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このたびは、平成25年度秦野市インターネッ
ト水道モニターにご登録を頂き誠にありがと
うございます。 
 
「秦野市 水道のはなし」は、水道に関する
正しい情報、秦野市における水道の取り組み
などを発信情報としてお届けします。 
 
なお秦野市ホームページでは、第1回目の水道
アンケートを実施しておりますのでご回答を
お願いします。http://www.city.hadano.kanagawa.jp/suido/enquete_2013_01.html 

 

http://www.city.hadano.kanagawa.jp/suido/enquete_2013_01.html
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  水道って何？ 

■水道の誕生  

 地球の陸地には毎年約110兆㎥の雤が
降り注いでいると言われています。地球
上の人口を60億人とすると、１人当たり
毎日約50ｔもの雤が降っていることにな
ります。 
 しかし、地球上では、こんなにも雤が
降っているにもかかわらず、水丌足によ
り、毎日数千人もの人が亡くなっている
と言われています。これは、降雤の時間
が一定ではないこと、降雤の場所が偏っ
ているなどの理由があります。 
 このため人類は、古代から安定した水
の供給源の近くに居住し、文明が栄えて
きました。人の集まりはやがて都市を形
成し、衛生的な「水道」という供給体
制・設備を発明していったのです。 

■水道法  

 我が国では、明治20年に池や川の水をそ
のまま飲用するのではなく「沈殿・ろ過」
による浄水処理をした近代水道が開始され
ました。 
 
 我が国の水道法では、第1条として水道の
目的は、 
①「清浄にして豊富低廉な水の供給」 
②「公衆衛生の向上」 
③「生活環境の改善に寄不」 
と規定されています。 
  
 水道は公共性が非常に高い施設で、低廉
な価格での供給、つまり広く多くの人が水
道の供給を受けられることがその目的とさ
れているのです。 



3 

  水道のシステム  ～水の旅～ 

学校 会社など 

家庭 

浄水場 配水場 

■秦野市のシステム全体  

市内に約３０箇所あります。配水場は高
地に設置しており、高低差を利用して配
水管に水を送っています。 

水源 
（取水場） 

取水場は市内に約50箇所あります。 
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■直結式給水と受水槽式給水 

  秦野の水道施設配置図 

青色の枠線は、取水場（水源）から
取水して浄水場や配水場に送り、配
水場から皆様に供給する行程が市内
に17ブロックありますが、その配
水ブロックの区域をあらわしていま
す。（地域によっては水源は取水場
ではなく、県水受水の場所もありま
す。） 



日本全国の水源の内訳 秦野の水源の内訳 

H23年度水道統計 日本水道協会 H23年度水道事業統計要覧 秦野市水道局 
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  秦野の水源はおもにきれいな地下水 

■秦野の地下水  

 秦野の水道水のもととなる水源はきれいでおいしい地下水（井戸水、湧水）が約75％を占めてい
ます。国平均（19.6%）と比べて、地下水比率が非常に高いのが特徴です。 
 丹沢山系に囲まれた盆地という地域性がこの豊富な地下水を生んでいる大きな要因です。私達は、
次の世代も、その次の世代も水道を利用できるよう、この地下水を保全することが大切です。 
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  安全な水道水のために 

■秦野の水質管理の状況  

 水質基準は、国が定めた水道水の品質
に関する基準で、生涯飲み続けることが
できる安全性を十分考慮した値です。全
国の水道事業者に一律に課せられており、
その遵守と検査が義務付けられています。 
 
 水道水質基準は、平成16年4月1日に
大幅に改正され、その後平成20年、21
年及び22年4月1日に一部改正されて現
在は50項目となっています。水質基準等
は、最新の科学的知見をふまえて、逐次
改正が行われることとなっています。 
 
 秦野市ではより安全で、清浄な水道水
の供給を図るため、国の基準に加えて、
水質管理上測定や監視することが望まし
いとされている水質管理目標設定項目な
どを定めて、検査を実施しています。 

■秦野の水道水の浄水方法  

(1) 河川水 
 水無川上流に位置する猿渡（さるわた
り）取水場から水（原水）を取水し、堀
山下浄水場で水（原水）に含まれる濁質
を凝集剤により、沈でんさせ、上澄み水
をろ過、塩素消毒して水道水としていま
す。 
 
(2) 地下水 
 各取水場で水（原水）を取水し、配水
場で塩素消毒して水道水となります。一
部、浄水装置（ばっ気装置）により揮発
性有機化合物を除去する工程を含む施設
があります。 
＊秦野の地下水は、濁質が含まれないた
め、塩素消毒することで水道水となりま
す。 
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  浄水方式 

■堀山下浄水場 

 堀山下浄水場の浄水処理の方式には急
速ろ過方式を採用しています。 
 
【急速ろ過方式】 
まず原水の濁質をすばやく取り除くため
に、凝集剤を注入することによって濁質
を大きなかたまり（フロック）にして沈
でんさせます。この処理の後、上澄み水
をろ過池で粗めの砂層を通すことにより、
濁質をきれいに取り除きます。この方式
は、少ない敷地面積で多量の水を処理す
ることができます。 
 

■塩素と発がん性  

 塩素は水道水の消毒に使用されており、
水道法の規定で、各家庭の蛇口で1リット
ル当たり0.1 mg以上の濃度を保つように
規定されています。 
 一方、有機物と塩素が反応することに
より、塩素臭（カルキ臭）が発生するほ
か、発がん性が疑われるトリハロメタン
を生成することが知られていますが、水
道水中に含まれるトリハロメタンは、人
の健康に影響が生じないほどの低濃度で
あるため、水道水中に含まれるトリハロ
メタンを摂取したとしても健康上問題は
ありません。 
 なお、発がん性物質に対する水質基準
は、生涯にわたり水を飲んでも人の健康
に影響が生じない水準を基に定められて
います。 
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  水道水がご家庭に届けられるまで 

■直結式給水と受水槽式給水 
 ほとんどの道路の下には配水管が埋められています。そこから皆様のご家庭に給水管が引き込
まれていますが、一般住宅と中高層住宅ではその仕組みが違います。一般住宅のほとんどは、直
結式給水であり、中高層住宅の多くは受水槽式給水となっています。※中高層住宅で直結式給水
を行っている場合もあります。 

多くの中高層住宅はこのよ
うに受水層や高架水槽を設
置しています。 
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  中高層住宅の水道水 

■受水槽 

 受水槽は、ビルやマンションなどで、水道管を通っ
て送られてきた水を、高い階数まで送ったり、一時的
に多量の水を必要とする建物のために、いったん飲み
水を貯めておく場所です。 
また、受水槽は設置者がその設備や水質の管理を行う
ことになっています。 
 
 水道水が安全であっても受水槽の管理が適正に行わ
れていなければおいしい水として飲めなくなってしま
います。 
 
  
 浄水器は、水道水をろ過などにより塩素、カルキ及
びカビ臭などを取り除くための家庭用水処理器具で、
法律や規格基準により定められています。 
 なお、塩素など、水質の維持に必要な成分を取り除
くため、保存性は水道水と比べて低くなります。浄水
器の使用にあたっては、カートリッジ交換等の使用上
の注意事項がありますので必ず守ってください。 

水道局では浄水
器等のリース契
約、販売はして
いません！！ 

■浄水器とは？ 
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  飲用水としての水道水 

■ミネラルウォーターと水道水 

 水道水は、水道法に基づく水質基準に適合していますの
で、安心してそのままお飲みいただけます。 
 
 ミネラルウオーター類に使用する原水には、18項目の基
準が設けられているのに対し、水道水には50項目の水質基
準があり、毎月検査を行っています。 
 また、ミネラルウォーター類に使用する原水の基準には、
硬度は定められていません。しかし、水道水には、水道法
で300mg/L以下という水質基準が定められています。 
 硬度が高いと口に残るような味がし、湯沸かし器などへ
のスケール（カルシウムやマグネシウムなどの堆積物）の
付着が起こったり、石鹸の泡立ちが悪くなったりします。 
 
 水質基準値はこのようなことも防止する観点から定めら
れています。  

ぜひ安心して水道水をご利用ください 
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  秦野の水道水はおいしい？ 

■おいしい水の基準 

 秦野市の水道水は、「名水
の里・秦野」の地下水をくみ
上げ、主要な水源としていま
すので、おいしいと評価いた
だいています。「おいしい
水」の判断は、非常に難しく、
その時の気温、環境、体調、
個人的嗜好などに左右されま
す。では、どのような条件で、
多くの方から評価いただいて
いるのでしょうか。 
 「おいしい水」については、
昭和６０年に旧厚生省（現在
の厚生労働省）が、全国の水
道水の水質や水に含まれる成
分などから、「おいしい水」
とはなにか、を研究して、右
の７項目を発表しました。 
 

水質項目 解説 おいしさへの影響 数値 

蒸発残留物 

 カルシウムやマグネシウム、ナ
トリウムやカリウム、鉄やマンガ
ンなどの鉱物質、いわゆるミネラ
ルの含有量を示します。 

 ほどよく含まれると水の味がま
ろやかになりますが、多くなると
水に渋みや苦み、あるいは塩味を
感じます。ただし、鉄やマンガン
は異臭味がします。 

30～ 
２0０
mg/l 

硬度 
 ミネラル成分の中で量的に多い
カルシウムやマグネシウムの含有
量を示します。 

硬度が低いと、くせがなく、低す
ぎると淡白でコクのない水となり
ます。逆に高いと好き嫌いが出ま
す。 

１0～
１００ 
mg/l 

遊離炭酸  水に溶けた炭酸ガスのことです。 
適度に含まれると、サイダーなど
の炭酸飲料と同じように水に清涼
感を不えます。 

3～ 
3０
mg/l 

過マンガン
酸カリウム
消費量 

 水中の有機物濃度の指標になる
数値です。  

多いと水にカビ臭などの異臭味や
渋みを不えます。 

３
mg/l
以下 

臭気度 

 水のにおいを嗅覚で表現する方
法で、測定しようとする水を無臭
の水で希釈し、無臭になったとき
の希釈倍数を言います。 

 特に「カビ臭」や「ドブ臭」が
問題になります。 
 

３以下 

残留塩素 

 水中に残っている、消毒に使用
された塩素の量です。法律で水道
水中に塩素が０．１mg/l以上残留
することが定められています。 

この量が多いと「カルキ臭」とな
りまずく感じます。 

０．４
mg/l 

水温 
 水温は特に水のおいしさを左右
する要因となります。 

冷たい水のおいしさは格別です。
１０～１５℃の水は、人に最も清
涼感のあるおいしさを感じさせる
と言われています。 

最高 
２０℃ 
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  秦野の水道水はおいしい？ 

■秦野の水道水の数値 

 秦野の水源（地下水）での水質を見てみましょう。（羽根配水場系の水道水の検査結果）   
 秦野の水道水は、旧厚生省が示した「おいしい水」研究会の条件からすると、おいしく感
じられることにあてはまっていることが分かります。 

水質項目 数値 おいしさへの影響 

蒸発残留物 158mg/l 
 水源が地下水であることから、ミネラル成分を適度に含んでいるため、苦み渋みのない、まろやか
な水です。 

硬度 90mg/l 
 地下水は、雤などが地中に浸透し、地下を長く流れれば流れるほど、硬度が高くなります。秦野市
の水道水の水源の地下水は、硬度成分を適度に含んだ中程度の軟水です。 
参考：ペットボトル「おいしい秦野の水」の硬度は８９度 

遊離炭酸 3.2mg/l 
 自然水の遊離炭酸は、有機物の分解で発生するものと、空気中の炭酸ガスが溶け込んだものとがあ
ります。地下水の場合、地質に影響されます。含まれる遊離炭酸は少ないですが、おいしい水の要件
を満たしています。 

過マンガン酸カリ
ウム消費量 

0.4mg/l  生活排水による汚れのない地下水のため、過マンガン酸カリウム消費量は少なく、きれいな水です。 

臭気度 １未満  カビ臭等の原因となる生物がいないきれいな水のため、丌快な臭いはしません。 

残留塩素 0.2mg/l 
 塩素消毒は、水道法で義務付けられており、国が定めた水質管理目標設定項目・目標値では、１
mg/L以下となっています。 

水温 19.2℃ 
 秦野市の水道水の主要な水源は、地下水ですが、この地下水は年間を通して水温が１５℃前後と一
定で、水源から蛇口までの距離が比較的短いことから、夏季は比較的冷たいと感じられます。 
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  秦野の水道水はおいしい？ 

■秦野の水は神奈川県の水も入っているよね？ 

 ４ページにもご紹介したとおり地域によっては神奈川県水（県水）の水が含まれています。
おいしさに大きく違いがでるのでは？と感じられる方もいらっしゃると思います。 
   
 水道局では、イベントなどで「利き水」を実施しています。地下水１００パーセントの水
源の水道水と、県水１００パーセントの水源の水道水を同じ水温で飲み比べていただいてい
ますが、どちらがおいしいか、という質問では、ほぼ同数という結果が多いです。 
 
 利き水の結果からは、私たちの生活の中では、地下水と県水（河川表流水）の水源の違い
は微妙な差でしかなく、その時の気温、環境、体調、個人的嗜好などさまざまな要因により、
おいしいと感じられる結果が生まれることのようです。 
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ご覧いただきありがとうございました。 
 
今回は秦野市の水道水の水質についておはな
しをさせていただきました。 
 
次回は秦野市の水道料金についてのおはなし
をさせていただく予定です。 
 
引き続きよろしくお願いいたします。 


