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水道の定義 

給水対象 給水人口 水  源 施設規模など 名  称 

一般 

（不特定）

１０１人以上 ― 
計画給水人口 ５,００１人以上 上水道事業 

計画給水人口 ５,０００人以下 簡易水道事業 

１００人以下 ― 市町村によっては条例で水道事業として運営 飲料水供給施設 

自家用 

（特定） 

１０１人以上 

かつ 

最大給水量 

２０ｍ３超/日 

水道事業体からの 

浄水受水のみ 

直径２５㍉以上の導管の全長が１,５００ｍ超 

または 

受水槽の有効容量の合計が１００ｍ３超 

専用水道 

直径２５㍉以上の導管の 

全長が１,５００ｍ超 

かつ 

受水槽の有効容量の 

合計が１００ｍ３超 

受水槽の有効容量が 

１０ｍ３超 
簡易専用水道 

受水槽の有効容量が 

１０ｍ３以下 
小規模貯水槽水道 

自己水源 

（地下水・表流水等）のみ

または 

自己水源と上水道等の

混合使用 

― 専用水道 

１００人以下 

かつ 

最大給水量 

２０ｍ３以下/日 

水道事業体からの 

浄水受水のみ 

受水槽の有効容量が１０ｍ３超 簡易専用水道 

受水槽の有効容量が１０ｍ３以下 小規模貯水槽水道 

自己水源 

（地下水・表流水等）のみ

または 

自己水源と上水道等の

混合使用 

― 飲用井戸等 

水道事業者 ― ― 
ダム河川等の水源により、各水道事業者に 

安定的、広域的に水道水を供給 
水道用水供給事業者 

上記以外の

水道 
― ― 工業用水の供給等 工業用水供給事業者 

noda
多角形

noda
長方形

noda
タイプライターテキスト
または
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第４章 専用水道 

（確認） 

第 32 条 専用水道の布設工事をしようとする者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が

第５条の規定による施設基準に適合するものであることについて、都道府県知事の確認を受けな

ければならない。 

（確認の申請） 

第33条 前条の確認の申請をするには、申請書に、工事設計書その他厚生労働省令で定める書類

（図面を含む。）を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 

《改正》平 11 法 160 

２ 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

1．申請者の住所及び氏名（法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代

表者の氏名） 

2．水道事務所の所在地 

《追加》平 11 法 087 

３ 専用水道の設置者は、前項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、そ

の旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

《追加》平 11 法 087 

４ 第１項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

1．１日 大給水量及び１日平均給水量 

2．水準の種別及び取水地点 

3．水源の水量の概算及び水質試験の結果 

4．水道施設の概要 

5．水道施設の位置（標高及び水位を含む。）、規模及び構造 

6．浄水方法 

7．工事の着手及び完了の予定年月日 

8．その他厚生労働省令で定める事項 

《改正》平 11 法 087 

《改正》平 11 法 160 



 

５ 都道府県知事は、第１項の申請を受理した場合において、当該工事の設計が第５条の規定によ

る施設基準に適合することを確認したときは、申請者にその旨を通知し、適合しないと認めたとき、

又は申請書の添附書類によつては適合するかしないかを判断することができないときは、その適

合しない点を指摘し、又はその判断することができない理由を附して、申請者にその旨を通知しな

ければならない。 

６ 前項の通知は、第１項の申請を受理した日から起算して 30 日以内に、書面をもつてしなければ

ならない。 

（準用） 

第 34 条 第 13 条、第 19 条から第 23 条まで及び第 24 条の３の規定は、専用水道の設置者につい

て準用する。この場合において、第 13 条第１項及び第 24 条の３第２項中「厚生労働大臣」とある

のは「都道府県知事」と、 第 20 条の 10 第２項中「水道事業者その他の利害関係人」とあるのは

「専用水道の設置者その他の利害関係人」と、 第 24 条の３第４項中「第 19 条第２項各号」とある

のは「第 34 条第１項において準用する第 19 条第２項各号」と、同条第６項中「第 13 条第１項」と

あるのは「第 34 条第１項において準用する第 13 条第１項」と、「第 17 条、第 20 条から第 22 条ま

で、第 23 条第１項、第 36 条第２項並びに第 39 条」とあるのは「第 20 条から第 22 条まで並びに

第 23 条第１項並びに第 36 条第２項及び第 39 条」と、同条第７項中「第 19 条第２項」とあるのは

「第 34 条第１項において準用する第 19 条第２項」と、「同条第１項」とあるのは「第 34 条第１項に

おいて準用する第 19 条第１項」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、

政令で定める。 

《改正》平 11 法 160 

《全改》平 13 法 100 

《改正》平 15 法 102 

２ １日 大給水量が千立方メートル以下である専用水道については、当該水道が消毒設備以外の

浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは、前

項の規定にかかわらず、第 19 条第３項の規定を準用しない。 



 

（用語の定義） 

第３条 この法律において「水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水

として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。 

２ この法律において「水道事業」とは、一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業をいう。

ただし、給水人口が 100 人以下である水道によるものを除く。 

３ この法律において「簡易水道事業」とは、給水人口が５千人以下である水道により、水を供給す

る水道事業をいう。 

４ この法律において「水道用水供給事業」とは、水道により、水道事業者に対してその用水を供給

する事業をいう。ただし、水道事業者又は専用水道の設置者が他の水道事業者に分水する場合

を除く。 

５ この法律において「水道事業者」とは、第６条第１項の規定による認可を受けて水道事業を経営

する者をいい、「水道用水供給事業者」とは、第 26 条の規定による認可を受けて水道用水供給事

業を経営する者をいう。 

６ この法律において「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道

事業の用に供する水道以外の水道であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、

他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設さ

れている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。 

1． 100 人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの 

2． その水道施設の１日 大給水量（１日に給水することができる 大の水量をいう。以下同じ。）が

政令で定める基準を超えるもの 

《改正》平 13 法 100 

７ この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道

であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、

その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。 

８ この法律において「水道施設」とは、水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、

送水施設及び配水施設（専用水道にあつては、給水の施設を含むものとし、建築物に設けられた



 

ものを除く。以下同じ。）であつて、当該水道事業者、水道用水供給事業者又は専用水道の設置

者の管理に属するものをいう。 

９ この法律において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管

から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。 

10 この法律において「水道の布設工事」とは、水道施設の新設又は政令で定めるその増設若しく

は改造の工事をいう。 

11 この法律において「給水装置工事」とは、給水装置の設置又は変更の工事をいう。 

12 この法律において「治水区域」、「給水人口」及び「給水量」とは、それぞれ事業計画において定

める給水区域、給水人口及び給水量をいう。 

  



岐阜県における水道の概況

岐阜県健康福祉部薬務水道課

平成２３年度版（平成２４年３月末現在）

http://www.pref.gifu.lg.jp/kendo/jogesuido/suido/suido-gaikyo/index.data/suidounogaikyouH23.pdf


は じ め に  

 

 水道は県民の生活や社会活動を支える大切なライフラインであ

り、水道事業者は住民に対し安全でおいしい水を供給するという重

要な使命があります。 

当県の水道普及率は、９５．８％（平成２４年３月末現在）まで

向上してまいりましたが、全国平均と比べてやや低い状況にありま

す。 

また、老朽化による施設の更新、少子高齢化による人口減少に伴

う厳しい事業経営、水源水質の保全などの課題が山積しております。

その中でも、地震災害に対する水道施設の耐震化など、災害対策の

一層の充実が求められています。これらの課題に適切に対応してい

くためには、各水道事業者が「地域水道ビジョン」を策定し、計画

的に取り組んでいくことが望まれます。 

 県としましては、安心・安全な水道水の安定供給のために、水道

未普及地域における水道整備、地震等による災害対策並びに危機管

理体制の充実強化、「地域水道ビジョン」の策定・推進など、本県

の水道事業の着実な発展に向けて引き続き取り組んでまいります。 

最後に、「岐阜県における水道の概況（平成２３年度版）」の作

成にあたり御協力いただきました関係各位にお礼を申し上げます

とともに、本書が今後の水道事業の推進や水道への理解の一助にな

れば幸いと存じます。  
 

平成２５年３月  
 
              岐阜県健康福祉部薬務水道課長 

                   有 川  幸 孝  

 



凡   例 
 
 
１ 集録の範囲 
  本資料は、厚生労働省が実施した「平成23年度水道統計調査」で得られた資料を基 

礎とし作成した。 
 
２ 集録の対象事業（施設） 
  平成24年3月31日現在、認可または確認を受けている水道用水、上水道、簡易水道及 

び専用水道と同日現在で県が把握している上記以外の水道施設（以下「小規模水道施 

設」という。）及び簡易専用水道である。 
 
３ 集録の対象期間 
  年間の実績値は平成23年度(平成23年4月1日～平成24年3月31日)のものとし、その他 

は平成24年3月31日現在とした。 
 
４ 水道の区分 
① 水道用水供給事業 … 水道により水道事業者に対してその用水（浄水）を供給 

する事業。ただし水道事業者または専用水道設置者が他 

の水道事業者に分水する場合を除く。 

② 上 水 道 事 業 … 一般の需要に応じて水道により水を供給する事業で、計画 

給水人口が5,001人以上のもの。 
③ 簡 易 水 道 事 業 … 一般の需要に応じて水道により水を供給する事業で、計画 

給水人口が101人以上5,000人以下のもの。 
④ 専 用 水 道 … 自家用の水道等特定の人だけが使うことになっている水道 

で、給水人口が101人以上のものまたは飲用等で使用する 

水量が20㎥／日を超えるもの。 

               ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とする場 

合で、口径25mm以上の導管の全長が1,500m以下、かつ、 

水槽の有効容量の合計が100㎥以下であるものを除く。 
⑤ 簡 易 専 用 水 道 … 他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、上記②～ 

④以外の水道であって受水槽の容量の合計が10㎥を超え 

るもの。 
 
５ その他 
  行政区域内人口は、「岐阜県市町村別推計人口・世帯数」（岐阜県総合企画部統計課）

 平成24年4月1日現在による。     



 

 

 

 

 

５ 専 用 水 道 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



番
号

市町村名
設 置 者 名
施 設 名

竣 功
年 月

給水区域の
上水・簡水の
名称

現 在
給水人口
（ 人 ）

施 設
能 力
(m3/ 日 )

原水の
種別

浄水施設の
種別

施設の専用
兼用の別

1 岐阜市 岐阜大学柳戸団地 S55.8.1 岐阜市上水道 365 1,010 深井戸 急速ろ過 飲用のみ

2 岐阜市 岐阜県総合医療センター S47.3.1 岐阜市上水道 94 2,300 深・受 消毒のみ 原水併用

3 岐阜市 サンパーク岐阜西 H3.8.1 岐阜市上水道 150 20 浅井戸 消毒のみ 飲用のみ

4 岐阜市 旅館すぎ山 S44.12.1 岐阜市上水道 130 深井戸 消毒のみ 浄水併用

5 岐阜市 岐阜中央病院 H11.5.1 岐阜市上水道 257 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

6 岐阜市 岐阜県岐阜総合庁舎 S33.8.1 岐阜市上水道 524 深井戸 消毒のみ 原水併用

7 岐阜市 エル・アリーヴォ岐阜 H7.7.1 岐阜市上水道 45 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

8 岐阜市 グラン・プラス 岐阜市上水道 54 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

9 岐阜市 平和ビル岐阜高島屋 S52.9.1 岐阜市上水道 180 受水 消毒のみ 浄水併用

10 岐阜市 岐阜女子大学 S43.4.1 岐阜市上水道 360 深井戸 急速ろ過 原水併用

11 岐阜市 更科 H4.8.1 岐阜市上水道 6 350 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

12 岐阜市 岐阜県福祉・農業会館 S55.2.1 岐阜市上水道 98 深井戸 消毒のみ 浄水併用

13 岐阜市 岐阜会館 S44.12.1 岐阜市上水道 200 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

14 岐阜市 安江病院 S56.4.1 岐阜市上水道 432 深井戸 消毒のみ 浄水併用

15 岐阜市 岐阜産業会館 S45.8.1 岐阜市上水道 220 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

16 岐阜市 岐阜赤十字病院 S57.11.1 岐阜市上水道 295 深井戸 簡易ろ過 浄水併用

17 岐阜市 岐阜市立岐阜西中学校 S59.4.1 岐阜市上水道 45 深井戸 消毒のみ 浄水併用

18 岐阜市 ホテルJUNO H1.10.1 岐阜市上水道 58 浅井戸 消毒のみ 浄水併用

19 岐阜市 介護老人保健施設　長良川ビラ H5.4.1 岐阜市上水道 90 40 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

20 岐阜市 清翔高等学校北舎 S39.12.1 岐阜市上水道 13 深井戸 消毒のみ 浄水併用

21 岐阜市 清翔高等学校南舎 S46.3.1 岐阜市上水道 22 深井戸 消毒のみ 浄水併用

22 岐阜市
朝日大学歯学部附属村上記念
病院

S59.9.1 岐阜市上水道 68 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

23 岐阜市
岐阜聖徳学園大学
岐阜キャンパス３号館

H10.4.1 岐阜市上水道 20 深井戸 消毒のみ 原水併用

24 岐阜市 岐阜グランドホテル H5.4.1 岐阜市上水道 850 深井戸 消毒のみ 浄水併用

25 岐阜市 三浦老人保健施設 S55.8.1 岐阜市上水道 60 32 深井戸 消毒のみ 浄水併用

26 岐阜市 岐阜県シンクタンク庁舎 S47.12.1 岐阜市上水道 90 深井戸 消毒のみ 浄水併用

27 岐阜市 岐阜県庁 S41.2.1 岐阜市上水道 7,000 深井戸 消毒のみ 浄水併用

28 岐阜市 県営近の島住宅 S44.4.1 岐阜市上水道 674 5,400 受水 消毒のみ 飲用のみ

29 岐阜市 県営田神住宅 S54.4.1 岐阜市上水道 664 4,320 受水 消毒のみ 飲用のみ

30 岐阜市 近石病院 S48.1.1 岐阜市上水道 200 深井戸 消毒のみ 浄水併用

31 岐阜市 寺田ガーデン H7.4.1 岐阜市上水道 100 101 深井戸 急速ろ過 原水併用

32 岐阜市 寺田ガーデンデイケア H12.12.1 岐阜市上水道 48 深井戸 急速ろ過 原水併用

33 岐阜市 富田学園・岐阜東中学校 S46.10.1 岐阜市上水道 30 浅井戸 消毒のみ 浄水併用

34 岐阜市 富田高等学校 S33.12.1 岐阜市上水道 75 浅井戸 消毒のみ 浄水併用
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番
号

市町村名
設 置 者 名
施 設 名

竣 功
年 月

給水区域の
上水・簡水の
名称

現 在
給水人口
（ 人 ）

施 設
能 力
(m3/ 日 )

原水の
種別

浄水施設の
種別

施設の専用
兼用の別

35 岐阜市 岐阜東高等学校 S38.11.1 岐阜市上水道 105 浅井戸 消毒のみ 浄水併用

36 岐阜市 岐阜北カントリークラブ S53.4.1 岐阜市上水道 380 深井戸 消毒のみ 浄水併用

37 岐阜市 十八楼 S61.5.1 岐阜市上水道 200 深井戸 消毒のみ 浄水併用

38 岐阜市 サンシティハイツマルナカ S62.7.1 岐阜市上水道 105 23 深井戸 消毒のみ 浄水併用

39 岐阜市 ホテルルネスシラサギ H9.12.1 岐阜市上水道 79 深井戸 消毒のみ 浄水併用

40 岐阜市 岐阜都ホテル H7.7.1 岐阜市上水道 600 深井戸 消毒のみ 浄水併用

41 岐阜市 岐阜キャッスルイン H15.5.1 岐阜市上水道 54 深井戸 消毒のみ 浄水併用

42 岐阜市 ホテルパーク S37.6.1 岐阜市上水道 50 深井戸 消毒のみ 浄水併用

43 岐阜市
岐阜大学医学部・附属病院団
地

H16.5.1 岐阜市上水道 72 900 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

44 岐阜市 岐阜南病院 S54.11.1 岐阜市上水道 181 78 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

45 岐阜市 岐阜キャッスル S58.10.1 岐阜市上水道 116 141 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

46 岐阜市 岐阜聖徳学園大学 S47.9.1 岐阜市上水道 374 36 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

47 岐阜市
介護老人保健施設　ロアジかね
まつ

H8.5.1 岐阜市上水道 100 50 深井戸 消毒のみ 浄水併用

48 岐阜市
岐阜聖徳学園大学付属高等学
校

S51.3.1 岐阜市上水道 25 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

49 岐阜市 東横イン岐阜 岐阜市上水道 83 深・受 消毒のみ 浄水併用

50 岐阜市 アルモニーテラッセ H18.6.30 岐阜市上水道 200 深井戸 消毒のみ 浄水併用

51 岐阜市 黒野病院　管理棟 岐阜市上水道 22 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

52 岐阜市 黒野病院　給食棟 岐阜市上水道 30 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

53 岐阜市
黒野病院　中央、北、西、その
他

岐阜市上水道 53 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

54 羽島市 坂丸簡易水道組合 S41.8.1 羽島市上水道 220 576 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

55 羽島市 赤松水道組合 S30.4.1 羽島市上水道 498 111 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

56 羽島市 羽島市民病院 S51.8.1 羽島市上水道 5 720 深井戸 消毒のみ 浄水併用

57 羽島市 日興テキスタイル 羽島市上水道 31 深井戸 消毒のみ 原水併用

58 羽島市 羽島市役所 S34.7.1 羽島市上水道 500 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

59 羽島市 ホテルコーヨー H14.1.1 羽島市上水道 120 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

60 羽島市 ホテルコーヨー別館 H8.11.1 羽島市上水道 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

61 羽島市 ㈱高陽社　販売促進センター H6.11.1 羽島市上水道 40 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

62 各務原市 航空自衛隊岐阜基地 S21.10.1 各務原市上水道 463 3,780 深井戸 消毒のみ 原水併用

63 各務原市 県営尾崎団地 S49.8.1 各務原市上水道 2,361 690 受水 飲用のみ

64 各務原市
独立行政法人都市再生機構
緑苑団地

S51.7.1 各務原市上水道 2,255 1,030 受水 飲用のみ

65 各務原市 岐阜カンツリー倶楽部 S34.10.1 各務原市上水道 300 浅井戸 急速ろ過 浄水併用

66 各務原市 子苑第１幼稚園 S58.4.1 各務原市上水道 20 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

67 各務原市
特別老人ホーム　カーサ・レス
ペート

H8.8.20 各務原市上水道 101 46 併用 急速ろ過 浄水併用

68 各務原市 各務原カントリー倶楽部 H4.11.2 各務原市上水道 60 併用 急速ろ過 浄水併用
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69 各務原市 岐阜県消防学校 S48.12.1 各務原市上水道 31 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

70 各務原市 エーザイ㈱　川島工場管理棟 S41.3.1 80 深井戸 消毒のみ 浄水併用

71 各務原市 ホテルルートイン各務原 H19.12.19 各務原市上水道 53 併用 消毒のみ 浄水併用

72 山県市 やまがたゴルフ倶楽部 H2.7.1 美山地域上水道 123 深井戸 急速ろ過 原水併用

73 山県市 岐北総合病院 S26.8.1 高富地域上水道 220 深井戸 消毒のみ 原水併用

74 瑞穂市
旭化成建材（株）　穂積工場３
AL工場

H14.9.1 瑞穂市上水道 200 183 深井戸 消毒のみ 浄水併用

75 瑞穂市
旭化成建材（株）　穂積工場８
AL工場

H14.9.1 瑞穂市上水道 350 深井戸 消毒のみ 浄水併用

76 瑞穂市 朝日大学歯学部付属病院 S42.5.1 瑞穂市上水道 159 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

77 瑞穂市 朝日大学 S45.9.1 瑞穂市上水道 346 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

78 本巣市 NEOキャンピングパーク H11.4.1 100 浅井戸 消毒のみ 飲用のみ

79 本巣市 丸高ビル S57.11.1 糸貫上水道 34 24 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

80 本巣市 レシップ㈱　第４工場 H14.8.1 糸貫上水道 20 深井戸 消毒のみ 浄水併用

81 本巣市 岐阜第一高等学校 S33.4.1 糸貫上水道 64 160 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

82 本巣市 岐阜本巣カントリー倶楽部 S50.3.1 外山簡易水道 100 深井戸 急速ろ過 飲用のみ

83 本巣市
介護老人保健施設
根尾川ガーデン

H10.3.1 神海簡易水道 98 24 深井戸 急速ろ過 飲用のみ

84 本巣市 特別養護老人ホーム　さはら苑 H15.8.4 神海簡易水道 100 27 深井戸 急速ろ過 飲用のみ

85 本巣市 モレラ岐阜 H18.4.3 糸貫上水道 1,000 深井戸 膜ろ過 浄水併用

86 本巣市 岐阜工業高等専門学校 S39.4.1 真正上水道 300 220 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

87 岐南町 岐南コーポ S48.2.1 岐南町上水道 45 24 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

88 岐南町 ホテルマイン岐阜店 H2.5.1 岐南町上水道 63 深井戸 消毒のみ 浄水併用

89 岐南町 岐阜女子高等学校　本館 S39.4.1 岐南町上水道 29 110 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

90 岐南町 岐南町合同庁舎 S46.2.1 岐南町上水道 25 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

91 岐南町 ホテルハワイ H10.11.1 岐南町上水道 30 深井戸 消毒のみ 浄水併用

92 岐南町 ホテルHANDS S59.4.1 岐南町上水道 50 深井戸 消毒のみ 浄水併用

93 笠松町 笠松刑務所 S61.2.1 笠松町上水道 782 330 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

94 笠松町 カネ美食品　羽島工場 H11.3.1 笠松町上水道 40 深井戸 急速ろ過 浄水併用

95 笠松町 愛生病院 H11.10.1 笠松町上水道 73 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

96 笠松町 岐阜県地方競馬組合 S35.4.1 笠松町上水道 2,880 深井戸 消毒のみ 浄水併用

97 笠松町 松波総合病院 S63.1.1 笠松町上水道 200 深井戸 消毒のみ 浄水併用

98 笠松町
松波総合病院介護老人保護施
設

S48.4.1 笠松町上水道 100 深井戸 消毒のみ 浄水併用

99 北方町 明治製菓㈱岐阜工場 S46.9.1 北方町上水道 200 深井戸 消毒のみ 原水併用

100 大垣市 三甲テキスタイル S28.6.1 大垣市上水道 8 1,238 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

101 大垣市 大垣市民病院 S58.3.1 大垣市上水道 30 2,700 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

102 大垣市 大垣病院 H14.11.1 大垣市上水道 172 深井戸 消毒のみ 飲用のみ
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103 大垣市 イビデン㈱　青柳事業場 S29.9.1 大垣市上水道 200 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

104 大垣市 大垣フォーラムホテル S63.10.1 大垣市上水道 360 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

105 大垣市 イビデン㈱　河間事業場 S48.5.1 大垣市上水道 170 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

106 大垣市 イビデン㈱　大垣事業場 H9.6.1 大垣市上水道 95 深井戸 急速ろ過 飲用のみ

107 大垣市 神鋼造機 S25.1.1 大垣市上水道 30 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

108 大垣市 老人保健施設　大樹 H8.7.1 大垣市上水道 59 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

109 大垣市 岐阜経済大学３～８号館 S62.8.1 大垣市上水道 59 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

110 大垣市 岐阜経済大学食堂 H4.4.1 大垣市上水道 23 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

111 大垣市 岐阜県西濃総合庁舎 S46.2.1 大垣市上水道 48 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

112 大垣市 県営荒崎住宅 S48.4.1 大垣市上水道 750 408 受水 飲用のみ

113 大垣市
老人福祉施設　ゴールドライフ
大東

H9.7.1 大垣市上水道 49 35 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

114 大垣市 大垣市役所 S39.3.1 大垣市上水道 120 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

115 大垣市 大垣中央病院 S60.10.1 大垣市上水道 58 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

116 大垣市 ルートイン大垣インター H15.6.1 大垣市上水道 50 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

117 大垣市
老人福祉施設
サンヴェール大垣

H15.9.1 大垣市上水道 33 79 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

118 大垣市 大垣病院第２ H1.1.10 大垣市上水道 45 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

119 大垣市 かみいしづ緑の村公園 S59.4.1 57 伏流水 緩速ろ過 飲用のみ

120 大垣市 イビデン㈱　大垣中央事業所 H19.2.1 大垣市上水道 34 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

121 海津市 養南病院 S58.11.1 海津市上水道 3 120 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

122 養老町 緑町水道施設 S46.9.1 養老町上水道 215 350 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

123 養老町 西美濃厚生病院 H8.6.1 養老町上水道 166 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

124 垂井町 ユニチカ　垂井工場 S10.8.1 22 1,440 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

125 垂井町 県営宮代住宅 S52.4.1 垂井町上水道 591 263 受水 飲用のみ

126 垂井町 博愛会病院 H19.5.7 垂井町上水道 426 浅井戸 消毒のみ 飲用のみ

127 神戸町 東邦テナックス揖斐川工場 S27.2.1 神戸町上水道 75 7,200 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

128 輪之内町 輪之内クリニック H8.10.1 輪之内町上水道 33 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

129 安八町 三洋電機　岐阜事業所 S44.4.1 安八町上水道 62 591 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

130 安八町 牧地区　もくせい団地 S49.4.1 安八町上水道 196 140 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

131 安八町
三洋電機㈱
岐阜事業所工場第１

S44.3.1 安八町上水道 3,600 深井戸 消毒のみ 浄水併用

132 安八町
三洋電機㈱
岐阜事業所工場第２

S60.12.1 安八町上水道 1,200 深井戸 消毒のみ 浄水併用

133 安八町
三洋電機㈱
岐阜事業所工場第３

H4.12.1 安八町上水道 25 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

134 安八町
帝人デュポンフィルム
岐阜事業所

S46.7.1 安八町上水道 38 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

135 揖斐川町 揖斐厚生病院 H3.11.1 揖斐川町上水道 277 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

136 揖斐川町 イビデン㈱　大垣北事業所 H1.4.1 揖斐川町上水道 60 深井戸 消毒のみ 飲用のみ
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137 揖斐川町 貝月リゾート H14.12.1 156 表流水 急速ろ過 飲用のみ

138 揖斐川町 夜叉姫の館 H11.12.1 130 伏流水 急速ろ過 飲用のみ

139 揖斐川町 かすがもりもり村 H9.4.1 春日簡易水道 37 表流水 急速ろ過 浄水併用

140 揖斐川町 谷汲カントリークラブ H2.11.1 69 200 浅井戸 消毒のみ 飲用のみ

141 揖斐川町 道の駅星のふる里ふじはし H19.4.1 179 表流水 膜ろ過 浄水併用

142 池田町 寺東住宅 S43.3.1 池田町上水道 149 62 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

143 池田町 コスモ幼稚園 S60.10.1 池田町上水道 336 42 深井戸 急速ろ過 飲用のみ

144 池田町
特別養護老人ホーム
サンビレッジ新生苑

S51.4.1 池田町上水道 30 108 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

145 池田町 新生病院 S54.8.1 池田町上水道 108 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

146 関市 シーダーヒルズカントリークラブ H6.10.1 関市上水道 37 受水 消毒のみ 飲用のみ

147 関市 やまなみ S60.7.1 関市上水道 1 29 浅井戸 消毒のみ 飲用のみ

148 関市 関観光ホテル S62.3.1 関市上水道 45 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

149 関市 山田ハイツ H7.2.1 関市上水道 71 30 浅井戸 消毒のみ 飲用のみ

150 関市 美濃カントリー倶楽部 S11.3.2 関市上水道 96 浅井戸 消毒のみ 飲用のみ

151 美濃市 日本トムソン岐阜製作所 S44.8.1 美濃市上水道 300 浅・受 消毒のみ 浄水併用

152 美濃市 岐阜県中濃総合庁舎 S49.4.1 美濃市上水道 46 浅井戸 消毒のみ 飲用のみ

153 美濃市
関観光ホテル㈱
みの観光ホテル

H9.8.1 美濃市上水道 42 浅井戸 消毒のみ 飲用のみ

154 郡上市 郡上八幡自然園 S55.5.1 50 深井戸 緩速ろ過 飲用のみ

155 郡上市 ホテル郡上八幡 S62.4.1 千虎簡易水道 1 90 表流水 急速ろ過 飲用のみ

156 郡上市 鷲見病院 S56.11.1 白鳥上水道 864 浅井戸 急速ろ過 飲用のみ

157 郡上市 しらおスキー場 S59.10.1 70 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

158 郡上市
ウイングヒルズ白鳥リゾート
ホテルヴィラウイング

H2.11.1 364 深井戸 急速ろ過 飲用のみ

159 郡上市
ウイングヒルズ白鳥リゾート
プラザチャオ

H2.11.1 360 深井戸 急速ろ過 飲用のみ

160 郡上市
ウイングヒルズ白鳥リゾート
山腹レストラン

H9.12.1 216 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

161 郡上市
イトシロシャーロットタウンス
キー場

H2.12.1 石徹白簡易水道 90 深井戸 急速ろ過 飲用のみ

162 郡上市 白鳥高原リゾート S51.4.1 3 60 深井戸 消毒のみ 浄水併用

163 郡上市 日本道路公団　ひるがのSA H12.10.1 283 深井戸 急速ろ過 飲用のみ

164 郡上市 ホワイトピアたかす H4.12.1 200 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

165 郡上市 コージュ高鷲 H6.10.1 8 140 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

166 郡上市
郡上高原ホテル
郡上高原スキー場

H1.3.1 2 120 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

167 郡上市 牧歌の里 H8.4.1 200 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

168 郡上市 高鷲スノーパーク H11.12.1 344 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

169 郡上市
鷲が岳スキー場
鷲が岳高原ゴルフ倶楽部

S45.7.1 861 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

170 郡上市
ダイナランド
レストランベルーナ

S60.12.1 150 深井戸 消毒のみ 飲用のみ
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171 郡上市 ホテルヴィラモンサン S57.12.1 1 45 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

172 郡上市 サンメンバーズひるがの H12.7.1 蛭ヶ野簡易水道 70 77 深井戸 急速ろ過 飲用のみ

173 郡上市 慈恵中央病院 S37.2.1 中部簡易水道 496 180 浅井戸 消毒のみ 飲用のみ

174 郡上市
めいほう高原
スキーセンター

H1.12.1 86 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

175 郡上市
めいほう高原
第１レストハウス

H1.12.1 59 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

176 郡上市 クックラひるがの H20.4.1 蛭ヶ野簡易水道 78 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

177 美濃加茂市木沢記念病院 S52.4.1 美濃加茂市上水道 250 浅井戸 消毒のみ 飲用のみ

178 美濃加茂市
ソニーイーエムシーエス東海
テック美濃加茂サイト

H22.3.30 美濃加茂市上水道 120 深・受 膜ろ過 浄水併用

179 可児市
東建リゾートジャパン・ジャパン
東建塩河カントリー倶楽部

S63.3.1 可児市上水道 160 深・受 急速ろ過 浄水併用

180 可児市
可児ゴルフ倶楽部
可児ゴルフ場

H1.8.1 可児市上水道 150 深井戸 急速ろ過 浄水併用

181 可児市 日本ラインゴルフ S41.11.1 可児市上水道 65 深井戸 消毒のみ 浄水併用

182 可児市
小萱ＯＧＭチェリークリークカン
トリークラブ

H5.2.1 可児市上水道 90 深井戸 急速ろ過 浄水併用

183 可児市 可児ゴルフ倶楽部美濃ゴルフ場 S59.11.1 可児市上水道 100 深井戸 急速ろ過 浄水併用

184 可児市 株式会社ヨシヅヤ可児店 H20.7.31 可児市上水道 40 深・受 膜ろ過 浄水併用

185 可児市 岐阜社会保険病院 H20.10.30 可児市上水道 222 深・受 膜ろ過 浄水併用

186 坂祝町 パジェロ製造㈱ S13.3.1 坂祝町上水道 10 1,080 深・受 消毒のみ 原水併用

187 白川町 美濃白川クオーレふれあいの里 H5.4.1 白川簡易水道 25 浅井戸 消毒のみ 飲用のみ

188 御嵩町 こぶしゴルフ倶楽部 H6.4.1 65 表流水 急速ろ過 浄水併用

189 御嵩町
富士OGMエクセレント
御嵩花トピアコース

H10.8.1 御嵩町上水道 100 深・受 急速ろ過 浄水併用

190 御嵩町 ワールドレイクゴルフ倶楽部 H4.10.1 70 深井戸 急速ろ過 浄水併用

191 御嵩町 レイクグリーンゴルフ倶楽部 S60.4.1 190 深井戸 急速ろ過 浄水併用

192 多治見市 県営旭ヶ丘住宅 S47.4.1 多治見市上水道 1,045 536 受水 消毒のみ 飲用のみ

193 瑞浪市 広池学園 S38.12.1 瑞浪市上水道 478 1,200 併用 急速ろ過 浄水併用

194 瑞浪市 東濃厚生病院 S38.12.1 瑞浪市上水道 7 200 併用 膜ろ過 浄水併用

195 瑞浪市 陶技学園みずなみ荘 H9.4.1 瑞浪市上水道 80 80 受水 消毒のみ 浄水併用

196 瑞浪市 瑞陵ゴルフクラブ H2.9.1 瑞浪市上水道 3 58 表流水 急速ろ過 浄水併用

197 瑞浪市 青葉台団地 S55.12.1 58 51 受水 消毒のみ 飲用のみ

198 土岐市 県営泉北住宅 S52.4.1 土岐市上水道 701 335 受水 消毒のみ 飲用のみ

199 土岐市 名岐国際ゴルフ倶楽部 S46.9.1 土岐市上水道 150 深井戸 膜ろ過 飲用のみ

200 中津川市
王子特殊紙㈱
中津工場

S34.5.1 中津川上水道 300 380 表流水 急速ろ過 飲用のみ

201 中津川市
㈱明智ゴルフ倶楽部
富士カントリーひるかわゴルフ

H1.9.1 蛭川簡易水道 240 湧水 急速ろ過 飲用のみ

202 中津川市
フォーティーンヒルズ㈱
フォーティーンヒルズカントリークラブ H3.10.1 55 表流水 急速ろ過 飲用のみ

203 恵那市
㈱明智ゴルフ倶楽部
富士カントリー明智ゴルフ倶楽部

H2.3.1 214 深井戸 除鉄 飲用のみ

204 恵那市
キクオカ綜業㈱
笹平カントリークラブ

S62.10.1 田代長沢簡水 80 深井戸 急速ろ過 飲用のみ
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205 恵那市
キクオカ綜業㈱
山岡カントリークラブ

H3.11.1 山岡西簡水 92 表・受 急速ろ過 飲用のみ

206 恵那市
㈱クレール
メダリオンベルグラビアリゾート

H1.8.23 120 井戸水 急速ろ過 飲用のみ

207 高山市 高山市乗鞍高原専用水道 S50.10.1 150 伏流水 緩速ろ過 浄水併用

208 高山市 高山グリーンホテル S48.7.1 高山市上水道 1,300 深井戸 消毒のみ 飲用のみ

209 高山市 鈴蘭御嶽ハイエリア S47.4.1 1,200 湧水 緩速ろ過 飲用のみ

210 高山市 舟山アルコピアスキー場 S7.12.1 90 湧水 消毒のみ 飲用のみ

211 高山市 ヴィラージュ荘川高原 H14.9.18 300 浅井戸 急速ろ過 浄水併用

212 高山市
明智ゴルフ倶楽部
荘川ゴルフ場

H8.8.2 100 深井戸 急速ろ過 浄水併用

213 高山市
荘川高原カントリー倶楽部
赤谷専用水道

S50.4.1 450 表流水 急速ろ過 浄水併用

214 高山市 翠峯苑 S49.4.25 100 湧水 消毒のみ 飲用のみ

215 高山市 チャオ御岳リゾート H10.11.26 93 深井戸 急速ろ過 浄水併用

216 高山市 上宝ﾄーカイカントリークラブ H7.12.20 280 深井戸 消毒のみ 浄水併用

217 高山市 久美愛厚生病院 H22.2.24 高山市上水道 274 深井戸 急速ろ過 飲用のみ

218 高山市 高山赤十字病院 H16.9.17 高山市上水道 421 深井戸 急速ろ過 飲用のみ

219 高山市 蒲田専用水道 S39.3.1 38 218 湧水 消毒のみ 浄水併用

220 高山市 福地専用水道 S34.3.1 86 280 湧水 消毒のみ 浄水併用

221 高山市 ホテルアソシア高山リゾート H19.1.15 高山市上水道 325 深井戸 消毒のみ 浄水併用

222 高山市 ひだホテルプラザ H14.3.20 高山市上水道 498 深井戸 消毒のみ 浄水併用

223 飛騨市 神岡鉱業　鹿間専用水道 S29.10.1 神岡上水道 246 6,000 表流水 急速ろ過 浄水併用

224 飛騨市 神岡鉱業　上平専用水道 H10.12.1 47 78 湧水 急速ろ過 飲用のみ

225 下呂市 ホテル小川屋 S45.10.1 下呂市上水道 110 浅井戸 消毒のみ 飲用のみ

226 白川村 トヨタ自然学校 H18.6.30 26 50 浅井戸 急速ろ過 飲用のみ
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