
0       平成15年厚労省告示第261号別表11 一般細菌 個/ml ≦100

不検出 平成15年厚労省告示第261号別表22 大腸菌 - 検出ｻﾚﾅｲｺﾄ

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表12未満3 シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l ≦0.01

0.46    平成15年厚労省告示第261号別表134 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l ≦10

0.06    平成15年厚労省告示第261号別表16の2未満5 塩素酸 mg/l ≦0.6

0.002   平成15年厚労省告示第261号別表17未満6 クロロ酢酸 mg/l ≦0.02

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満7 クロロホルム mg/l ≦0.06

0.004   平成15年厚労省告示第261号別表17未満8 ジクロロ酢酸 mg/l ≦0.04

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満9 ジブロモクロロメタン mg/l ≦0.1

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表18未満10 臭素酸 mg/l ≦0.01

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満11 総トリハロメタン mg/l ≦0.1

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表17未満12 トリクロロ酢酸 mg/l ≦0.2

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満13 ブロモジクロロメタン mg/l ≦0.03

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満14 ブロモホルム mg/l ≦0.09

0.008   平成15年厚労省告示第261号別表19未満15 ホルムアルデヒド mg/l ≦0.08

0.01    平成15年厚労省告示第261号別表5未満16 鉄及びその化合物（Ｆｅ） mg/l ≦0.3

10       平成15年厚労省告示第261号別表1317 塩化物イオン mg/l ≦200

0.5     平成15年厚労省告示第261号別表30未満18 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量) mg/l ≦5

6.5(14.0℃) 平成15年厚労省告示第261号別表3119 ｐＨ値 - 5.8～8.6

異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3320 味 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

   水道法第20条の3 登録機関登録番号第134号

検　査　成　績　書

採取条件 開始日時

1  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-001 号 - 01

   建築物飲料水水質検査業登録滋賀県58第1号

〒525-0066 滋賀県草津市矢橋町649番地

株式会社　西日本技術コンサルタント

検査部門責任者 堀口　眞

TEL 077-562-4978  FAX 077-562-9016

終了日時

2009/02/23

15:20

2009/02/23

天　　候

気　　温

水　　温

受付状況

曇

8.0℃

11.5℃

採取

特記事項：

現地残留塩素濃度；0.3mg/l

採取者 早瀬 哲雄

平成21年02月23日 受付試料の水道法に基づく水質検査の結果を下記の如くご報告します。

住　　所

依頼者名

担当者名

試料明細

福井県小浜市大手町6番3号                                    

小浜市市長　松崎　晃治 殿

産業建設部 上下水道課 山本主査 様

平成２０年度　水質検査業務｛施設名；湯岡上水道（浄水）｝

検査の対象
  項目・単位

小浜第一保育園
水道法
水質基準

検査の方法



異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3421 臭気 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

1       平成15年厚労省告示第261号別表36未満22 色度 度 ≦5

0.1     平成15年厚労省告示第261号別表41未満23 濁度 度 ≦2

　　　　以下余白

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

検　査　成　績　書
2  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-001 号 - 01

検査の対象
  項目・単位

小浜第一保育園
水道法
水質基準

検査の方法



0       平成15年厚労省告示第261号別表11 一般細菌 個/ml ≦100

不検出 平成15年厚労省告示第261号別表22 大腸菌 - 検出ｻﾚﾅｲｺﾄ

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表12未満3 シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l ≦0.01

0.58    平成15年厚労省告示第261号別表134 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l ≦10

0.06    平成15年厚労省告示第261号別表16の2未満5 塩素酸 mg/l ≦0.6

0.002   平成15年厚労省告示第261号別表17未満6 クロロ酢酸 mg/l ≦0.02

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満7 クロロホルム mg/l ≦0.06

0.004   平成15年厚労省告示第261号別表17未満8 ジクロロ酢酸 mg/l ≦0.04

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満9 ジブロモクロロメタン mg/l ≦0.1

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表18未満10 臭素酸 mg/l ≦0.01

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満11 総トリハロメタン mg/l ≦0.1

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表17未満12 トリクロロ酢酸 mg/l ≦0.2

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満13 ブロモジクロロメタン mg/l ≦0.03

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満14 ブロモホルム mg/l ≦0.09

0.008   平成15年厚労省告示第261号別表19未満15 ホルムアルデヒド mg/l ≦0.08

0.01    平成15年厚労省告示第261号別表5未満16 鉄及びその化合物（Ｆｅ） mg/l ≦0.3

9       平成15年厚労省告示第261号別表1317 塩化物イオン mg/l ≦200

0.5     平成15年厚労省告示第261号別表30未満18 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量) mg/l ≦5

7.3(14.0℃) 平成15年厚労省告示第261号別表3119 ｐＨ値 - 5.8～8.6

異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3320 味 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

   水道法第20条の3 登録機関登録番号第134号

検　査　成　績　書

採取条件 開始日時

1  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-002 号 - 01

   建築物飲料水水質検査業登録滋賀県58第1号

〒525-0066 滋賀県草津市矢橋町649番地

株式会社　西日本技術コンサルタント

検査部門責任者 堀口　眞

TEL 077-562-4978  FAX 077-562-9016

終了日時

2009/02/23

15:45

2009/02/23

天　　候

気　　温

水　　温

受付状況

曇

8.0℃

10.0℃

採取

特記事項：

現地残留塩素濃度；0.3mg/l

採取者 早瀬 哲雄

平成21年02月23日 受付試料の水道法に基づく水質検査の結果を下記の如くご報告します。

住　　所

依頼者名

担当者名

試料明細

福井県小浜市大手町6番3号                                    

小浜市市長　松崎　晃治 殿

産業建設部 上下水道課 山本主査 様

平成２０年度　水質検査業務｛施設名；水取上水道（浄水）｝

検査の対象
  項目・単位

内外海児童センター
水道法
水質基準

検査の方法



異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3421 臭気 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

1       平成15年厚労省告示第261号別表36未満22 色度 度 ≦5

0.1     平成15年厚労省告示第261号別表41未満23 濁度 度 ≦2

　　　　以下余白

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

検　査　成　績　書
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発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-002 号 - 01

検査の対象
  項目・単位

内外海児童センター
水道法
水質基準

検査の方法



0       平成15年厚労省告示第261号別表11 一般細菌 個/ml ≦100

不検出 平成15年厚労省告示第261号別表22 大腸菌 - 検出ｻﾚﾅｲｺﾄ

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表12未満3 シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l ≦0.01

0.64    平成15年厚労省告示第261号別表134 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l ≦10

0.06    平成15年厚労省告示第261号別表16の2未満5 塩素酸 mg/l ≦0.6

0.002   平成15年厚労省告示第261号別表17未満6 クロロ酢酸 mg/l ≦0.02

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満7 クロロホルム mg/l ≦0.06

0.004   平成15年厚労省告示第261号別表17未満8 ジクロロ酢酸 mg/l ≦0.04

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満9 ジブロモクロロメタン mg/l ≦0.1

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表18未満10 臭素酸 mg/l ≦0.01

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満11 総トリハロメタン mg/l ≦0.1

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表17未満12 トリクロロ酢酸 mg/l ≦0.2

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満13 ブロモジクロロメタン mg/l ≦0.03

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満14 ブロモホルム mg/l ≦0.09

0.008   平成15年厚労省告示第261号別表19未満15 ホルムアルデヒド mg/l ≦0.08

0.01    平成15年厚労省告示第261号別表5未満16 鉄及びその化合物（Ｆｅ） mg/l ≦0.3

9       平成15年厚労省告示第261号別表1317 塩化物イオン mg/l ≦200

0.5     平成15年厚労省告示第261号別表30未満18 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量) mg/l ≦5

7.0(14.0℃) 平成15年厚労省告示第261号別表3119 ｐＨ値 - 5.8～8.6

異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3320 味 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

   水道法第20条の3 登録機関登録番号第134号

検　査　成　績　書

採取条件 開始日時

1  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-003 号 - 01

   建築物飲料水水質検査業登録滋賀県58第1号

〒525-0066 滋賀県草津市矢橋町649番地

株式会社　西日本技術コンサルタント

検査部門責任者 堀口　眞

TEL 077-562-4978  FAX 077-562-9016

終了日時

2009/02/23

11:15

2009/02/23

天　　候

気　　温

水　　温

受付状況

曇

8.0℃

9.0℃

採取

特記事項：

現地残留塩素濃度；0.3mg/l

採取者 早瀬 哲雄

平成21年02月23日 受付試料の水道法に基づく水質検査の結果を下記の如くご報告します。

住　　所

依頼者名

担当者名

試料明細

福井県小浜市大手町6番3号                                    

小浜市市長　松崎　晃治 殿

産業建設部 上下水道課 山本主査 様

平成２０年度　水質検査業務｛施設名；遠敷上水道（浄水）｝

検査の対象
  項目・単位

遠敷保育園
水道法
水質基準

検査の方法



異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3421 臭気 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

1       平成15年厚労省告示第261号別表36未満22 色度 度 ≦5

0.1     平成15年厚労省告示第261号別表41未満23 濁度 度 ≦2

　　　　以下余白

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

検　査　成　績　書
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発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-003 号 - 01

検査の対象
  項目・単位

遠敷保育園
水道法
水質基準

検査の方法



0       平成15年厚労省告示第261号別表11 一般細菌 個/ml ≦100

不検出 平成15年厚労省告示第261号別表22 大腸菌 - 検出ｻﾚﾅｲｺﾄ

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表12未満3 シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l ≦0.01

0.46    平成15年厚労省告示第261号別表134 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l ≦10

0.06    平成15年厚労省告示第261号別表16の2未満5 塩素酸 mg/l ≦0.6

0.002   平成15年厚労省告示第261号別表17未満6 クロロ酢酸 mg/l ≦0.02

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満7 クロロホルム mg/l ≦0.06

0.004   平成15年厚労省告示第261号別表17未満8 ジクロロ酢酸 mg/l ≦0.04

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満9 ジブロモクロロメタン mg/l ≦0.1

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表18未満10 臭素酸 mg/l ≦0.01

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満11 総トリハロメタン mg/l ≦0.1

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表17未満12 トリクロロ酢酸 mg/l ≦0.2

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満13 ブロモジクロロメタン mg/l ≦0.03

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満14 ブロモホルム mg/l ≦0.09

0.008   平成15年厚労省告示第261号別表19未満15 ホルムアルデヒド mg/l ≦0.08

0.01    平成15年厚労省告示第261号別表5未満16 鉄及びその化合物（Ｆｅ） mg/l ≦0.3

10       平成15年厚労省告示第261号別表1317 塩化物イオン mg/l ≦200

0.5     平成15年厚労省告示第261号別表30未満18 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量) mg/l ≦5

7.2(14.0℃) 平成15年厚労省告示第261号別表3119 ｐＨ値 - 5.8～8.6

異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3320 味 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

   水道法第20条の3 登録機関登録番号第134号

検　査　成　績　書

採取条件 開始日時

1  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-004 号 - 01

   建築物飲料水水質検査業登録滋賀県58第1号

〒525-0066 滋賀県草津市矢橋町649番地

株式会社　西日本技術コンサルタント

検査部門責任者 堀口　眞

TEL 077-562-4978  FAX 077-562-9016

終了日時

2009/02/23

13:55

2009/02/23

天　　候

気　　温

水　　温

受付状況

曇

8.0℃

8.5℃

採取

特記事項：

現地残留塩素濃度；0.2mg/l

採取者 早瀬 哲雄

平成21年02月23日 受付試料の水道法に基づく水質検査の結果を下記の如くご報告します。

住　　所

依頼者名

担当者名

試料明細

福井県小浜市大手町6番3号                                    

小浜市市長　松崎　晃治 殿

産業建設部 上下水道課 山本主査 様

平成２０年度　水質検査業務｛施設名；谷田部（加斗）上水道（浄
水)｝

検査の対象
  項目・単位

鯉川ふれあい会館
水道法
水質基準

検査の方法



異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3421 臭気 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

1       平成15年厚労省告示第261号別表36未満22 色度 度 ≦5

0.1     平成15年厚労省告示第261号別表41未満23 濁度 度 ≦2

　　　　以下余白

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

検　査　成　績　書
2  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-004 号 - 01

検査の対象
  項目・単位

鯉川ふれあい会館
水道法
水質基準

検査の方法



0       平成15年厚労省告示第261号別表11 一般細菌 個/ml ≦100

不検出 平成15年厚労省告示第261号別表22 大腸菌 - 検出ｻﾚﾅｲｺﾄ

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表12未満3 シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l ≦0.01

0.46    平成15年厚労省告示第261号別表134 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l ≦10

0.06    平成15年厚労省告示第261号別表16の2未満5 塩素酸 mg/l ≦0.6

0.002   平成15年厚労省告示第261号別表17未満6 クロロ酢酸 mg/l ≦0.02

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満7 クロロホルム mg/l ≦0.06

0.004   平成15年厚労省告示第261号別表17未満8 ジクロロ酢酸 mg/l ≦0.04

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満9 ジブロモクロロメタン mg/l ≦0.1

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表18未満10 臭素酸 mg/l ≦0.01

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満11 総トリハロメタン mg/l ≦0.1

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表17未満12 トリクロロ酢酸 mg/l ≦0.2

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満13 ブロモジクロロメタン mg/l ≦0.03

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満14 ブロモホルム mg/l ≦0.09

0.008   平成15年厚労省告示第261号別表19未満15 ホルムアルデヒド mg/l ≦0.08

0.01    平成15年厚労省告示第261号別表5未満16 鉄及びその化合物（Ｆｅ） mg/l ≦0.3

9       平成15年厚労省告示第261号別表1317 塩化物イオン mg/l ≦200

0.5     平成15年厚労省告示第261号別表30未満18 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量) mg/l ≦5

7.0(15.0℃) 平成15年厚労省告示第261号別表3119 ｐＨ値 - 5.8～8.6

異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3320 味 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

   水道法第20条の3 登録機関登録番号第134号

検　査　成　績　書

採取条件 開始日時

1  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-005 号 - 01

   建築物飲料水水質検査業登録滋賀県58第1号

〒525-0066 滋賀県草津市矢橋町649番地

株式会社　西日本技術コンサルタント

検査部門責任者 堀口　眞

TEL 077-562-4978  FAX 077-562-9016

終了日時

2009/02/23

13:30

2009/02/23

天　　候

気　　温

水　　温

受付状況

曇

7.0℃

7.0℃

採取

特記事項：

現地残留塩素濃度；0.3mg/l

採取者 早瀬 哲雄

平成21年02月23日 受付試料の水道法に基づく水質検査の結果を下記の如くご報告します。

住　　所

依頼者名

担当者名

試料明細

福井県小浜市大手町6番3号                                    

小浜市市長　松崎　晃治 殿

産業建設部 上下水道課 山本主査 様

平成２０年度　水質検査業務｛施設名；谷田部（口名田）上水道（
浄水)｝

検査の対象
  項目・単位

西相生集落センター
水道法
水質基準

検査の方法



異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3421 臭気 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

1       平成15年厚労省告示第261号別表36未満22 色度 度 ≦5

0.1     平成15年厚労省告示第261号別表41未満23 濁度 度 ≦2

　　　　以下余白

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

検　査　成　績　書
2  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-005 号 - 01

検査の対象
  項目・単位

西相生集落センター
水道法
水質基準

検査の方法



0       平成15年厚労省告示第261号別表11 一般細菌 個/ml ≦100

不検出 平成15年厚労省告示第261号別表22 大腸菌 - 検出ｻﾚﾅｲｺﾄ

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表12未満3 シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l ≦0.01

0.64    平成15年厚労省告示第261号別表134 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l ≦10

0.06    平成15年厚労省告示第261号別表16の2未満5 塩素酸 mg/l ≦0.6

0.002   平成15年厚労省告示第261号別表17未満6 クロロ酢酸 mg/l ≦0.02

0.002   平成15年厚労省告示第261号別表157 クロロホルム mg/l ≦0.06

0.004   平成15年厚労省告示第261号別表17未満8 ジクロロ酢酸 mg/l ≦0.04

0.008   平成15年厚労省告示第261号別表159 ジブロモクロロメタン mg/l ≦0.1

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表18未満10 臭素酸 mg/l ≦0.01

0.017   平成15年厚労省告示第261号別表1511 総トリハロメタン mg/l ≦0.1

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表17未満12 トリクロロ酢酸 mg/l ≦0.2

0.005   平成15年厚労省告示第261号別表1513 ブロモジクロロメタン mg/l ≦0.03

0.002   平成15年厚労省告示第261号別表1514 ブロモホルム mg/l ≦0.09

0.008   平成15年厚労省告示第261号別表19未満15 ホルムアルデヒド mg/l ≦0.08

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表5未満16 アルミニウム及びその化合物(Ａｌ) mg/l ≦0.2

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表517 鉄及びその化合物（Ｆｅ） mg/l ≦0.3

14       平成15年厚労省告示第261号別表1318 塩化物イオン mg/l ≦200

0.5     平成15年厚労省告示第261号別表30未満19 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量) mg/l ≦5

7.0(15.0℃) 平成15年厚労省告示第261号別表3120 ｐＨ値 - 5.8～8.6

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

   水道法第20条の3 登録機関登録番号第134号

検　査　成　績　書

採取条件 開始日時

1  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-006 号 - 01

   建築物飲料水水質検査業登録滋賀県58第1号

〒525-0066 滋賀県草津市矢橋町649番地

株式会社　西日本技術コンサルタント

検査部門責任者 堀口　眞

TEL 077-562-4978  FAX 077-562-9016

終了日時

2009/02/23

14:16

2009/02/23

天　　候

気　　温

水　　温

受付状況

曇

7.8℃

8.8℃

採取

特記事項：

現地残留塩素濃度；0.4mg/l

採取者 岡本 達彦

平成21年02月23日 受付試料の水道法に基づく水質検査の結果を下記の如くご報告します。

住　　所

依頼者名

担当者名

試料明細

福井県小浜市大手町6番3号                                    

小浜市市長　松崎　晃治 殿

産業建設部 上下水道課 山本主査 様

平成２０年度　水質検査業務｛施設名；堅海簡易水道（浄水）｝

検査の対象
  項目・単位

堅海児童センター
水道法
水質基準

検査の方法



異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3321 味 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3422 臭気 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

1       平成15年厚労省告示第261号別表36未満23 色度 度 ≦5

0.1     平成15年厚労省告示第261号別表41未満24 濁度 度 ≦2

　　　　以下余白

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

検　査　成　績　書
2  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-006 号 - 01

検査の対象
  項目・単位

堅海児童センター
水道法
水質基準

検査の方法



0       平成15年厚労省告示第261号別表11 一般細菌 個/ml ≦100

不検出 平成15年厚労省告示第261号別表22 大腸菌 - 検出ｻﾚﾅｲｺﾄ

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表12未満3 シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l ≦0.01

0.42    平成15年厚労省告示第261号別表134 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l ≦10

0.06    平成15年厚労省告示第261号別表16の2未満5 塩素酸 mg/l ≦0.6

0.002   平成15年厚労省告示第261号別表17未満6 クロロ酢酸 mg/l ≦0.02

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満7 クロロホルム mg/l ≦0.06

0.004   平成15年厚労省告示第261号別表17未満8 ジクロロ酢酸 mg/l ≦0.04

0.005   平成15年厚労省告示第261号別表159 ジブロモクロロメタン mg/l ≦0.1

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表18未満10 臭素酸 mg/l ≦0.01

0.009   平成15年厚労省告示第261号別表1511 総トリハロメタン mg/l ≦0.1

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表17未満12 トリクロロ酢酸 mg/l ≦0.2

0.002   平成15年厚労省告示第261号別表1513 ブロモジクロロメタン mg/l ≦0.03

0.002   平成15年厚労省告示第261号別表1514 ブロモホルム mg/l ≦0.09

0.008   平成15年厚労省告示第261号別表19未満15 ホルムアルデヒド mg/l ≦0.08

0.13    平成15年厚労省告示第261号別表516 アルミニウム及びその化合物(Ａｌ) mg/l ** ≦0.2

0.04    平成15年厚労省告示第261号別表517 鉄及びその化合物（Ｆｅ） mg/l * ≦0.3

17       平成15年厚労省告示第261号別表1318 塩化物イオン mg/l ≦200

0.5     平成15年厚労省告示第261号別表30未満19 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量) mg/l ≦5

7.0(15.0℃) 平成15年厚労省告示第261号別表3120 ｐＨ値 - 5.8～8.6

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
尚、検査結果の*印は、水道法水質基準の10％を超える値です。又、**印は20％を超える値です。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

   水道法第20条の3 登録機関登録番号第134号

検　査　成　績　書

採取条件 開始日時

1  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-007 号 - 01

   建築物飲料水水質検査業登録滋賀県58第1号

〒525-0066 滋賀県草津市矢橋町649番地

株式会社　西日本技術コンサルタント

検査部門責任者 堀口　眞

TEL 077-562-4978  FAX 077-562-9016

終了日時

2009/02/23

14:28

2009/02/23

天　　候

気　　温

水　　温

受付状況

曇

8.5℃

8.6℃

採取

特記事項：

現地残留塩素濃度；0.2mg/l

採取者 岡本 達彦

平成21年02月23日 受付試料の水道法に基づく水質検査の結果を下記の如くご報告します。

住　　所

依頼者名

担当者名

試料明細

福井県小浜市大手町6番3号                                    

小浜市市長　松崎　晃治 殿

産業建設部 上下水道課 山本主査 様

平成２０年度　水質検査業務｛施設名；泊簡易水道（浄水）｝

検査の対象
  項目・単位

若狭姫彦神社
水道法
水質基準

検査の方法



異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3321 味 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3422 臭気 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

1       平成15年厚労省告示第261号別表3623 色度 度 ≦5

0.2     平成15年厚労省告示第261号別表4124 濁度 度 ≦2

　　　　以下余白

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
尚、検査結果の*印は、水道法水質基準の10％を超える値です。又、**印は20％を超える値です。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

検　査　成　績　書
2  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-007 号 - 01

検査の対象
  項目・単位

若狭姫彦神社
水道法
水質基準

検査の方法



0       平成15年厚労省告示第261号別表11 一般細菌 個/ml ≦100

不検出 平成15年厚労省告示第261号別表22 大腸菌 - 検出ｻﾚﾅｲｺﾄ

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表12未満3 シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l ≦0.01

0.03    平成15年厚労省告示第261号別表134 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l ≦10

0.14    平成15年厚労省告示第261号別表16の25 塩素酸 mg/l ≦0.6

0.002   平成15年厚労省告示第261号別表17未満6 クロロ酢酸 mg/l ≦0.02

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満7 クロロホルム mg/l ≦0.06

0.004   平成15年厚労省告示第261号別表17未満8 ジクロロ酢酸 mg/l ≦0.04

0.002   平成15年厚労省告示第261号別表159 ジブロモクロロメタン mg/l ≦0.1

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表1810 臭素酸 mg/l ≦0.01

0.004   平成15年厚労省告示第261号別表1511 総トリハロメタン mg/l ≦0.1

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表17未満12 トリクロロ酢酸 mg/l ≦0.2

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表1513 ブロモジクロロメタン mg/l ≦0.03

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表1514 ブロモホルム mg/l ≦0.09

0.008   平成15年厚労省告示第261号別表19未満15 ホルムアルデヒド mg/l ≦0.08

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表5未満16 アルミニウム及びその化合物(Ａｌ) mg/l ≦0.2

0.07    平成15年厚労省告示第261号別表517 鉄及びその化合物（Ｆｅ） mg/l ** ≦0.3

26       平成15年厚労省告示第261号別表1318 塩化物イオン mg/l ≦200

0.5     平成15年厚労省告示第261号別表30未満19 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量) mg/l ≦5

6.8(14.0℃) 平成15年厚労省告示第261号別表3120 ｐＨ値 - 5.8～8.6

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
尚、検査結果の**印は、水道法水質基準の20％を超える値です。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

   水道法第20条の3 登録機関登録番号第134号

検　査　成　績　書

採取条件 開始日時

1  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-008 号 - 01

   建築物飲料水水質検査業登録滋賀県58第1号

〒525-0066 滋賀県草津市矢橋町649番地

株式会社　西日本技術コンサルタント

検査部門責任者 堀口　眞

TEL 077-562-4978  FAX 077-562-9016

終了日時

2009/02/23

14:07

2009/02/23

天　　候

気　　温

水　　温

受付状況

曇

7.8℃

8.6℃

採取

特記事項：

現地残留塩素濃度；0.7mg/l以上

採取者 岡本 達彦

平成21年02月23日 受付試料の水道法に基づく水質検査の結果を下記の如くご報告します。

住　　所

依頼者名

担当者名

試料明細

福井県小浜市大手町6番3号                                    

小浜市市長　松崎　晃治 殿

産業建設部 上下水道課 山本主査 様

平成２０年度　水質検査業務｛施設名；仏谷簡易水道（浄水）｝

検査の対象
  項目・単位

川端　勇　宅
水道法
水質基準

検査の方法



異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3321 味 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3422 臭気 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

1       平成15年厚労省告示第261号別表36未満23 色度 度 ≦5

0.1     平成15年厚労省告示第261号別表41未満24 濁度 度 ≦2

　　　　以下余白

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
尚、検査結果の**印は、水道法水質基準の20％を超える値です。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

検　査　成　績　書
2  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-008 号 - 01

検査の対象
  項目・単位

川端　勇　宅
水道法
水質基準

検査の方法



0       平成15年厚労省告示第261号別表11 一般細菌 個/ml ≦100

不検出 平成15年厚労省告示第261号別表22 大腸菌 - 検出ｻﾚﾅｲｺﾄ

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表12未満3 シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l ≦0.01

0.65    平成15年厚労省告示第261号別表134 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l ≦10

0.06    平成15年厚労省告示第261号別表16の2未満5 塩素酸 mg/l ≦0.6

0.002   平成15年厚労省告示第261号別表17未満6 クロロ酢酸 mg/l ≦0.02

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満7 クロロホルム mg/l ≦0.06

0.004   平成15年厚労省告示第261号別表17未満8 ジクロロ酢酸 mg/l ≦0.04

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満9 ジブロモクロロメタン mg/l ≦0.1

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表18未満10 臭素酸 mg/l ≦0.01

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満11 総トリハロメタン mg/l ≦0.1

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表17未満12 トリクロロ酢酸 mg/l ≦0.2

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満13 ブロモジクロロメタン mg/l ≦0.03

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満14 ブロモホルム mg/l ≦0.09

0.008   平成15年厚労省告示第261号別表19未満15 ホルムアルデヒド mg/l ≦0.08

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表5未満16 アルミニウム及びその化合物(Ａｌ) mg/l ≦0.2

0.04    平成15年厚労省告示第261号別表517 鉄及びその化合物（Ｆｅ） mg/l * ≦0.3

25       平成15年厚労省告示第261号別表1318 塩化物イオン mg/l ≦200

0.5     平成15年厚労省告示第261号別表30未満19 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量) mg/l ≦5

6.3(14.0℃) 平成15年厚労省告示第261号別表3120 ｐＨ値 - 5.8～8.6

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
尚、検査結果の*印は、水道法水質基準の10％を超える値です。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

   水道法第20条の3 登録機関登録番号第134号

検　査　成　績　書

採取条件 開始日時

1  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-009 号 - 01

   建築物飲料水水質検査業登録滋賀県58第1号

〒525-0066 滋賀県草津市矢橋町649番地

株式会社　西日本技術コンサルタント

検査部門責任者 堀口　眞

TEL 077-562-4978  FAX 077-562-9016

終了日時

2009/02/23

13:50

2009/02/23

天　　候

気　　温

水　　温

受付状況

曇

7.9℃

9.5℃

採取

特記事項：

現地残留塩素濃度；0.2mg/l

採取者 岡本 達彦

平成21年02月23日 受付試料の水道法に基づく水質検査の結果を下記の如くご報告します。

住　　所

依頼者名

担当者名

試料明細

福井県小浜市大手町6番3号                                    

小浜市市長　松崎　晃治 殿

産業建設部 上下水道課 山本主査 様

平成２０年度　水質検査業務｛施設名；加尾、西小川簡易水道（浄
水）｝

検査の対象
  項目・単位

宗善寺加尾生活改善
センター

水道法
水質基準

検査の方法



異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3321 味 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3422 臭気 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

1       平成15年厚労省告示第261号別表36未満23 色度 度 ≦5

0.1     平成15年厚労省告示第261号別表41未満24 濁度 度 ≦2

　　　　以下余白

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
尚、検査結果の*印は、水道法水質基準の10％を超える値です。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

検　査　成　績　書
2  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-009 号 - 01

検査の対象
  項目・単位

宗善寺加尾生活改善
センター

水道法
水質基準

検査の方法



0       平成15年厚労省告示第261号別表11 一般細菌 個/ml ≦100

不検出 平成15年厚労省告示第261号別表22 大腸菌 - 検出ｻﾚﾅｲｺﾄ

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表12未満3 シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l ≦0.01

0.58    平成15年厚労省告示第261号別表134 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l ≦10

0.06    平成15年厚労省告示第261号別表16の2未満5 塩素酸 mg/l ≦0.6

0.002   平成15年厚労省告示第261号別表17未満6 クロロ酢酸 mg/l ≦0.02

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満7 クロロホルム mg/l ≦0.06

0.004   平成15年厚労省告示第261号別表17未満8 ジクロロ酢酸 mg/l ≦0.04

0.004   平成15年厚労省告示第261号別表159 ジブロモクロロメタン mg/l ≦0.1

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表18未満10 臭素酸 mg/l ≦0.01

0.010   平成15年厚労省告示第261号別表1511 総トリハロメタン mg/l ≦0.1

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表17未満12 トリクロロ酢酸 mg/l ≦0.2

0.002   平成15年厚労省告示第261号別表1513 ブロモジクロロメタン mg/l ≦0.03

0.004   平成15年厚労省告示第261号別表1514 ブロモホルム mg/l ≦0.09

0.008   平成15年厚労省告示第261号別表19未満15 ホルムアルデヒド mg/l ≦0.08

0.11    平成15年厚労省告示第261号別表516 アルミニウム及びその化合物(Ａｌ) mg/l ** ≦0.2

0.03    平成15年厚労省告示第261号別表517 鉄及びその化合物（Ｆｅ） mg/l ≦0.3

23       平成15年厚労省告示第261号別表1318 塩化物イオン mg/l ≦200

0.5     平成15年厚労省告示第261号別表30未満19 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量) mg/l ≦5

7.1(15.0℃) 平成15年厚労省告示第261号別表3120 ｐＨ値 - 5.8～8.6

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
尚、検査結果の**印は、水道法水質基準の20％を超える値です。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

   水道法第20条の3 登録機関登録番号第134号

検　査　成　績　書

採取条件 開始日時

1  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-010 号 - 01

   建築物飲料水水質検査業登録滋賀県58第1号

〒525-0066 滋賀県草津市矢橋町649番地

株式会社　西日本技術コンサルタント

検査部門責任者 堀口　眞

TEL 077-562-4978  FAX 077-562-9016

終了日時

2009/02/23

13:37

2009/02/23

天　　候

気　　温

水　　温

受付状況

曇

7.9℃

7.3℃

採取

特記事項：

現地残留塩素濃度；0.3mg/l

採取者 岡本 達彦

平成21年02月23日 受付試料の水道法に基づく水質検査の結果を下記の如くご報告します。

住　　所

依頼者名

担当者名

試料明細

福井県小浜市大手町6番3号                                    

小浜市市長　松崎　晃治 殿

産業建設部 上下水道課 山本主査 様

平成２０年度　水質検査業務｛施設名；宇久簡易水道（浄水）｝

検査の対象
  項目・単位

民宿　うらたに
水道法
水質基準

検査の方法



異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3321 味 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3422 臭気 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

1       平成15年厚労省告示第261号別表36未満23 色度 度 ≦5

0.1     平成15年厚労省告示第261号別表4124 濁度 度 ≦2

　　　　以下余白

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
尚、検査結果の**印は、水道法水質基準の20％を超える値です。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

検　査　成　績　書
2  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-010 号 - 01

検査の対象
  項目・単位

民宿　うらたに
水道法
水質基準

検査の方法



0       平成15年厚労省告示第261号別表11 一般細菌 個/ml ≦100

不検出 平成15年厚労省告示第261号別表22 大腸菌 - 検出ｻﾚﾅｲｺﾄ

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表12未満3 シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l ≦0.01

0.90    平成15年厚労省告示第261号別表134 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l ≦10

0.06    平成15年厚労省告示第261号別表16の2未満5 塩素酸 mg/l ≦0.6

0.002   平成15年厚労省告示第261号別表17未満6 クロロ酢酸 mg/l ≦0.02

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満7 クロロホルム mg/l ≦0.06

0.004   平成15年厚労省告示第261号別表17未満8 ジクロロ酢酸 mg/l ≦0.04

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表159 ジブロモクロロメタン mg/l ≦0.1

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表18未満10 臭素酸 mg/l ≦0.01

0.003   平成15年厚労省告示第261号別表1511 総トリハロメタン mg/l ≦0.1

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表17未満12 トリクロロ酢酸 mg/l ≦0.2

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満13 ブロモジクロロメタン mg/l ≦0.03

0.002   平成15年厚労省告示第261号別表1514 ブロモホルム mg/l ≦0.09

0.008   平成15年厚労省告示第261号別表19未満15 ホルムアルデヒド mg/l ≦0.08

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表5未満16 アルミニウム及びその化合物(Ａｌ) mg/l ≦0.2

0.01    平成15年厚労省告示第261号別表5未満17 鉄及びその化合物（Ｆｅ） mg/l ≦0.3

18       平成15年厚労省告示第261号別表1318 塩化物イオン mg/l ≦200

0.5     平成15年厚労省告示第261号別表30未満19 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量) mg/l ≦5

8.0(14.0℃) 平成15年厚労省告示第261号別表3120 ｐＨ値 - 5.8～8.6

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

   水道法第20条の3 登録機関登録番号第134号

検　査　成　績　書

採取条件 開始日時

1  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-011 号 - 01

   建築物飲料水水質検査業登録滋賀県58第1号

〒525-0066 滋賀県草津市矢橋町649番地

株式会社　西日本技術コンサルタント

検査部門責任者 堀口　眞

TEL 077-562-4978  FAX 077-562-9016

終了日時

2009/02/23

15:55

2009/02/23

天　　候

気　　温

水　　温

受付状況

曇

8.0℃

9.0℃

採取

特記事項：

現地残留塩素濃度；0.3mg/l

採取者 早瀬 哲雄

平成21年02月23日 受付試料の水道法に基づく水質検査の結果を下記の如くご報告します。

住　　所

依頼者名

担当者名

試料明細

福井県小浜市大手町6番3号                                    

小浜市市長　松崎　晃治 殿

産業建設部 上下水道課 山本主査 様

平成２０年度　水質検査業務｛施設名；志積簡易水道（浄水）｝

検査の対象
  項目・単位

宝積寺
水道法
水質基準

検査の方法



異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3321 味 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3422 臭気 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

1       平成15年厚労省告示第261号別表36未満23 色度 度 ≦5

0.1     平成15年厚労省告示第261号別表41未満24 濁度 度 ≦2

　　　　以下余白

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

検　査　成　績　書
2  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-011 号 - 01

検査の対象
  項目・単位

宝積寺
水道法
水質基準

検査の方法



0       平成15年厚労省告示第261号別表11 一般細菌 個/ml ≦100

不検出 平成15年厚労省告示第261号別表22 大腸菌 - 検出ｻﾚﾅｲｺﾄ

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表12未満3 シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l ≦0.01

1.2     平成15年厚労省告示第261号別表134 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l * ≦10

0.06    平成15年厚労省告示第261号別表16の2未満5 塩素酸 mg/l ≦0.6

0.002   平成15年厚労省告示第261号別表17未満6 クロロ酢酸 mg/l ≦0.02

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満7 クロロホルム mg/l ≦0.06

0.004   平成15年厚労省告示第261号別表17未満8 ジクロロ酢酸 mg/l ≦0.04

0.002   平成15年厚労省告示第261号別表159 ジブロモクロロメタン mg/l ≦0.1

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表18未満10 臭素酸 mg/l ≦0.01

0.007   平成15年厚労省告示第261号別表1511 総トリハロメタン mg/l ≦0.1

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表17未満12 トリクロロ酢酸 mg/l ≦0.2

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満13 ブロモジクロロメタン mg/l ≦0.03

0.005   平成15年厚労省告示第261号別表1514 ブロモホルム mg/l ≦0.09

0.008   平成15年厚労省告示第261号別表19未満15 ホルムアルデヒド mg/l ≦0.08

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表5未満16 アルミニウム及びその化合物(Ａｌ) mg/l ≦0.2

0.01    平成15年厚労省告示第261号別表5未満17 鉄及びその化合物（Ｆｅ） mg/l ≦0.3

18       平成15年厚労省告示第261号別表1318 塩化物イオン mg/l ≦200

0.5     平成15年厚労省告示第261号別表30未満19 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量) mg/l ≦5

7.9(14.0℃) 平成15年厚労省告示第261号別表3120 ｐＨ値 - 5.8～8.6

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
尚、検査結果の*印は、水道法水質基準の10％を超える値です。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

   水道法第20条の3 登録機関登録番号第134号

検　査　成　績　書

採取条件 開始日時

1  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-012 号 - 01

   建築物飲料水水質検査業登録滋賀県58第1号

〒525-0066 滋賀県草津市矢橋町649番地

株式会社　西日本技術コンサルタント

検査部門責任者 堀口　眞

TEL 077-562-4978  FAX 077-562-9016

終了日時

2009/02/23

16:10

2009/02/23

天　　候

気　　温

水　　温

受付状況

曇

9.0℃

7.0℃

採取

特記事項：

現地残留塩素濃度；0.3mg/l

採取者 早瀬 哲雄

平成21年02月23日 受付試料の水道法に基づく水質検査の結果を下記の如くご報告します。

住　　所

依頼者名

担当者名

試料明細

福井県小浜市大手町6番3号                                    

小浜市市長　松崎　晃治 殿

産業建設部 上下水道課 山本主査 様

平成２０年度　水質検査業務｛施設名；矢代簡易水道（浄水）｝

検査の対象
  項目・単位

民宿　はまぎし
水道法
水質基準

検査の方法



異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3321 味 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3422 臭気 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

1       平成15年厚労省告示第261号別表36未満23 色度 度 ≦5

0.1     平成15年厚労省告示第261号別表41未満24 濁度 度 ≦2

　　　　以下余白

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
尚、検査結果の*印は、水道法水質基準の10％を超える値です。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

検　査　成　績　書
2  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-012 号 - 01

検査の対象
  項目・単位

民宿　はまぎし
水道法
水質基準

検査の方法



0       平成15年厚労省告示第261号別表11 一般細菌 個/ml ≦100

不検出 平成15年厚労省告示第261号別表22 大腸菌 - 検出ｻﾚﾅｲｺﾄ

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表12未満3 シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l ≦0.01

1.3     平成15年厚労省告示第261号別表134 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l * ≦10

0.06    平成15年厚労省告示第261号別表16の2未満5 塩素酸 mg/l ≦0.6

0.002   平成15年厚労省告示第261号別表17未満6 クロロ酢酸 mg/l ≦0.02

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満7 クロロホルム mg/l ≦0.06

0.004   平成15年厚労省告示第261号別表17未満8 ジクロロ酢酸 mg/l ≦0.04

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満9 ジブロモクロロメタン mg/l ≦0.1

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表18未満10 臭素酸 mg/l ≦0.01

0.002   平成15年厚労省告示第261号別表1511 総トリハロメタン mg/l ≦0.1

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表17未満12 トリクロロ酢酸 mg/l ≦0.2

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満13 ブロモジクロロメタン mg/l ≦0.03

0.002   平成15年厚労省告示第261号別表1514 ブロモホルム mg/l ≦0.09

0.008   平成15年厚労省告示第261号別表19未満15 ホルムアルデヒド mg/l ≦0.08

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表5未満16 アルミニウム及びその化合物(Ａｌ) mg/l ≦0.2

0.01    平成15年厚労省告示第261号別表5未満17 鉄及びその化合物（Ｆｅ） mg/l ≦0.3

11       平成15年厚労省告示第261号別表1318 塩化物イオン mg/l ≦200

0.5     平成15年厚労省告示第261号別表30未満19 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量) mg/l ≦5

7.9(15.0℃) 平成15年厚労省告示第261号別表3120 ｐＨ値 - 5.8～8.6

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
尚、検査結果の*印は、水道法水質基準の10％を超える値です。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

   水道法第20条の3 登録機関登録番号第134号

検　査　成　績　書

採取条件 開始日時

1  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-013 号 - 01

   建築物飲料水水質検査業登録滋賀県58第1号

〒525-0066 滋賀県草津市矢橋町649番地

株式会社　西日本技術コンサルタント

検査部門責任者 堀口　眞

TEL 077-562-4978  FAX 077-562-9016

終了日時

2009/02/23

14:08

2009/02/23

天　　候

気　　温

水　　温

受付状況

曇

8.3℃

9.2℃

採取

特記事項：

現地残留塩素濃度；0.2mg/l

採取者 岡本 達彦

平成21年02月23日 受付試料の水道法に基づく水質検査の結果を下記の如くご報告します。

住　　所

依頼者名

担当者名

試料明細

福井県小浜市大手町6番3号                                    

小浜市市長　松崎　晃治 殿

産業建設部 上下水道課 山本主査 様

平成２０年度　水質検査業務｛施設名；田烏簡易水道（浄水）｝

検査の対象
  項目・単位

田烏幼稚園
水道法
水質基準

検査の方法



異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3321 味 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3422 臭気 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

1       平成15年厚労省告示第261号別表36未満23 色度 度 ≦5

0.1     平成15年厚労省告示第261号別表41未満24 濁度 度 ≦2

　　　　以下余白

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
尚、検査結果の*印は、水道法水質基準の10％を超える値です。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

検　査　成　績　書
2  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-013 号 - 01

検査の対象
  項目・単位

田烏幼稚園
水道法
水質基準

検査の方法



0       平成15年厚労省告示第261号別表11 一般細菌 個/ml ≦100

不検出 平成15年厚労省告示第261号別表22 大腸菌 - 検出ｻﾚﾅｲｺﾄ

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表12未満3 シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l ≦0.01

0.75    平成15年厚労省告示第261号別表134 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l ≦10

0.06    平成15年厚労省告示第261号別表16の2未満5 塩素酸 mg/l ≦0.6

0.002   平成15年厚労省告示第261号別表17未満6 クロロ酢酸 mg/l ≦0.02

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満7 クロロホルム mg/l ≦0.06

0.004   平成15年厚労省告示第261号別表17未満8 ジクロロ酢酸 mg/l ≦0.04

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満9 ジブロモクロロメタン mg/l ≦0.1

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表18未満10 臭素酸 mg/l ≦0.01

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満11 総トリハロメタン mg/l ≦0.1

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表17未満12 トリクロロ酢酸 mg/l ≦0.2

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満13 ブロモジクロロメタン mg/l ≦0.03

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満14 ブロモホルム mg/l ≦0.09

0.008   平成15年厚労省告示第261号別表19未満15 ホルムアルデヒド mg/l ≦0.08

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表5未満16 アルミニウム及びその化合物(Ａｌ) mg/l ≦0.2

0.01    平成15年厚労省告示第261号別表5未満17 鉄及びその化合物（Ｆｅ） mg/l ≦0.3

8       平成15年厚労省告示第261号別表1318 塩化物イオン mg/l ≦200

0.5     平成15年厚労省告示第261号別表30未満19 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量) mg/l ≦5

7.4(15.0℃) 平成15年厚労省告示第261号別表3120 ｐＨ値 - 5.8～8.6

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

   水道法第20条の3 登録機関登録番号第134号

検　査　成　績　書

採取条件 開始日時

1  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-014 号 - 01

   建築物飲料水水質検査業登録滋賀県58第1号

〒525-0066 滋賀県草津市矢橋町649番地

株式会社　西日本技術コンサルタント

検査部門責任者 堀口　眞

TEL 077-562-4978  FAX 077-562-9016

終了日時

2009/02/23

9:40

2009/02/23

天　　候

気　　温

水　　温

受付状況

曇

9.0℃

9.5℃

採取

特記事項：

現地残留塩素濃度；0.4mg/l

採取者 早瀬 哲雄

平成21年02月23日 受付試料の水道法に基づく水質検査の結果を下記の如くご報告します。

住　　所

依頼者名

担当者名

試料明細

福井県小浜市大手町6番3号                                    

小浜市市長　松崎　晃治 殿

産業建設部 上下水道課 山本主査 様

平成２０年度　水質検査業務｛施設名；国富簡易水道（浄水）｝

検査の対象
  項目・単位

国富保育園
水道法
水質基準

検査の方法



異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3321 味 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3422 臭気 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

1       平成15年厚労省告示第261号別表36未満23 色度 度 ≦5

0.1     平成15年厚労省告示第261号別表41未満24 濁度 度 ≦2

　　　　以下余白

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

検　査　成　績　書
2  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-014 号 - 01

検査の対象
  項目・単位

国富保育園
水道法
水質基準

検査の方法



0       平成15年厚労省告示第261号別表11 一般細菌 個/ml ≦100

不検出 平成15年厚労省告示第261号別表22 大腸菌 - 検出ｻﾚﾅｲｺﾄ

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表12未満3 シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l ≦0.01

0.44    平成15年厚労省告示第261号別表134 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l ≦10

0.06    平成15年厚労省告示第261号別表16の2未満5 塩素酸 mg/l ≦0.6

0.002   平成15年厚労省告示第261号別表17未満6 クロロ酢酸 mg/l ≦0.02

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満7 クロロホルム mg/l ≦0.06

0.004   平成15年厚労省告示第261号別表17未満8 ジクロロ酢酸 mg/l ≦0.04

0.004   平成15年厚労省告示第261号別表159 ジブロモクロロメタン mg/l ≦0.1

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表18未満10 臭素酸 mg/l ≦0.01

0.009   平成15年厚労省告示第261号別表1511 総トリハロメタン mg/l ≦0.1

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表17未満12 トリクロロ酢酸 mg/l ≦0.2

0.002   平成15年厚労省告示第261号別表1513 ブロモジクロロメタン mg/l ≦0.03

0.003   平成15年厚労省告示第261号別表1514 ブロモホルム mg/l ≦0.09

0.008   平成15年厚労省告示第261号別表19未満15 ホルムアルデヒド mg/l ≦0.08

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表5未満16 アルミニウム及びその化合物(Ａｌ) mg/l ≦0.2

0.01    平成15年厚労省告示第261号別表5未満17 鉄及びその化合物（Ｆｅ） mg/l ≦0.3

15       平成15年厚労省告示第261号別表1318 塩化物イオン mg/l ≦200

0.5     平成15年厚労省告示第261号別表30未満19 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量) mg/l ≦5

7.4(15.0℃) 平成15年厚労省告示第261号別表3120 ｐＨ値 - 5.8～8.6

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

   水道法第20条の3 登録機関登録番号第134号

検　査　成　績　書

採取条件 開始日時

1  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-015 号 - 01

   建築物飲料水水質検査業登録滋賀県58第1号

〒525-0066 滋賀県草津市矢橋町649番地

株式会社　西日本技術コンサルタント

検査部門責任者 堀口　眞

TEL 077-562-4978  FAX 077-562-9016

終了日時

2009/02/23

9:25

2009/02/23

天　　候

気　　温

水　　温

受付状況

曇

8.0℃

8.5℃

採取

特記事項：

現地残留塩素濃度；0.1mg/l

採取者 早瀬 哲雄

平成21年02月23日 受付試料の水道法に基づく水質検査の結果を下記の如くご報告します。

住　　所

依頼者名

担当者名

試料明細

福井県小浜市大手町6番3号                                    

小浜市市長　松崎　晃治 殿

産業建設部 上下水道課 山本主査 様

平成２０年度　水質検査業務｛施設名；太良庄簡易水道（浄水）｝

検査の対象
  項目・単位

辻井美佐　宅
水道法
水質基準

検査の方法



異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3321 味 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3422 臭気 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

1       平成15年厚労省告示第261号別表36未満23 色度 度 ≦5

0.1     平成15年厚労省告示第261号別表41未満24 濁度 度 ≦2

　　　　以下余白

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

検　査　成　績　書
2  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-015 号 - 01

検査の対象
  項目・単位

辻井美佐　宅
水道法
水質基準

検査の方法



0       平成15年厚労省告示第261号別表11 一般細菌 個/ml ≦100

不検出 平成15年厚労省告示第261号別表22 大腸菌 - 検出ｻﾚﾅｲｺﾄ

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表12未満3 シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l ≦0.01

0.01    平成15年厚労省告示第261号別表13未満4 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l ≦10

0.06    平成15年厚労省告示第261号別表16の2未満5 塩素酸 mg/l ≦0.6

0.002   平成15年厚労省告示第261号別表17未満6 クロロ酢酸 mg/l ≦0.02

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満7 クロロホルム mg/l ≦0.06

0.004   平成15年厚労省告示第261号別表17未満8 ジクロロ酢酸 mg/l ≦0.04

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満9 ジブロモクロロメタン mg/l ≦0.1

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表18未満10 臭素酸 mg/l ≦0.01

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満11 総トリハロメタン mg/l ≦0.1

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表17未満12 トリクロロ酢酸 mg/l ≦0.2

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満13 ブロモジクロロメタン mg/l ≦0.03

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満14 ブロモホルム mg/l ≦0.09

0.008   平成15年厚労省告示第261号別表19未満15 ホルムアルデヒド mg/l ≦0.08

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表5未満16 アルミニウム及びその化合物(Ａｌ) mg/l ≦0.2

0.03    平成15年厚労省告示第261号別表517 鉄及びその化合物（Ｆｅ） mg/l ≦0.3

11       平成15年厚労省告示第261号別表1318 塩化物イオン mg/l ≦200

0.5     平成15年厚労省告示第261号別表30未満19 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量) mg/l ≦5

7.3(14.0℃) 平成15年厚労省告示第261号別表3120 ｐＨ値 - 5.8～8.6

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

   水道法第20条の3 登録機関登録番号第134号

検　査　成　績　書

採取条件 開始日時

1  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-016 号 - 01

   建築物飲料水水質検査業登録滋賀県58第1号

〒525-0066 滋賀県草津市矢橋町649番地

株式会社　西日本技術コンサルタント

検査部門責任者 堀口　眞

TEL 077-562-4978  FAX 077-562-9016

終了日時

2009/02/23

10:00

2009/02/23

天　　候

気　　温

水　　温

受付状況

曇

9.0℃

10.5℃

採取

特記事項：

現地残留塩素濃度；0.8mg/l

採取者 早瀬 哲雄

平成21年02月23日 受付試料の水道法に基づく水質検査の結果を下記の如くご報告します。

住　　所

依頼者名

担当者名

試料明細

福井県小浜市大手町6番3号                                    

小浜市市長　松崎　晃治 殿

産業建設部 上下水道課 山本主査 様

平成２０年度　水質検査業務｛施設名；宮川簡易水道（浄水）｝

検査の対象
  項目・単位

宮川保育園
水道法
水質基準

検査の方法



異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3321 味 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3422 臭気 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

1       平成15年厚労省告示第261号別表36未満23 色度 度 ≦5

0.1     平成15年厚労省告示第261号別表41未満24 濁度 度 ≦2

　　　　以下余白

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

検　査　成　績　書
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発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-016 号 - 01

検査の対象
  項目・単位

宮川保育園
水道法
水質基準

検査の方法



0       平成15年厚労省告示第261号別表11 一般細菌 個/ml ≦100

不検出 平成15年厚労省告示第261号別表22 大腸菌 - 検出ｻﾚﾅｲｺﾄ

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表12未満3 シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l ≦0.01

0.54    平成15年厚労省告示第261号別表134 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l ≦10

0.06    平成15年厚労省告示第261号別表16の2未満5 塩素酸 mg/l ≦0.6

0.002   平成15年厚労省告示第261号別表17未満6 クロロ酢酸 mg/l ≦0.02

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満7 クロロホルム mg/l ≦0.06

0.004   平成15年厚労省告示第261号別表17未満8 ジクロロ酢酸 mg/l ≦0.04

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満9 ジブロモクロロメタン mg/l ≦0.1

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表18未満10 臭素酸 mg/l ≦0.01

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満11 総トリハロメタン mg/l ≦0.1

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表17未満12 トリクロロ酢酸 mg/l ≦0.2

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満13 ブロモジクロロメタン mg/l ≦0.03

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満14 ブロモホルム mg/l ≦0.09

0.008   平成15年厚労省告示第261号別表19未満15 ホルムアルデヒド mg/l ≦0.08

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表5未満16 アルミニウム及びその化合物(Ａｌ) mg/l ≦0.2

0.01    平成15年厚労省告示第261号別表5未満17 鉄及びその化合物（Ｆｅ） mg/l ≦0.3

9       平成15年厚労省告示第261号別表1318 塩化物イオン mg/l ≦200

0.5     平成15年厚労省告示第261号別表30未満19 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量) mg/l ≦5

7.2(14.0℃) 平成15年厚労省告示第261号別表3120 ｐＨ値 - 5.8～8.6

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

   水道法第20条の3 登録機関登録番号第134号

検　査　成　績　書

採取条件 開始日時

1  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-017 号 - 01

   建築物飲料水水質検査業登録滋賀県58第1号

〒525-0066 滋賀県草津市矢橋町649番地

株式会社　西日本技術コンサルタント

検査部門責任者 堀口　眞

TEL 077-562-4978  FAX 077-562-9016

終了日時

2009/02/23

10:20

2009/02/23

天　　候

気　　温

水　　温

受付状況

曇

9.0℃

9.0℃

採取

特記事項：

現地残留塩素濃度；0.2mg/l

採取者 早瀬 哲雄

平成21年02月23日 受付試料の水道法に基づく水質検査の結果を下記の如くご報告します。

住　　所

依頼者名

担当者名

試料明細

福井県小浜市大手町6番3号                                    

小浜市市長　松崎　晃治 殿

産業建設部 上下水道課 山本主査 様

平成２０年度　水質検査業務｛施設名；松永簡易水道（浄水）｝

検査の対象
  項目・単位

松永保育園
水道法
水質基準

検査の方法



異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3321 味 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3422 臭気 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

1       平成15年厚労省告示第261号別表36未満23 色度 度 ≦5

0.1     平成15年厚労省告示第261号別表41未満24 濁度 度 ≦2

　　　　以下余白

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

検　査　成　績　書
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発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-017 号 - 01

検査の対象
  項目・単位

松永保育園
水道法
水質基準

検査の方法



0       平成15年厚労省告示第261号別表11 一般細菌 個/ml ≦100

不検出 平成15年厚労省告示第261号別表22 大腸菌 - 検出ｻﾚﾅｲｺﾄ

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表12未満3 シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l ≦0.01

0.16    平成15年厚労省告示第261号別表134 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l ≦10

0.06    平成15年厚労省告示第261号別表16の2未満5 塩素酸 mg/l ≦0.6

0.002   平成15年厚労省告示第261号別表17未満6 クロロ酢酸 mg/l ≦0.02

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満7 クロロホルム mg/l ≦0.06

0.004   平成15年厚労省告示第261号別表17未満8 ジクロロ酢酸 mg/l ≦0.04

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満9 ジブロモクロロメタン mg/l ≦0.1

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表18未満10 臭素酸 mg/l ≦0.01

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満11 総トリハロメタン mg/l ≦0.1

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表17未満12 トリクロロ酢酸 mg/l ≦0.2

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満13 ブロモジクロロメタン mg/l ≦0.03

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満14 ブロモホルム mg/l ≦0.09

0.008   平成15年厚労省告示第261号別表19未満15 ホルムアルデヒド mg/l ≦0.08

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表5未満16 アルミニウム及びその化合物(Ａｌ) mg/l ≦0.2

0.01    平成15年厚労省告示第261号別表5未満17 鉄及びその化合物（Ｆｅ） mg/l ≦0.3

10       平成15年厚労省告示第261号別表1318 塩化物イオン mg/l ≦200

0.5     平成15年厚労省告示第261号別表30未満19 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量) mg/l ≦5

8.2(16.0℃) 平成15年厚労省告示第261号別表3120 ｐＨ値 - 5.8～8.6

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

   水道法第20条の3 登録機関登録番号第134号

検　査　成　績　書

採取条件 開始日時

1  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-018 号 - 01

   建築物飲料水水質検査業登録滋賀県58第1号

〒525-0066 滋賀県草津市矢橋町649番地

株式会社　西日本技術コンサルタント

検査部門責任者 堀口　眞

TEL 077-562-4978  FAX 077-562-9016

終了日時

2009/02/23

10:40

2009/02/23

天　　候

気　　温

水　　温

受付状況

曇

9.5℃

9.0℃

持込

特記事項：「採取条件については依頼者の申出により記入しました。」

現地残留塩素濃度；0.2mg/l

採取者 依頼者

平成21年02月23日 受付試料の水道法に基づく水質検査の結果を下記の如くご報告します。

住　　所

依頼者名

担当者名

試料明細

福井県小浜市大手町6番3号                                    

小浜市市長　松崎　晃治 殿

産業建設部 上下水道課 山本主査 様

平成２０年度　水質検査業務｛施設名；門前、三分一簡易水道（浄
水）｝

検査の対象
  項目・単位

明通寺（中島サトシ
）

水道法
水質基準

検査の方法



異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3321 味 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3422 臭気 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

1       平成15年厚労省告示第261号別表36未満23 色度 度 ≦5

0.1     平成15年厚労省告示第261号別表41未満24 濁度 度 ≦2

　　　　以下余白

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

検　査　成　績　書
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発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-018 号 - 01

検査の対象
  項目・単位

明通寺（中島サトシ
）

水道法
水質基準

検査の方法



0       平成15年厚労省告示第261号別表11 一般細菌 個/ml ≦100

不検出 平成15年厚労省告示第261号別表22 大腸菌 - 検出ｻﾚﾅｲｺﾄ

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表12未満3 シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l ≦0.01

0.83    平成15年厚労省告示第261号別表134 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l ≦10

0.06    平成15年厚労省告示第261号別表16の2未満5 塩素酸 mg/l ≦0.6

0.002   平成15年厚労省告示第261号別表17未満6 クロロ酢酸 mg/l ≦0.02

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満7 クロロホルム mg/l ≦0.06

0.004   平成15年厚労省告示第261号別表17未満8 ジクロロ酢酸 mg/l ≦0.04

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満9 ジブロモクロロメタン mg/l ≦0.1

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表18未満10 臭素酸 mg/l ≦0.01

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満11 総トリハロメタン mg/l ≦0.1

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表17未満12 トリクロロ酢酸 mg/l ≦0.2

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満13 ブロモジクロロメタン mg/l ≦0.03

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満14 ブロモホルム mg/l ≦0.09

0.008   平成15年厚労省告示第261号別表19未満15 ホルムアルデヒド mg/l ≦0.08

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表5未満16 アルミニウム及びその化合物(Ａｌ) mg/l ≦0.2

0.01    平成15年厚労省告示第261号別表5未満17 鉄及びその化合物（Ｆｅ） mg/l ≦0.3

8       平成15年厚労省告示第261号別表1318 塩化物イオン mg/l ≦200

0.5     平成15年厚労省告示第261号別表30未満19 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量) mg/l ≦5

7.1(13.0℃) 平成15年厚労省告示第261号別表3120 ｐＨ値 - 5.8～8.6

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

   水道法第20条の3 登録機関登録番号第134号

検　査　成　績　書

採取条件 開始日時

1  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-019 号 - 01

   建築物飲料水水質検査業登録滋賀県58第1号

〒525-0066 滋賀県草津市矢橋町649番地

株式会社　西日本技術コンサルタント

検査部門責任者 堀口　眞

TEL 077-562-4978  FAX 077-562-9016

終了日時

2009/02/23

10:55

2009/02/23

天　　候

気　　温

水　　温

受付状況

曇

7.5℃

7.5℃

採取

特記事項：「採取条件については依頼者の申出により記入しました。」

現地残留塩素濃度；0.3mg/l

採取者 早瀬 哲雄

平成21年02月23日 受付試料の水道法に基づく水質検査の結果を下記の如くご報告します。

住　　所

依頼者名

担当者名

試料明細

福井県小浜市大手町6番3号                                    

小浜市市長　松崎　晃治 殿

産業建設部 上下水道課 山本主査 様

平成２０年度　水質検査業務｛施設名；池河内簡易水道（浄水）｝

検査の対象
  項目・単位

小畑きく　宅
水道法
水質基準

検査の方法



異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3321 味 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3422 臭気 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

1       平成15年厚労省告示第261号別表36未満23 色度 度 ≦5

0.1     平成15年厚労省告示第261号別表41未満24 濁度 度 ≦2

　　　　以下余白

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

検　査　成　績　書
2  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-019 号 - 01

検査の対象
  項目・単位

小畑きく　宅
水道法
水質基準

検査の方法



0       平成15年厚労省告示第261号別表11 一般細菌 個/ml ≦100

不検出 平成15年厚労省告示第261号別表22 大腸菌 - 検出ｻﾚﾅｲｺﾄ

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表12未満3 シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l ≦0.01

0.61    平成15年厚労省告示第261号別表134 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l ≦10

0.06    平成15年厚労省告示第261号別表16の2未満5 塩素酸 mg/l ≦0.6

0.002   平成15年厚労省告示第261号別表17未満6 クロロ酢酸 mg/l ≦0.02

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満7 クロロホルム mg/l ≦0.06

0.004   平成15年厚労省告示第261号別表17未満8 ジクロロ酢酸 mg/l ≦0.04

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満9 ジブロモクロロメタン mg/l ≦0.1

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表18未満10 臭素酸 mg/l ≦0.01

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満11 総トリハロメタン mg/l ≦0.1

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表17未満12 トリクロロ酢酸 mg/l ≦0.2

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満13 ブロモジクロロメタン mg/l ≦0.03

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満14 ブロモホルム mg/l ≦0.09

0.008   平成15年厚労省告示第261号別表19未満15 ホルムアルデヒド mg/l ≦0.08

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表5未満16 アルミニウム及びその化合物(Ａｌ) mg/l ≦0.2

0.01    平成15年厚労省告示第261号別表5未満17 鉄及びその化合物（Ｆｅ） mg/l ≦0.3

13       平成15年厚労省告示第261号別表1318 塩化物イオン mg/l ≦200

0.5     平成15年厚労省告示第261号別表30未満19 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量) mg/l ≦5

7.1(13.0℃) 平成15年厚労省告示第261号別表3120 ｐＨ値 - 5.8～8.6

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

   水道法第20条の3 登録機関登録番号第134号

検　査　成　績　書

採取条件 開始日時

1  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-020 号 - 01

   建築物飲料水水質検査業登録滋賀県58第1号

〒525-0066 滋賀県草津市矢橋町649番地

株式会社　西日本技術コンサルタント

検査部門責任者 堀口　眞

TEL 077-562-4978  FAX 077-562-9016

終了日時

2009/02/23

13:10

2009/02/23

天　　候

気　　温

水　　温

受付状況

曇

7.5℃

8.0℃

採取

特記事項：「採取条件については依頼者の申出により記入しました。」

現地残留塩素濃度；0.2mg/l

採取者 早瀬 哲雄

平成21年02月23日 受付試料の水道法に基づく水質検査の結果を下記の如くご報告します。

住　　所

依頼者名

担当者名

試料明細

福井県小浜市大手町6番3号                                    

小浜市市長　松崎　晃治 殿

産業建設部 上下水道課 山本主査 様

平成２０年度　水質検査業務｛施設名；口田縄、新滝簡易水道（浄
水）｝

検査の対象
  項目・単位

口田縄ふれあい会館
水道法
水質基準

検査の方法



異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3321 味 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3422 臭気 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

1       平成15年厚労省告示第261号別表36未満23 色度 度 ≦5

0.1     平成15年厚労省告示第261号別表41未満24 濁度 度 ≦2

　　　　以下余白

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

検　査　成　績　書
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発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-020 号 - 01

検査の対象
  項目・単位

口田縄ふれあい会館
水道法
水質基準

検査の方法



0       平成15年厚労省告示第261号別表11 一般細菌 個/ml ≦100

不検出 平成15年厚労省告示第261号別表22 大腸菌 - 検出ｻﾚﾅｲｺﾄ

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表12未満3 シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l ≦0.01

0.85    平成15年厚労省告示第261号別表134 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l ≦10

0.06    平成15年厚労省告示第261号別表16の2未満5 塩素酸 mg/l ≦0.6

0.002   平成15年厚労省告示第261号別表17未満6 クロロ酢酸 mg/l ≦0.02

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満7 クロロホルム mg/l ≦0.06

0.004   平成15年厚労省告示第261号別表17未満8 ジクロロ酢酸 mg/l ≦0.04

0.004   平成15年厚労省告示第261号別表159 ジブロモクロロメタン mg/l ≦0.1

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表18未満10 臭素酸 mg/l ≦0.01

0.008   平成15年厚労省告示第261号別表1511 総トリハロメタン mg/l ≦0.1

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表17未満12 トリクロロ酢酸 mg/l ≦0.2

0.002   平成15年厚労省告示第261号別表1513 ブロモジクロロメタン mg/l ≦0.03

0.002   平成15年厚労省告示第261号別表1514 ブロモホルム mg/l ≦0.09

0.008   平成15年厚労省告示第261号別表19未満15 ホルムアルデヒド mg/l ≦0.08

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表5未満16 アルミニウム及びその化合物(Ａｌ) mg/l ≦0.2

0.01    平成15年厚労省告示第261号別表5未満17 鉄及びその化合物（Ｆｅ） mg/l ≦0.3

8       平成15年厚労省告示第261号別表1318 塩化物イオン mg/l ≦200

0.5     平成15年厚労省告示第261号別表30未満19 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量) mg/l ≦5

8.0(14.0℃) 平成15年厚労省告示第261号別表3120 ｐＨ値 - 5.8～8.6

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

   水道法第20条の3 登録機関登録番号第134号

検　査　成　績　書

採取条件 開始日時

1  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-021 号 - 01

   建築物飲料水水質検査業登録滋賀県58第1号

〒525-0066 滋賀県草津市矢橋町649番地

株式会社　西日本技術コンサルタント

検査部門責任者 堀口　眞

TEL 077-562-4978  FAX 077-562-9016

終了日時

2009/02/23

11:30

2009/02/23

天　　候

気　　温

水　　温

受付状況

曇

5.5℃

6.5℃

採取

特記事項：「採取条件については依頼者の申出により記入しました。」

現地残留塩素濃度；0.5mg/l

採取者 早瀬 哲雄

平成21年02月23日 受付試料の水道法に基づく水質検査の結果を下記の如くご報告します。

住　　所

依頼者名

担当者名

試料明細

福井県小浜市大手町6番3号                                    

小浜市市長　松崎　晃治 殿

産業建設部 上下水道課 山本主査 様

平成２０年度　水質検査業務｛施設名；下根来簡易水道（浄水）｝

検査の対象
  項目・単位

下根来生活改善セン
ター

水道法
水質基準

検査の方法



異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3321 味 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3422 臭気 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

1       平成15年厚労省告示第261号別表36未満23 色度 度 ≦5

0.1     平成15年厚労省告示第261号別表41未満24 濁度 度 ≦2

　　　　以下余白

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

検　査　成　績　書
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発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-021 号 - 01

検査の対象
  項目・単位

下根来生活改善セン
ター

水道法
水質基準

検査の方法



0       平成15年厚労省告示第261号別表11 一般細菌 個/ml ≦100

不検出 平成15年厚労省告示第261号別表22 大腸菌 - 検出ｻﾚﾅｲｺﾄ

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表12未満3 シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l ≦0.01

1.1     平成15年厚労省告示第261号別表134 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l * ≦10

0.06    平成15年厚労省告示第261号別表16の2未満5 塩素酸 mg/l ≦0.6

0.002   平成15年厚労省告示第261号別表17未満6 クロロ酢酸 mg/l ≦0.02

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満7 クロロホルム mg/l ≦0.06

0.004   平成15年厚労省告示第261号別表17未満8 ジクロロ酢酸 mg/l ≦0.04

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表159 ジブロモクロロメタン mg/l ≦0.1

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表18未満10 臭素酸 mg/l ≦0.01

0.002   平成15年厚労省告示第261号別表1511 総トリハロメタン mg/l ≦0.1

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表17未満12 トリクロロ酢酸 mg/l ≦0.2

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満13 ブロモジクロロメタン mg/l ≦0.03

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表1514 ブロモホルム mg/l ≦0.09

0.008   平成15年厚労省告示第261号別表19未満15 ホルムアルデヒド mg/l ≦0.08

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表5未満16 アルミニウム及びその化合物(Ａｌ) mg/l ≦0.2

0.01    平成15年厚労省告示第261号別表5未満17 鉄及びその化合物（Ｆｅ） mg/l ≦0.3

10       平成15年厚労省告示第261号別表1318 塩化物イオン mg/l ≦200

0.5     平成15年厚労省告示第261号別表30未満19 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量) mg/l ≦5

7.9(14.0℃) 平成15年厚労省告示第261号別表3120 ｐＨ値 - 5.8～8.6

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
尚、検査結果の*印は、水道法水質基準の10％を超える値です。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

   水道法第20条の3 登録機関登録番号第134号

検　査　成　績　書

採取条件 開始日時

1  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-022 号 - 01

   建築物飲料水水質検査業登録滋賀県58第1号

〒525-0066 滋賀県草津市矢橋町649番地

株式会社　西日本技術コンサルタント

検査部門責任者 堀口　眞

TEL 077-562-4978  FAX 077-562-9016

終了日時

2009/02/23

12:55

2009/02/23

天　　候

気　　温

水　　温

受付状況

曇

7.0℃

8.5℃

採取

特記事項：「採取条件については依頼者の申出により記入しました。」

現地残留塩素濃度；0.3mg/l

採取者 早瀬 哲雄

平成21年02月23日 受付試料の水道法に基づく水質検査の結果を下記の如くご報告します。

住　　所

依頼者名

担当者名

試料明細

福井県小浜市大手町6番3号                                    

小浜市市長　松崎　晃治 殿

産業建設部 上下水道課 山本主査 様

平成２０年度　水質検査業務｛施設名；須縄簡易水道（浄水）｝

検査の対象
  項目・単位

須縄ふれあい会館
水道法
水質基準

検査の方法



異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3321 味 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3422 臭気 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

1       平成15年厚労省告示第261号別表36未満23 色度 度 ≦5

0.1     平成15年厚労省告示第261号別表41未満24 濁度 度 ≦2

　　　　以下余白

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
尚、検査結果の*印は、水道法水質基準の10％を超える値です。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

検　査　成　績　書
2  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-022 号 - 01

検査の対象
  項目・単位

須縄ふれあい会館
水道法
水質基準

検査の方法



0       平成15年厚労省告示第261号別表11 一般細菌 個/ml ≦100

不検出 平成15年厚労省告示第261号別表22 大腸菌 - 検出ｻﾚﾅｲｺﾄ

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表12未満3 シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l ≦0.01

0.99    平成15年厚労省告示第261号別表134 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l ≦10

0.06    平成15年厚労省告示第261号別表16の2未満5 塩素酸 mg/l ≦0.6

0.002   平成15年厚労省告示第261号別表17未満6 クロロ酢酸 mg/l ≦0.02

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満7 クロロホルム mg/l ≦0.06

0.004   平成15年厚労省告示第261号別表17未満8 ジクロロ酢酸 mg/l ≦0.04

0.002   平成15年厚労省告示第261号別表159 ジブロモクロロメタン mg/l ≦0.1

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表18未満10 臭素酸 mg/l ≦0.01

0.003   平成15年厚労省告示第261号別表1511 総トリハロメタン mg/l ≦0.1

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表17未満12 トリクロロ酢酸 mg/l ≦0.2

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満13 ブロモジクロロメタン mg/l ≦0.03

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表1514 ブロモホルム mg/l ≦0.09

0.008   平成15年厚労省告示第261号別表19未満15 ホルムアルデヒド mg/l ≦0.08

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表5未満16 アルミニウム及びその化合物(Ａｌ) mg/l ≦0.2

0.01    平成15年厚労省告示第261号別表5未満17 鉄及びその化合物（Ｆｅ） mg/l ≦0.3

10       平成15年厚労省告示第261号別表1318 塩化物イオン mg/l ≦200

0.5     平成15年厚労省告示第261号別表30未満19 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量) mg/l ≦5

6.9(14.0℃) 平成15年厚労省告示第261号別表3120 ｐＨ値 - 5.8～8.6

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

   水道法第20条の3 登録機関登録番号第134号

検　査　成　績　書

採取条件 開始日時

1  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-023 号 - 01

   建築物飲料水水質検査業登録滋賀県58第1号

〒525-0066 滋賀県草津市矢橋町649番地

株式会社　西日本技術コンサルタント

検査部門責任者 堀口　眞

TEL 077-562-4978  FAX 077-562-9016

終了日時

2009/02/23

14:10

2009/02/23

天　　候

気　　温

水　　温

受付状況

曇

7.0℃

8.0℃

採取

特記事項：「採取条件については依頼者の申出により記入しました。」

現地残留塩素濃度；0.2mg/l

採取者 早瀬 哲雄

平成21年02月23日 受付試料の水道法に基づく水質検査の結果を下記の如くご報告します。

住　　所

依頼者名

担当者名

試料明細

福井県小浜市大手町6番3号                                    

小浜市市長　松崎　晃治 殿

産業建設部 上下水道課 山本主査 様

平成２０年度　水質検査業務｛施設名；中名田（低区）簡易水道（
浄水）｝

検査の対象
  項目・単位

中名田保育園
水道法
水質基準

検査の方法



異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3321 味 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3422 臭気 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

1       平成15年厚労省告示第261号別表36未満23 色度 度 ≦5

0.1     平成15年厚労省告示第261号別表41未満24 濁度 度 ≦2

　　　　以下余白

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

検　査　成　績　書
2  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-023 号 - 01

検査の対象
  項目・単位

中名田保育園
水道法
水質基準

検査の方法



0       平成15年厚労省告示第261号別表11 一般細菌 個/ml ≦100

不検出 平成15年厚労省告示第261号別表22 大腸菌 - 検出ｻﾚﾅｲｺﾄ

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表12未満3 シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l ≦0.01

0.42    平成15年厚労省告示第261号別表134 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l ≦10

0.06    平成15年厚労省告示第261号別表16の2未満5 塩素酸 mg/l ≦0.6

0.002   平成15年厚労省告示第261号別表17未満6 クロロ酢酸 mg/l ≦0.02

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表15未満7 クロロホルム mg/l ≦0.06

0.004   平成15年厚労省告示第261号別表17未満8 ジクロロ酢酸 mg/l ≦0.04

0.002   平成15年厚労省告示第261号別表159 ジブロモクロロメタン mg/l ≦0.1

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表18未満10 臭素酸 mg/l ≦0.01

0.004   平成15年厚労省告示第261号別表1511 総トリハロメタン mg/l ≦0.1

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表17未満12 トリクロロ酢酸 mg/l ≦0.2

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表1513 ブロモジクロロメタン mg/l ≦0.03

0.001   平成15年厚労省告示第261号別表1514 ブロモホルム mg/l ≦0.09

0.008   平成15年厚労省告示第261号別表19未満15 ホルムアルデヒド mg/l ≦0.08

0.02    平成15年厚労省告示第261号別表5未満16 アルミニウム及びその化合物(Ａｌ) mg/l ≦0.2

0.01    平成15年厚労省告示第261号別表5未満17 鉄及びその化合物（Ｆｅ） mg/l ≦0.3

9       平成15年厚労省告示第261号別表1318 塩化物イオン mg/l ≦200

0.5     平成15年厚労省告示第261号別表30未満19 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量) mg/l ≦5

6.6(13.0℃) 平成15年厚労省告示第261号別表3120 ｐＨ値 - 5.8～8.6

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

   水道法第20条の3 登録機関登録番号第134号

検　査　成　績　書

採取条件 開始日時

1  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-024 号 - 01

   建築物飲料水水質検査業登録滋賀県58第1号

〒525-0066 滋賀県草津市矢橋町649番地

株式会社　西日本技術コンサルタント

検査部門責任者 堀口　眞

TEL 077-562-4978  FAX 077-562-9016

終了日時

2009/02/23

13:55

2009/02/23

天　　候

気　　温

水　　温

受付状況

曇

6.0℃

6.0℃

採取

特記事項：「採取条件については依頼者の申出により記入しました。」

現地残留塩素濃度；0.3mg/l

採取者 早瀬 哲雄

平成21年02月23日 受付試料の水道法に基づく水質検査の結果を下記の如くご報告します。

住　　所

依頼者名

担当者名

試料明細

福井県小浜市大手町6番3号                                    

小浜市市長　松崎　晃治 殿

産業建設部 上下水道課 山本主査 様

平成２０年度　水質検査業務｛施設名；中名田（高区）簡易水道（
浄水）｝

検査の対象
  項目・単位

小屋集落センター
水道法
水質基準

検査の方法



異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3321 味 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

異常を認めず 平成15年厚労省告示第261号別表3422 臭気 - 異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ

1       平成15年厚労省告示第261号別表36未満23 色度 度 ≦5

0.1     平成15年厚労省告示第261号別表41未満24 濁度 度 ≦2

　　　　以下余白

判定；今回実施の検査項目については、すべて水道法水質基準に適合するものであった。
［検査期日；平成21年2月23日～平成21年3月9日］

発行者の書面による承諾無しに本検査成績書の一部分だけを複製することは禁止しております。

備考：

検　査　成　績　書
2  / 2PAGE

発行日 平成21年 03月 09日
第 1-33-01133-002-04-024 号 - 01

検査の対象
  項目・単位

小屋集落センター
水道法
水質基準

検査の方法


