mg/L

臭素酸 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L

判　　定

検査期日

検査機関

備考

水 質 検 査 結 果 書
令和5年1月10日

C. 蟹沢配水池（蟹沢浄水場系）

水質基準に適合する

令和5年1月10日 ～ 令和5年1月24日

八戸圏域水道企業団　水質管理課
青森県八戸市南白山台1-11-10

陰性

異常なし

異常なし



採水年月日

採水地点

検  査  項  目 水質基準値等 検  査  結  果 検  査  項  目 水質基準値等 検  査  結  果

水温 6.8 ℃ 総トリハロメタン 0.1 mg/L以下 0.0126 mg/L

一般細菌 100 CFU/mL以下 0 CFU/mL トリクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 0.002 mg/L

大腸菌（定性） 検出されないこと ブロモジクロロメタン 0.03 mg/L以下 0.0049 mg/L

カドミウム及びその化合物 0.003 mg/L以下 <0.0003 mg/L ブロモホルム 0.09 mg/L以下 0.0004 mg/L

水銀及びその化合物 0.0005 mg/L以下 <0.00005 mg/L ホルムアルデヒド 0.08 mg/L以下 <0.001 mg/L

セレン及びその化合物 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L 亜鉛及びその化合物 1 mg/L以下 <0.005 mg/L

鉛及びその化合物 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L以下 0.02 mg/L

ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L 鉄及びその化合物 0.3 mg/L以下 <0.01 mg/L

六価クロム化合物 0.02 mg/L以下 <0.002 mg/L 銅及びその化合物 1 mg/L以下 <0.005 mg/L

亜硝酸態窒素 0.04 mg/L以下 <0.004 mg/L ナトリウム及びその化合物 200 mg/L以下 10.0 mg/L

シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L マンガン及びその化合物 0.05 mg/L以下 <0.001 mg/L

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/L以下 1.19 mg/L 塩化物イオン 200 mg/L以下 14.3 mg/L

フッ素及びその化合物 0.8 mg/L以下 <0.05 mg/L カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg/L以下 43.0 mg/L

ホウ素及びその化合物 1 mg/L以下 0.03 mg/L 蒸発残留物 500 mg/L以下 100 mg/L

四塩化炭素 0.002 mg/L以下 <0.0002 mg/L 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L以下 <0.02 mg/L

1,4-ジオキサン 0.05 mg/L以下 <0.001 mg/L ジェオスミン 0.00001 mg/L以下

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04 mg/L以下 <0.0004 mg/L 2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L以下

ジクロロメタン 0.02 mg/L以下 <0.001 mg/L 非イオン界面活性剤 0.02 mg/L以下 <0.002 mg/L

テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 <0.0002 mg/L フェノール類 0.005 mg/L以下 <0.0005 mg/L

トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下 <0.0002 mg/L 有機物(TOC) 3 mg/L以下 0.6 mg/L

ベンゼン 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L pH値 5.8以上8.6以下 7.69

塩素酸 0.6 mg/L以下 <0.06 mg/L 味 異常でないこと

クロロ酢酸 0.02 mg/L以下 <0.002 mg/L 臭気 異常でないこと

クロロホルム 0.06 mg/L以下 0.0034 mg/L 色度 5 度以下 <0.5 度

ジクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 <0.002 mg/L 濁度 2 度以下 <0.1 度

ジブロモクロロメタン 0.1 mg/L以下 0.0039 mg/L 残留塩素 0.1 mg/L以上 0.3 mg/L

臭素酸 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L

判　　定

検査期日

検査機関

備考

水 質 検 査 結 果 書
令和5年1月10日

1. むつ市川（白山浄水場系）

水質基準に適合する

令和5年1月10日 ～ 令和5年1月24日

八戸圏域水道企業団　水質管理課
青森県八戸市南白山台1-11-10

陰性

異常なし

異常なし



採水年月日

採水地点

検  査  項  目 水質基準値等 検  査  結  果 検  査  項  目 水質基準値等 検  査  結  果

水温 4.0 ℃ 総トリハロメタン 0.1 mg/L以下

一般細菌 100 CFU/mL以下 0 CFU/mL トリクロロ酢酸 0.03 mg/L以下

大腸菌（定性） 検出されないこと ブロモジクロロメタン 0.03 mg/L以下

カドミウム及びその化合物 0.003 mg/L以下 ブロモホルム 0.09 mg/L以下

水銀及びその化合物 0.0005 mg/L以下 ホルムアルデヒド 0.08 mg/L以下

セレン及びその化合物 0.01 mg/L以下 亜鉛及びその化合物 1 mg/L以下

鉛及びその化合物 0.01 mg/L以下 アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L以下

ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 鉄及びその化合物 0.3 mg/L以下

六価クロム化合物 0.02 mg/L以下 銅及びその化合物 1 mg/L以下

亜硝酸態窒素 0.04 mg/L以下 <0.004 mg/L ナトリウム及びその化合物 200 mg/L以下

シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/L以下 マンガン及びその化合物 0.05 mg/L以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/L以下 1.19 mg/L 塩化物イオン 200 mg/L以下 14.6 mg/L

フッ素及びその化合物 0.8 mg/L以下 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg/L以下

ホウ素及びその化合物 1 mg/L以下 蒸発残留物 500 mg/L以下

四塩化炭素 0.002 mg/L以下 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L以下

1,4-ジオキサン 0.05 mg/L以下 ジェオスミン 0.00001 mg/L以下

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04 mg/L以下 2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L以下

ジクロロメタン 0.02 mg/L以下 非イオン界面活性剤 0.02 mg/L以下

テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 フェノール類 0.005 mg/L以下

トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下 有機物(TOC) 3 mg/L以下 0.5 mg/L

ベンゼン 0.01 mg/L以下 pH値 5.8以上8.6以下 7.66

塩素酸 0.6 mg/L以下 <0.06 mg/L 味 異常でないこと

クロロ酢酸 0.02 mg/L以下 臭気 異常でないこと

クロロホルム 0.06 mg/L以下 色度 5 度以下 <0.5 度

ジクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 濁度 2 度以下 <0.1 度

ジブロモクロロメタン 0.1 mg/L以下 残留塩素 0.1 mg/L以上 0.3 mg/L

臭素酸 0.01 mg/L以下

判　　定

検査期日

検査機関

備考

水 質 検 査 結 果 書
令和5年1月11日

2. 下長（白山浄水場系）

水質基準に適合する

令和5年1月11日 ～ 令和5年1月24日

八戸圏域水道企業団　水質管理課
青森県八戸市南白山台1-11-10

陰性

異常なし

異常なし



採水年月日

採水地点

検  査  項  目 水質基準値等 検  査  結  果 検  査  項  目 水質基準値等 検  査  結  果

水温 6.9 ℃ 総トリハロメタン 0.1 mg/L以下

一般細菌 100 CFU/mL以下 0 CFU/mL トリクロロ酢酸 0.03 mg/L以下

大腸菌（定性） 検出されないこと ブロモジクロロメタン 0.03 mg/L以下

カドミウム及びその化合物 0.003 mg/L以下 ブロモホルム 0.09 mg/L以下

水銀及びその化合物 0.0005 mg/L以下 ホルムアルデヒド 0.08 mg/L以下

セレン及びその化合物 0.01 mg/L以下 亜鉛及びその化合物 1 mg/L以下

鉛及びその化合物 0.01 mg/L以下 アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L以下

ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 鉄及びその化合物 0.3 mg/L以下

六価クロム化合物 0.02 mg/L以下 銅及びその化合物 1 mg/L以下

亜硝酸態窒素 0.04 mg/L以下 <0.004 mg/L ナトリウム及びその化合物 200 mg/L以下

シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/L以下 マンガン及びその化合物 0.05 mg/L以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/L以下 1.15 mg/L 塩化物イオン 200 mg/L以下 14.3 mg/L

フッ素及びその化合物 0.8 mg/L以下 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg/L以下

ホウ素及びその化合物 1 mg/L以下 蒸発残留物 500 mg/L以下

四塩化炭素 0.002 mg/L以下 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L以下

1,4-ジオキサン 0.05 mg/L以下 ジェオスミン 0.00001 mg/L以下

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04 mg/L以下 2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L以下

ジクロロメタン 0.02 mg/L以下 非イオン界面活性剤 0.02 mg/L以下

テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 フェノール類 0.005 mg/L以下

トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下 有機物(TOC) 3 mg/L以下 0.6 mg/L

ベンゼン 0.01 mg/L以下 pH値 5.8以上8.6以下 7.69

塩素酸 0.6 mg/L以下 <0.06 mg/L 味 異常でないこと

クロロ酢酸 0.02 mg/L以下 臭気 異常でないこと

クロロホルム 0.06 mg/L以下 色度 5 度以下 0.5 度

ジクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 濁度 2 度以下 <0.1 度

ジブロモクロロメタン 0.1 mg/L以下 残留塩素 0.1 mg/L以上 0.2 mg/L

臭素酸 0.01 mg/L以下

判　　定

検査期日

検査機関

備考

水 質 検 査 結 果 書
令和5年1月11日

3. 不習（白山浄水場系）

水質基準に適合する

令和5年1月11日 ～ 令和5年1月24日

八戸圏域水道企業団　水質管理課
青森県八戸市南白山台1-11-10

陰性

異常なし

異常なし



採水年月日

採水地点

検  査  項  目 水質基準値等 検  査  結  果 検  査  項  目 水質基準値等 検  査  結  果

水温 5.9 ℃ 総トリハロメタン 0.1 mg/L以下

一般細菌 100 CFU/mL以下 0 CFU/mL トリクロロ酢酸 0.03 mg/L以下

大腸菌（定性） 検出されないこと ブロモジクロロメタン 0.03 mg/L以下

カドミウム及びその化合物 0.003 mg/L以下 ブロモホルム 0.09 mg/L以下

水銀及びその化合物 0.0005 mg/L以下 ホルムアルデヒド 0.08 mg/L以下

セレン及びその化合物 0.01 mg/L以下 亜鉛及びその化合物 1 mg/L以下

鉛及びその化合物 0.01 mg/L以下 アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L以下

ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 鉄及びその化合物 0.3 mg/L以下

六価クロム化合物 0.02 mg/L以下 銅及びその化合物 1 mg/L以下

亜硝酸態窒素 0.04 mg/L以下 <0.004 mg/L ナトリウム及びその化合物 200 mg/L以下

シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/L以下 マンガン及びその化合物 0.05 mg/L以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/L以下 1.19 mg/L 塩化物イオン 200 mg/L以下 14.2 mg/L

フッ素及びその化合物 0.8 mg/L以下 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg/L以下

ホウ素及びその化合物 1 mg/L以下 蒸発残留物 500 mg/L以下

四塩化炭素 0.002 mg/L以下 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L以下

1,4-ジオキサン 0.05 mg/L以下 ジェオスミン 0.00001 mg/L以下

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04 mg/L以下 2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L以下

ジクロロメタン 0.02 mg/L以下 非イオン界面活性剤 0.02 mg/L以下

テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 フェノール類 0.005 mg/L以下

トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下 有機物(TOC) 3 mg/L以下 0.5 mg/L

ベンゼン 0.01 mg/L以下 pH値 5.8以上8.6以下 7.66

塩素酸 0.6 mg/L以下 <0.06 mg/L 味 異常でないこと

クロロ酢酸 0.02 mg/L以下 臭気 異常でないこと

クロロホルム 0.06 mg/L以下 色度 5 度以下 <0.5 度

ジクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 濁度 2 度以下 <0.1 度

ジブロモクロロメタン 0.1 mg/L以下 残留塩素 0.1 mg/L以上 0.3 mg/L

臭素酸 0.01 mg/L以下

判　　定

検査期日

検査機関

備考

水 質 検 査 結 果 書
令和5年1月11日

4. 鳥屋部（白山浄水場系）

水質基準に適合する

令和5年1月11日 ～ 令和5年1月24日

八戸圏域水道企業団　水質管理課
青森県八戸市南白山台1-11-10

陰性

異常なし

異常なし



採水年月日

採水地点

検  査  項  目 水質基準値等 検  査  結  果 検  査  項  目 水質基準値等 検  査  結  果

水温 6.4 ℃ 総トリハロメタン 0.1 mg/L以下

一般細菌 100 CFU/mL以下 0 CFU/mL トリクロロ酢酸 0.03 mg/L以下

大腸菌（定性） 検出されないこと ブロモジクロロメタン 0.03 mg/L以下

カドミウム及びその化合物 0.003 mg/L以下 ブロモホルム 0.09 mg/L以下

水銀及びその化合物 0.0005 mg/L以下 ホルムアルデヒド 0.08 mg/L以下

セレン及びその化合物 0.01 mg/L以下 亜鉛及びその化合物 1 mg/L以下

鉛及びその化合物 0.01 mg/L以下 アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L以下

ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 鉄及びその化合物 0.3 mg/L以下

六価クロム化合物 0.02 mg/L以下 銅及びその化合物 1 mg/L以下

亜硝酸態窒素 0.04 mg/L以下 <0.004 mg/L ナトリウム及びその化合物 200 mg/L以下

シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/L以下 マンガン及びその化合物 0.05 mg/L以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/L以下 1.18 mg/L 塩化物イオン 200 mg/L以下 14.0 mg/L

フッ素及びその化合物 0.8 mg/L以下 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg/L以下

ホウ素及びその化合物 1 mg/L以下 蒸発残留物 500 mg/L以下

四塩化炭素 0.002 mg/L以下 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L以下

1,4-ジオキサン 0.05 mg/L以下 ジェオスミン 0.00001 mg/L以下

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04 mg/L以下 2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L以下

ジクロロメタン 0.02 mg/L以下 非イオン界面活性剤 0.02 mg/L以下

テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 フェノール類 0.005 mg/L以下

トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下 有機物(TOC) 3 mg/L以下 0.5 mg/L

ベンゼン 0.01 mg/L以下 pH値 5.8以上8.6以下 7.85

塩素酸 0.6 mg/L以下 <0.06 mg/L 味 異常でないこと

クロロ酢酸 0.02 mg/L以下 臭気 異常でないこと

クロロホルム 0.06 mg/L以下 色度 5 度以下 <0.5 度

ジクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 濁度 2 度以下 <0.1 度

ジブロモクロロメタン 0.1 mg/L以下 残留塩素 0.1 mg/L以上 0.3 mg/L

臭素酸 0.01 mg/L以下

判　　定

検査期日

検査機関

備考

水 質 検 査 結 果 書
令和5年1月11日

5. 大蛇（白山浄水場系）

水質基準に適合する

令和5年1月11日 ～ 令和5年1月24日

八戸圏域水道企業団　水質管理課
青森県八戸市南白山台1-11-10

陰性

異常なし

異常なし



採水年月日

採水地点

検  査  項  目 水質基準値等 検  査  結  果 検  査  項  目 水質基準値等 検  査  結  果

水温 4.9 ℃ 総トリハロメタン 0.1 mg/L以下

一般細菌 100 CFU/mL以下 0 CFU/mL トリクロロ酢酸 0.03 mg/L以下

大腸菌（定性） 検出されないこと ブロモジクロロメタン 0.03 mg/L以下

カドミウム及びその化合物 0.003 mg/L以下 ブロモホルム 0.09 mg/L以下

水銀及びその化合物 0.0005 mg/L以下 ホルムアルデヒド 0.08 mg/L以下

セレン及びその化合物 0.01 mg/L以下 亜鉛及びその化合物 1 mg/L以下

鉛及びその化合物 0.01 mg/L以下 アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L以下

ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 鉄及びその化合物 0.3 mg/L以下

六価クロム化合物 0.02 mg/L以下 銅及びその化合物 1 mg/L以下

亜硝酸態窒素 0.04 mg/L以下 <0.004 mg/L ナトリウム及びその化合物 200 mg/L以下

シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/L以下 マンガン及びその化合物 0.05 mg/L以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/L以下 1.19 mg/L 塩化物イオン 200 mg/L以下 14.3 mg/L

フッ素及びその化合物 0.8 mg/L以下 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg/L以下

ホウ素及びその化合物 1 mg/L以下 蒸発残留物 500 mg/L以下

四塩化炭素 0.002 mg/L以下 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L以下

1,4-ジオキサン 0.05 mg/L以下 ジェオスミン 0.00001 mg/L以下

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04 mg/L以下 2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L以下

ジクロロメタン 0.02 mg/L以下 非イオン界面活性剤 0.02 mg/L以下

テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 フェノール類 0.005 mg/L以下

トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下 有機物(TOC) 3 mg/L以下 0.5 mg/L

ベンゼン 0.01 mg/L以下 pH値 5.8以上8.6以下 7.71

塩素酸 0.6 mg/L以下 <0.06 mg/L 味 異常でないこと

クロロ酢酸 0.02 mg/L以下 臭気 異常でないこと

クロロホルム 0.06 mg/L以下 色度 5 度以下 <0.5 度

ジクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 濁度 2 度以下 <0.1 度

ジブロモクロロメタン 0.1 mg/L以下 残留塩素 0.1 mg/L以上 0.4 mg/L

臭素酸 0.01 mg/L以下

判　　定

検査期日

検査機関

備考

水 質 検 査 結 果 書
令和5年1月11日

6. 一川目（白山浄水場系）

水質基準に適合する

令和5年1月11日 ～ 令和5年1月24日

八戸圏域水道企業団　水質管理課
青森県八戸市南白山台1-11-10

陰性

異常なし

異常なし



採水年月日

採水地点

検  査  項  目 水質基準値等 検  査  結  果 検  査  項  目 水質基準値等 検  査  結  果

水温 7.2 ℃ 総トリハロメタン 0.1 mg/L以下

一般細菌 100 CFU/mL以下 0 CFU/mL トリクロロ酢酸 0.03 mg/L以下

大腸菌（定性） 検出されないこと ブロモジクロロメタン 0.03 mg/L以下

カドミウム及びその化合物 0.003 mg/L以下 ブロモホルム 0.09 mg/L以下

水銀及びその化合物 0.0005 mg/L以下 ホルムアルデヒド 0.08 mg/L以下

セレン及びその化合物 0.01 mg/L以下 亜鉛及びその化合物 1 mg/L以下

鉛及びその化合物 0.01 mg/L以下 アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L以下

ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 鉄及びその化合物 0.3 mg/L以下

六価クロム化合物 0.02 mg/L以下 銅及びその化合物 1 mg/L以下

亜硝酸態窒素 0.04 mg/L以下 <0.004 mg/L ナトリウム及びその化合物 200 mg/L以下

シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/L以下 マンガン及びその化合物 0.05 mg/L以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/L以下 1.17 mg/L 塩化物イオン 200 mg/L以下 13.8 mg/L

フッ素及びその化合物 0.8 mg/L以下 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg/L以下

ホウ素及びその化合物 1 mg/L以下 蒸発残留物 500 mg/L以下

四塩化炭素 0.002 mg/L以下 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L以下

1,4-ジオキサン 0.05 mg/L以下 ジェオスミン 0.00001 mg/L以下

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04 mg/L以下 2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L以下

ジクロロメタン 0.02 mg/L以下 非イオン界面活性剤 0.02 mg/L以下

テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 フェノール類 0.005 mg/L以下

トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下 有機物(TOC) 3 mg/L以下 0.5 mg/L

ベンゼン 0.01 mg/L以下 pH値 5.8以上8.6以下 7.98

塩素酸 0.6 mg/L以下 <0.06 mg/L 味 異常でないこと

クロロ酢酸 0.02 mg/L以下 臭気 異常でないこと

クロロホルム 0.06 mg/L以下 色度 5 度以下 <0.5 度

ジクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 濁度 2 度以下 <0.1 度

ジブロモクロロメタン 0.1 mg/L以下 残留塩素 0.1 mg/L以上 0.2 mg/L

臭素酸 0.01 mg/L以下

判　　定

検査期日

検査機関

備考

水 質 検 査 結 果 書
令和5年1月11日

7. 金矢（白山浄水場系）

水質基準に適合する

令和5年1月11日 ～ 令和5年1月24日

八戸圏域水道企業団　水質管理課
青森県八戸市南白山台1-11-10

陰性

異常なし

異常なし



採水年月日

採水地点

検  査  項  目 水質基準値等 検  査  結  果 検  査  項  目 水質基準値等 検  査  結  果

水温 5.9 ℃ 総トリハロメタン 0.1 mg/L以下

一般細菌 100 CFU/mL以下 0 CFU/mL トリクロロ酢酸 0.03 mg/L以下

大腸菌（定性） 検出されないこと ブロモジクロロメタン 0.03 mg/L以下

カドミウム及びその化合物 0.003 mg/L以下 ブロモホルム 0.09 mg/L以下

水銀及びその化合物 0.0005 mg/L以下 ホルムアルデヒド 0.08 mg/L以下

セレン及びその化合物 0.01 mg/L以下 亜鉛及びその化合物 1 mg/L以下

鉛及びその化合物 0.01 mg/L以下 アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L以下

ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 鉄及びその化合物 0.3 mg/L以下

六価クロム化合物 0.02 mg/L以下 銅及びその化合物 1 mg/L以下

亜硝酸態窒素 0.04 mg/L以下 <0.004 mg/L ナトリウム及びその化合物 200 mg/L以下

シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/L以下 マンガン及びその化合物 0.05 mg/L以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/L以下 1.17 mg/L 塩化物イオン 200 mg/L以下 13.8 mg/L

フッ素及びその化合物 0.8 mg/L以下 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg/L以下

ホウ素及びその化合物 1 mg/L以下 蒸発残留物 500 mg/L以下

四塩化炭素 0.002 mg/L以下 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L以下

1,4-ジオキサン 0.05 mg/L以下 ジェオスミン 0.00001 mg/L以下

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04 mg/L以下 2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L以下

ジクロロメタン 0.02 mg/L以下 非イオン界面活性剤 0.02 mg/L以下

テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 フェノール類 0.005 mg/L以下

トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下 有機物(TOC) 3 mg/L以下 0.5 mg/L

ベンゼン 0.01 mg/L以下 pH値 5.8以上8.6以下 7.96

塩素酸 0.6 mg/L以下 <0.06 mg/L 味 異常でないこと

クロロ酢酸 0.02 mg/L以下 臭気 異常でないこと

クロロホルム 0.06 mg/L以下 色度 5 度以下 <0.5 度

ジクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 濁度 2 度以下 <0.1 度

ジブロモクロロメタン 0.1 mg/L以下 残留塩素 0.1 mg/L以上 0.3 mg/L

臭素酸 0.01 mg/L以下

判　　定

検査期日

検査機関

備考

水 質 検 査 結 果 書
令和5年1月11日

8. 浅水（白山浄水場系）

水質基準に適合する

令和5年1月11日 ～ 令和5年1月24日

八戸圏域水道企業団　水質管理課
青森県八戸市南白山台1-11-10

陰性

異常なし

異常なし



採水年月日

採水地点

検  査  項  目 水質基準値等 検  査  結  果 検  査  項  目 水質基準値等 検  査  結  果

水温 6.6 ℃ 総トリハロメタン 0.1 mg/L以下

一般細菌 100 CFU/mL以下 0 CFU/mL トリクロロ酢酸 0.03 mg/L以下

大腸菌（定性） 検出されないこと ブロモジクロロメタン 0.03 mg/L以下

カドミウム及びその化合物 0.003 mg/L以下 ブロモホルム 0.09 mg/L以下

水銀及びその化合物 0.0005 mg/L以下 ホルムアルデヒド 0.08 mg/L以下

セレン及びその化合物 0.01 mg/L以下 亜鉛及びその化合物 1 mg/L以下

鉛及びその化合物 0.01 mg/L以下 アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L以下

ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 鉄及びその化合物 0.3 mg/L以下

六価クロム化合物 0.02 mg/L以下 銅及びその化合物 1 mg/L以下

亜硝酸態窒素 0.04 mg/L以下 <0.004 mg/L ナトリウム及びその化合物 200 mg/L以下

シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/L以下 マンガン及びその化合物 0.05 mg/L以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/L以下 1.20 mg/L 塩化物イオン 200 mg/L以下 14.1 mg/L

フッ素及びその化合物 0.8 mg/L以下 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg/L以下

ホウ素及びその化合物 1 mg/L以下 蒸発残留物 500 mg/L以下

四塩化炭素 0.002 mg/L以下 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L以下

1,4-ジオキサン 0.05 mg/L以下 ジェオスミン 0.00001 mg/L以下

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04 mg/L以下 2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L以下

ジクロロメタン 0.02 mg/L以下 非イオン界面活性剤 0.02 mg/L以下

テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 フェノール類 0.005 mg/L以下

トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下 有機物(TOC) 3 mg/L以下 0.6 mg/L

ベンゼン 0.01 mg/L以下 pH値 5.8以上8.6以下 8.27

塩素酸 0.6 mg/L以下 <0.06 mg/L 味 異常でないこと

クロロ酢酸 0.02 mg/L以下 臭気 異常でないこと

クロロホルム 0.06 mg/L以下 色度 5 度以下 <0.5 度

ジクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 濁度 2 度以下 <0.1 度

ジブロモクロロメタン 0.1 mg/L以下 残留塩素 0.1 mg/L以上 0.3 mg/L

臭素酸 0.01 mg/L以下

判　　定

検査期日

検査機関

備考

水 質 検 査 結 果 書
令和5年1月11日

9. 相内（白山浄水場系）

水質基準に適合する

令和5年1月11日 ～ 令和5年1月24日

八戸圏域水道企業団　水質管理課
青森県八戸市南白山台1-11-10

陰性

異常なし

異常なし



採水年月日

採水地点

検  査  項  目 水質基準値等 検  査  結  果 検  査  項  目 水質基準値等 検  査  結  果

水温 6.4 ℃ 総トリハロメタン 0.1 mg/L以下

一般細菌 100 CFU/mL以下 0 CFU/mL トリクロロ酢酸 0.03 mg/L以下

大腸菌（定性） 検出されないこと ブロモジクロロメタン 0.03 mg/L以下

カドミウム及びその化合物 0.003 mg/L以下 ブロモホルム 0.09 mg/L以下

水銀及びその化合物 0.0005 mg/L以下 ホルムアルデヒド 0.08 mg/L以下

セレン及びその化合物 0.01 mg/L以下 亜鉛及びその化合物 1 mg/L以下

鉛及びその化合物 0.01 mg/L以下 アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L以下

ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 鉄及びその化合物 0.3 mg/L以下

六価クロム化合物 0.02 mg/L以下 銅及びその化合物 1 mg/L以下

亜硝酸態窒素 0.04 mg/L以下 <0.004 mg/L ナトリウム及びその化合物 200 mg/L以下

シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/L以下 マンガン及びその化合物 0.05 mg/L以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/L以下 1.19 mg/L 塩化物イオン 200 mg/L以下 13.9 mg/L

フッ素及びその化合物 0.8 mg/L以下 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg/L以下

ホウ素及びその化合物 1 mg/L以下 蒸発残留物 500 mg/L以下

四塩化炭素 0.002 mg/L以下 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L以下

1,4-ジオキサン 0.05 mg/L以下 ジェオスミン 0.00001 mg/L以下

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04 mg/L以下 2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L以下

ジクロロメタン 0.02 mg/L以下 非イオン界面活性剤 0.02 mg/L以下

テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 フェノール類 0.005 mg/L以下

トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下 有機物(TOC) 3 mg/L以下 0.6 mg/L

ベンゼン 0.01 mg/L以下 pH値 5.8以上8.6以下 8.17

塩素酸 0.6 mg/L以下 <0.06 mg/L 味 異常でないこと

クロロ酢酸 0.02 mg/L以下 臭気 異常でないこと

クロロホルム 0.06 mg/L以下 色度 5 度以下 <0.5 度

ジクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 濁度 2 度以下 <0.1 度

ジブロモクロロメタン 0.1 mg/L以下 残留塩素 0.1 mg/L以上 0.3 mg/L

臭素酸 0.01 mg/L以下

判　　定

検査期日

検査機関

備考

水 質 検 査 結 果 書
令和5年1月11日

10. 山田（白山浄水場系）

水質基準に適合する

令和5年1月11日 ～ 令和5年1月24日

八戸圏域水道企業団　水質管理課
青森県八戸市南白山台1-11-10

陰性

異常なし

異常なし



採水年月日

採水地点

検  査  項  目 水質基準値等 検  査  結  果 検  査  項  目 水質基準値等 検  査  結  果

水温 5.9 ℃ 総トリハロメタン 0.1 mg/L以下

一般細菌 100 CFU/mL以下 0 CFU/mL トリクロロ酢酸 0.03 mg/L以下

大腸菌（定性） 検出されないこと ブロモジクロロメタン 0.03 mg/L以下

カドミウム及びその化合物 0.003 mg/L以下 ブロモホルム 0.09 mg/L以下

水銀及びその化合物 0.0005 mg/L以下 ホルムアルデヒド 0.08 mg/L以下

セレン及びその化合物 0.01 mg/L以下 亜鉛及びその化合物 1 mg/L以下

鉛及びその化合物 0.01 mg/L以下 アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L以下

ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 鉄及びその化合物 0.3 mg/L以下

六価クロム化合物 0.02 mg/L以下 銅及びその化合物 1 mg/L以下

亜硝酸態窒素 0.04 mg/L以下 <0.004 mg/L ナトリウム及びその化合物 200 mg/L以下

シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/L以下 マンガン及びその化合物 0.05 mg/L以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/L以下 1.19 mg/L 塩化物イオン 200 mg/L以下 13.9 mg/L

フッ素及びその化合物 0.8 mg/L以下 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg/L以下

ホウ素及びその化合物 1 mg/L以下 蒸発残留物 500 mg/L以下

四塩化炭素 0.002 mg/L以下 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L以下

1,4-ジオキサン 0.05 mg/L以下 ジェオスミン 0.00001 mg/L以下

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04 mg/L以下 2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L以下

ジクロロメタン 0.02 mg/L以下 非イオン界面活性剤 0.02 mg/L以下

テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 フェノール類 0.005 mg/L以下

トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下 有機物(TOC) 3 mg/L以下 0.5 mg/L

ベンゼン 0.01 mg/L以下 pH値 5.8以上8.6以下 7.82

塩素酸 0.6 mg/L以下 <0.06 mg/L 味 異常でないこと

クロロ酢酸 0.02 mg/L以下 臭気 異常でないこと

クロロホルム 0.06 mg/L以下 色度 5 度以下 <0.5 度

ジクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 濁度 2 度以下 <0.1 度

ジブロモクロロメタン 0.1 mg/L以下 残留塩素 0.1 mg/L以上 0.3 mg/L

臭素酸 0.01 mg/L以下

判　　定

検査期日

検査機関

備考

水 質 検 査 結 果 書
令和5年1月11日

11. 楢舘（白山浄水場系）

水質基準に適合する

令和5年1月11日 ～ 令和5年1月24日

八戸圏域水道企業団　水質管理課
青森県八戸市南白山台1-11-10

陰性

異常なし

異常なし



採水年月日

採水地点

検  査  項  目 水質基準値等 検  査  結  果 検  査  項  目 水質基準値等 検  査  結  果

水温 6.2 ℃ 総トリハロメタン 0.1 mg/L以下

一般細菌 100 CFU/mL以下 0 CFU/mL トリクロロ酢酸 0.03 mg/L以下

大腸菌（定性） 検出されないこと ブロモジクロロメタン 0.03 mg/L以下

カドミウム及びその化合物 0.003 mg/L以下 ブロモホルム 0.09 mg/L以下

水銀及びその化合物 0.0005 mg/L以下 ホルムアルデヒド 0.08 mg/L以下

セレン及びその化合物 0.01 mg/L以下 亜鉛及びその化合物 1 mg/L以下

鉛及びその化合物 0.01 mg/L以下 アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L以下

ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 鉄及びその化合物 0.3 mg/L以下

六価クロム化合物 0.02 mg/L以下 銅及びその化合物 1 mg/L以下

亜硝酸態窒素 0.04 mg/L以下 <0.004 mg/L ナトリウム及びその化合物 200 mg/L以下

シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/L以下 マンガン及びその化合物 0.05 mg/L以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/L以下 1.19 mg/L 塩化物イオン 200 mg/L以下 13.9 mg/L

フッ素及びその化合物 0.8 mg/L以下 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg/L以下

ホウ素及びその化合物 1 mg/L以下 蒸発残留物 500 mg/L以下

四塩化炭素 0.002 mg/L以下 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L以下

1,4-ジオキサン 0.05 mg/L以下 ジェオスミン 0.00001 mg/L以下

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04 mg/L以下 2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L以下

ジクロロメタン 0.02 mg/L以下 非イオン界面活性剤 0.02 mg/L以下

テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 フェノール類 0.005 mg/L以下

トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下 有機物(TOC) 3 mg/L以下 0.6 mg/L

ベンゼン 0.01 mg/L以下 pH値 5.8以上8.6以下 7.73

塩素酸 0.6 mg/L以下 <0.06 mg/L 味 異常でないこと

クロロ酢酸 0.02 mg/L以下 臭気 異常でないこと

クロロホルム 0.06 mg/L以下 色度 5 度以下 <0.5 度

ジクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 濁度 2 度以下 <0.1 度

ジブロモクロロメタン 0.1 mg/L以下 残留塩素 0.1 mg/L以上 0.3 mg/L

臭素酸 0.01 mg/L以下

判　　定

検査期日

検査機関

備考

水 質 検 査 結 果 書
令和5年1月10日

12. 二又（白山浄水場系）

水質基準に適合する

令和5年1月10日 ～ 令和5年1月24日

八戸圏域水道企業団　水質管理課
青森県八戸市南白山台1-11-10

陰性

異常なし

異常なし



採水年月日

採水地点

検  査  項  目 水質基準値等 検  査  結  果 検  査  項  目 水質基準値等 検  査  結  果

水温 9.5 ℃ 総トリハロメタン 0.1 mg/L以下 0.0014 mg/L

一般細菌 100 CFU/mL以下 0 CFU/mL トリクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 <0.002 mg/L

大腸菌（定性） 検出されないこと ブロモジクロロメタン 0.03 mg/L以下 <0.0002 mg/L

カドミウム及びその化合物 0.003 mg/L以下 <0.0003 mg/L ブロモホルム 0.09 mg/L以下 0.0011 mg/L

水銀及びその化合物 0.0005 mg/L以下 <0.00005 mg/L ホルムアルデヒド 0.08 mg/L以下 <0.001 mg/L

セレン及びその化合物 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L 亜鉛及びその化合物 1 mg/L以下 <0.005 mg/L

鉛及びその化合物 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L以下 <0.01 mg/L

ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L 鉄及びその化合物 0.3 mg/L以下 <0.01 mg/L

六価クロム化合物 0.02 mg/L以下 <0.002 mg/L 銅及びその化合物 1 mg/L以下 <0.005 mg/L

亜硝酸態窒素 0.04 mg/L以下 <0.004 mg/L ナトリウム及びその化合物 200 mg/L以下 16.6 mg/L

シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L マンガン及びその化合物 0.05 mg/L以下 <0.001 mg/L

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/L以下 4.48 mg/L 塩化物イオン 200 mg/L以下 21.1 mg/L

フッ素及びその化合物 0.8 mg/L以下 <0.05 mg/L カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg/L以下 164 mg/L

ホウ素及びその化合物 1 mg/L以下 <0.02 mg/L 蒸発残留物 500 mg/L以下 279 mg/L

四塩化炭素 0.002 mg/L以下 <0.0002 mg/L 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L以下 <0.02 mg/L

1,4-ジオキサン 0.05 mg/L以下 <0.001 mg/L ジェオスミン 0.00001 mg/L以下

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04 mg/L以下 <0.0004 mg/L 2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L以下

ジクロロメタン 0.02 mg/L以下 <0.001 mg/L 非イオン界面活性剤 0.02 mg/L以下 <0.002 mg/L

テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 <0.0002 mg/L フェノール類 0.005 mg/L以下 <0.0005 mg/L

トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下 <0.0002 mg/L 有機物(TOC) 3 mg/L以下 <0.2 mg/L

ベンゼン 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L pH値 5.8以上8.6以下 7.88

塩素酸 0.6 mg/L以下 <0.06 mg/L 味 異常でないこと

クロロ酢酸 0.02 mg/L以下 <0.002 mg/L 臭気 異常でないこと

クロロホルム 0.06 mg/L以下 <0.0002 mg/L 色度 5 度以下 <0.5 度

ジクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 <0.002 mg/L 濁度 2 度以下 <0.1 度

ジブロモクロロメタン 0.1 mg/L以下 0.0003 mg/L 残留塩素 0.1 mg/L以上 0.2 mg/L

臭素酸 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L

判　　定

検査期日

検査機関

備考

水 質 検 査 結 果 書
令和5年1月10日

13. 白銀（三島浄水場系）

水質基準に適合する

令和5年1月10日 ～ 令和5年1月24日

八戸圏域水道企業団　水質管理課
青森県八戸市南白山台1-11-10

陰性

異常なし

異常なし



採水年月日

採水地点

検  査  項  目 水質基準値等 検  査  結  果 検  査  項  目 水質基準値等 検  査  結  果

水温 7.4 ℃ 総トリハロメタン 0.1 mg/L以下

一般細菌 100 CFU/mL以下 0 CFU/mL トリクロロ酢酸 0.03 mg/L以下

大腸菌（定性） 検出されないこと ブロモジクロロメタン 0.03 mg/L以下

カドミウム及びその化合物 0.003 mg/L以下 ブロモホルム 0.09 mg/L以下

水銀及びその化合物 0.0005 mg/L以下 ホルムアルデヒド 0.08 mg/L以下

セレン及びその化合物 0.01 mg/L以下 亜鉛及びその化合物 1 mg/L以下

鉛及びその化合物 0.01 mg/L以下 アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L以下

ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 鉄及びその化合物 0.3 mg/L以下

六価クロム化合物 0.02 mg/L以下 銅及びその化合物 1 mg/L以下

亜硝酸態窒素 0.04 mg/L以下 <0.004 mg/L ナトリウム及びその化合物 200 mg/L以下

シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/L以下 マンガン及びその化合物 0.05 mg/L以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/L以下 4.35 mg/L 塩化物イオン 200 mg/L以下 21.0 mg/L

フッ素及びその化合物 0.8 mg/L以下 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg/L以下

ホウ素及びその化合物 1 mg/L以下 蒸発残留物 500 mg/L以下

四塩化炭素 0.002 mg/L以下 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L以下

1,4-ジオキサン 0.05 mg/L以下 ジェオスミン 0.00001 mg/L以下

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04 mg/L以下 2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L以下

ジクロロメタン 0.02 mg/L以下 非イオン界面活性剤 0.02 mg/L以下

テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 フェノール類 0.005 mg/L以下

トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下 有機物(TOC) 3 mg/L以下 <0.2 mg/L

ベンゼン 0.01 mg/L以下 pH値 5.8以上8.6以下 7.88

塩素酸 0.6 mg/L以下 <0.06 mg/L 味 異常でないこと

クロロ酢酸 0.02 mg/L以下 臭気 異常でないこと

クロロホルム 0.06 mg/L以下 色度 5 度以下 <0.5 度

ジクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 濁度 2 度以下 <0.1 度

ジブロモクロロメタン 0.1 mg/L以下 残留塩素 0.1 mg/L以上 0.2 mg/L

臭素酸 0.01 mg/L以下

判　　定

検査期日

検査機関

備考

水 質 検 査 結 果 書
令和5年1月10日

14. 種差（三島浄水場系）

水質基準に適合する

令和5年1月10日 ～ 令和5年1月24日

八戸圏域水道企業団　水質管理課
青森県八戸市南白山台1-11-10

陰性

異常なし

異常なし



採水年月日

採水地点

検  査  項  目 水質基準値等 検  査  結  果 検  査  項  目 水質基準値等 検  査  結  果

水温 8.5 ℃ 総トリハロメタン 0.1 mg/L以下 0.0046 mg/L

一般細菌 100 CFU/mL以下 0 CFU/mL トリクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 <0.002 mg/L

大腸菌（定性） 検出されないこと ブロモジクロロメタン 0.03 mg/L以下 0.0002 mg/L

カドミウム及びその化合物 0.003 mg/L以下 <0.0003 mg/L ブロモホルム 0.09 mg/L以下 0.0029 mg/L

水銀及びその化合物 0.0005 mg/L以下 <0.00005 mg/L ホルムアルデヒド 0.08 mg/L以下 <0.001 mg/L

セレン及びその化合物 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L 亜鉛及びその化合物 1 mg/L以下 <0.005 mg/L

鉛及びその化合物 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L以下 <0.01 mg/L

ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L 鉄及びその化合物 0.3 mg/L以下 <0.01 mg/L

六価クロム化合物 0.02 mg/L以下 <0.002 mg/L 銅及びその化合物 1 mg/L以下 <0.005 mg/L

亜硝酸態窒素 0.04 mg/L以下 <0.004 mg/L ナトリウム及びその化合物 200 mg/L以下 13.0 mg/L

シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L マンガン及びその化合物 0.05 mg/L以下 <0.001 mg/L

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/L以下 5.77 mg/L 塩化物イオン 200 mg/L以下 14.1 mg/L

フッ素及びその化合物 0.8 mg/L以下 <0.05 mg/L カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg/L以下 144 mg/L

ホウ素及びその化合物 1 mg/L以下 <0.02 mg/L 蒸発残留物 500 mg/L以下 241 mg/L

四塩化炭素 0.002 mg/L以下 <0.0002 mg/L 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L以下 <0.02 mg/L

1,4-ジオキサン 0.05 mg/L以下 <0.001 mg/L ジェオスミン 0.00001 mg/L以下

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04 mg/L以下 <0.0004 mg/L 2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L以下

ジクロロメタン 0.02 mg/L以下 <0.001 mg/L 非イオン界面活性剤 0.02 mg/L以下 <0.002 mg/L

テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 <0.0002 mg/L フェノール類 0.005 mg/L以下 <0.0005 mg/L

トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下 <0.0002 mg/L 有機物(TOC) 3 mg/L以下 0.3 mg/L

ベンゼン 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L pH値 5.8以上8.6以下 7.95

塩素酸 0.6 mg/L以下 <0.06 mg/L 味 異常でないこと

クロロ酢酸 0.02 mg/L以下 <0.002 mg/L 臭気 異常でないこと

クロロホルム 0.06 mg/L以下 <0.0002 mg/L 色度 5 度以下 <0.5 度

ジクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 <0.002 mg/L 濁度 2 度以下 <0.1 度

ジブロモクロロメタン 0.1 mg/L以下 0.0015 mg/L 残留塩素 0.1 mg/L以上 0.2 mg/L

臭素酸 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L

判　　定

検査期日

検査機関

備考

水 質 検 査 結 果 書
令和5年1月10日

15. 青葉（蟹沢浄水場系）

水質基準に適合する

令和5年1月10日 ～ 令和5年1月24日

八戸圏域水道企業団　水質管理課
青森県八戸市南白山台1-11-10

陰性

異常なし

異常なし



採水年月日

採水地点

検  査  項  目 水質基準値等 検  査  結  果 検  査  項  目 水質基準値等 検  査  結  果

水温 7.7 ℃ 総トリハロメタン 0.1 mg/L以下 <0.0002 mg/L

一般細菌 100 CFU/mL以下 0 CFU/mL トリクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 <0.002 mg/L

大腸菌（定性） 検出されないこと ブロモジクロロメタン 0.03 mg/L以下 <0.0002 mg/L

カドミウム及びその化合物 0.003 mg/L以下 <0.0003 mg/L ブロモホルム 0.09 mg/L以下 <0.0002 mg/L

水銀及びその化合物 0.0005 mg/L以下 <0.00005 mg/L ホルムアルデヒド 0.08 mg/L以下 <0.001 mg/L

セレン及びその化合物 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L 亜鉛及びその化合物 1 mg/L以下 <0.005 mg/L

鉛及びその化合物 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L以下 <0.01 mg/L

ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L 鉄及びその化合物 0.3 mg/L以下 <0.01 mg/L

六価クロム化合物 0.02 mg/L以下 <0.002 mg/L 銅及びその化合物 1 mg/L以下 <0.005 mg/L

亜硝酸態窒素 0.04 mg/L以下 <0.004 mg/L ナトリウム及びその化合物 200 mg/L以下 5.9 mg/L

シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L マンガン及びその化合物 0.05 mg/L以下 <0.001 mg/L

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/L以下 0.59 mg/L 塩化物イオン 200 mg/L以下 5.1 mg/L

フッ素及びその化合物 0.8 mg/L以下 <0.05 mg/L カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg/L以下 24.7 mg/L

ホウ素及びその化合物 1 mg/L以下 <0.02 mg/L 蒸発残留物 500 mg/L以下 68 mg/L

四塩化炭素 0.002 mg/L以下 <0.0002 mg/L 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L以下 <0.02 mg/L

1,4-ジオキサン 0.05 mg/L以下 <0.001 mg/L ジェオスミン 0.00001 mg/L以下

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04 mg/L以下 <0.0004 mg/L 2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L以下

ジクロロメタン 0.02 mg/L以下 <0.001 mg/L 非イオン界面活性剤 0.02 mg/L以下 <0.002 mg/L

テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 <0.0002 mg/L フェノール類 0.005 mg/L以下 <0.0005 mg/L

トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下 <0.0002 mg/L 有機物(TOC) 3 mg/L以下 <0.2 mg/L

ベンゼン 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L pH値 5.8以上8.6以下 7.76

塩素酸 0.6 mg/L以下 <0.06 mg/L 味 異常でないこと

クロロ酢酸 0.02 mg/L以下 <0.002 mg/L 臭気 異常でないこと

クロロホルム 0.06 mg/L以下 <0.0002 mg/L 色度 5 度以下 <0.5 度

ジクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 <0.002 mg/L 濁度 2 度以下 <0.1 度

ジブロモクロロメタン 0.1 mg/L以下 <0.0002 mg/L 残留塩素 0.1 mg/L以上 0.3 mg/L

臭素酸 0.01 mg/L以下 <0.001 mg/L

判　　定

検査期日

検査機関

備考

水 質 検 査 結 果 書
令和5年1月10日

16. 斗内（田子受水系）

水質基準に適合する

令和5年1月10日 ～ 令和5年1月24日

八戸圏域水道企業団　水質管理課
青森県八戸市南白山台1-11-10

陰性

異常なし

異常なし



採水年月日

採水地点

検  査  項  目 水質基準値等 検  査  結  果 検  査  項  目 水質基準値等 検  査  結  果

水温 6.6 ℃ 総トリハロメタン 0.1 mg/L以下

一般細菌 100 CFU/mL以下 0 CFU/mL トリクロロ酢酸 0.03 mg/L以下

大腸菌（定性） 検出されないこと ブロモジクロロメタン 0.03 mg/L以下

カドミウム及びその化合物 0.003 mg/L以下 ブロモホルム 0.09 mg/L以下

水銀及びその化合物 0.0005 mg/L以下 ホルムアルデヒド 0.08 mg/L以下

セレン及びその化合物 0.01 mg/L以下 亜鉛及びその化合物 1 mg/L以下

鉛及びその化合物 0.01 mg/L以下 アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L以下

ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 鉄及びその化合物 0.3 mg/L以下

六価クロム化合物 0.02 mg/L以下 銅及びその化合物 1 mg/L以下

亜硝酸態窒素 0.04 mg/L以下 <0.004 mg/L ナトリウム及びその化合物 200 mg/L以下

シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/L以下 マンガン及びその化合物 0.05 mg/L以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/L以下 1.19 mg/L 塩化物イオン 200 mg/L以下 13.9 mg/L

フッ素及びその化合物 0.8 mg/L以下 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg/L以下

ホウ素及びその化合物 1 mg/L以下 蒸発残留物 500 mg/L以下

四塩化炭素 0.002 mg/L以下 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L以下

1,4-ジオキサン 0.05 mg/L以下 ジェオスミン 0.00001 mg/L以下

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04 mg/L以下 2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L以下

ジクロロメタン 0.02 mg/L以下 非イオン界面活性剤 0.02 mg/L以下

テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 フェノール類 0.005 mg/L以下

トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下 有機物(TOC) 3 mg/L以下 0.6 mg/L

ベンゼン 0.01 mg/L以下 pH値 5.8以上8.6以下 7.71

塩素酸 0.6 mg/L以下 <0.06 mg/L 味 異常でないこと

クロロ酢酸 0.02 mg/L以下 臭気 異常でないこと

クロロホルム 0.06 mg/L以下 色度 5 度以下 <0.5 度

ジクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 濁度 2 度以下 <0.1 度

ジブロモクロロメタン 0.1 mg/L以下 残留塩素 0.1 mg/L以上 0.3 mg/L

臭素酸 0.01 mg/L以下

判　　定

検査期日

検査機関

備考

水 質 検 査 結 果 書
令和5年1月11日

17. 島守（白山浄水場系）

水質基準に適合する

令和5年1月11日 ～ 令和5年1月24日

八戸圏域水道企業団　水質管理課
青森県八戸市南白山台1-11-10

陰性

異常なし

異常なし
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