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• 
様々な水

O地球上の水(約14億km3)

海水町臥氷山・氷河 1.7%ゐ表水・地下水 0.8%

年間取水量(162.4億m3)1こ対する

各水源取水量の割合

己二〉

揖平反18写置における土水置と用水俣柏.震の合計より
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• 
水質基準

O水源の水質基準(管轄:環境省)

水質汚濁に関する環境基準

2)生活環績の保全に隠する建貨基準

2・1.河川

2・1-1.河JII(湖沼を除く)一街路

2・1・2.湖沼(天然湖沼および貯水量が1，000万立法メートル

以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人口湖)

一部略

2・2.海減 省略

.4; 

様々な水
'!lも身近に存在する化合物のひとつ

-幅広い用途

河 洋

同

海

ツ

上水

下水
工場排水

etc . 

• 
水質基準

O水源の水質基準(管轄:環境省)
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• 
水質基準

生活E軍墳の保全に関する11境基準一河川.湖沼の項自のー部
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• 

• 
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水質基準
O水道水の水質基準(水道法、管轄:厚生労働省)

1)水省某準諸冨

(a)健康に関する項目+(b)水道水が有すベき性状に関する項目

(a) 

水質基準

O水源と水道水の水質基準

・無償物質・.金属、一般有償化学物質等で

『人の健康の保鐙に関する11湧&皐J(水湾側)に定められて
いる憶のほとんどは『水質&1Il項目』等水道水側の値と同じ

'pH効寧の良い泡繁消毒

・大腸菌検出きれないこ左

亡令 浄水場による処理

水源から公共用水への流れ

(a) 

(b) 
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水質基準
O水道水の水質基準(水道法、管轄:厚生労働省)

217k雷管璽B擁控室'FJiflfJ

水道水の安全性確保等で水質管理上留.すべき27項目

・事性解価が留定的なもの他{無偉物質・賃金属、一鰻有償化学物質など15項目)

・より貨の高い水道水供給のため管理すベ曹もの(色.においなど12項目)

3)事縄場fJiflfJ

毒性E手価が定まらないものなど前述1)、2)に分類できない40項目

うち19項目に目標値段定

金王笠盤
・供給4主における水の残留温無温度

.病原性原虫汚染の指棟菌後査

水質基準
0その他の水質基準例

1)排水基準ー水質汚濁防止法

関連、事業所からの排水に対す
る基準(一般:生活環境項目、有
害物質:健康項包)

-環唆水による10倍希釈見込み

2)食品衛生法(清涼飲料水、ミネ

引レウオー μ 
・水質基皐項目よりやや甘めな項目あり

浄水場
O乙訓浄水場(京大経キャンパスの南西)
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浄水処理方法急速ろ過・前温索処理・中間淘紫処現・後塩素処理

京舗府HPhttp://www.pref.kyoto.jplkoeVsuldou_10.html 



浄水場
。乙富11浄水場(京大縫キャンパスの南西)
浄水処理方法急速ろ過・前自塩素処理・中間温素処理・後塩素処理

京領府HPhtゆ1品川w.prel.kyoto.jplk田 Usuidou_10.html
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浄水場水処理
・薬品沈殿池・・・電荷を帯びた(主に負電荷)コロイド

状濁質の電荷を薬品添加により中和→凝集、フロッ

ク形成を誘発させ沈殿させる

・急速ろ過・・・沈殿で取りきれない微粒子を取り除く

・塩素消毒・・・細菌汚染防止、 塩素系副生成物

・浄化池・・・配水池。供給前の水なので管理重要

-その他:高度浄水処理・・・水源の水質悪化などによ
り水質改善が困難な場合などに適用

生物処理、オゾン処理、膜処理など

参考資料 生活環境の保全に鋼材環境制肉用筒

1 自然環境保全;自然探脇等の環境保全

2水道111:ろ過等による簡易な浄水像作を行うもの
水道211・沈1&ろ過等による通常の浄水操作を行うもの

水道311:前処理等を伴う高度の浄水爆作を行うもの
3水産1級.ヤマメ‘イワナ等賞腐水性水向車の水産生物用並びに水産

21量及び水産3紐の水産生物用
水産211:サケ科fl煩及ぴアユ等賞廊水性水域の水産生物用及び

水産311の水産生物周
水痘3級:コイ.フナ等、 11-中腐水位水織の水産生物用

4 エ集用水t級:ttl&"による通常の浄水爆作を行うもの
ヱ業用水211:.品注入等による高度の浄水爆作を行うもの
工業用水3級.特殊の浄水像作を行うもの

5 環境保全.国民の臼常生活{沿岸の遊歩等を含む.)において不快感
を生じない限度
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浄水場
乙釧浄水場の処理前後における水質

ー一ー一一一 水源{流入水)，---二ァ一一、 浄水{給水鐙)

で
fe-一___...____.J
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• 
嗣

まとめ

-水質基準について・・-水源、上水、その他

-浄水施設の水処理について・・・薬品沈殿、

急速ろ過、塩素消毒など




