






調査結果（河川内の水質調査） 

○漏気箇所周辺の河川内の水質調査の測定値は環境基準を満足しております。 

 

 

上流側 漏気箇所 下流側
カドミウム mg/L 0.003mg/L以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003
全シアン mg/L 検出されないこと 不検出 不検出 不検出
鉛 mg/L 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001
六価クロム mg/L 0.05mg/L以下 <0.005 <0.005 <0.005
砒素 mg/L 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001
総水銀 mg/L 0.0005mg/L以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005
アルキル水銀 mg/L 検出されないこと 不検出 不検出 不検出
PCB mg/L 検出されないこと 不検出 不検出 不検出
ジクロロメタン mg/L 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002
四塩化炭素 mg/L 0.002mg/L以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002
1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004mg/L以下 <0.0004 <0.0004 <0.0004
1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1mg/L以下 <0.01 <0.01 <0.01
シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04mg/L以下 <0.004 <0.004 <0.004
1,1,1-トリクロロエタン mg/L 1mg/L以下 <0.1 <0.1 <0.1
1,1,2-トリクロロエタン mg/L 0.006mg/L以下 <0.0006 <0.0006 <0.0006
トリクロロエチレン mg/L 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001
テトラクロロエチレン mg/L 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001
1,3-ジクロロプロペン mg/L 0.002mg/L以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002
チウラム mg/L 0.006mg/L以下 <0.0006 <0.0006 <0.0006
シマジン mg/L 0.003mg/L以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003
チオベンカルブ mg/L 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002
ベンゼン mg/L 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001
セレン mg/L 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L 10mg/L以下 4.8 4.8 4.7
ふっ素 mg/L 0.8mg/L以下 <0.08 <0.08 <0.08
ほう素 mg/L 1mg/L以下 <0.1 <0.1 <0.1
1,4-ジオキサン mg/L 0.05mg/L以下 <0.005 <0.005 <0.005
水素イオン濃度(pH) pH 6.5以上　8.5以下 7.6 7.6 7.6
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 5mg/L以下 <0.5 <0.5 <0.5
浮遊物質量(SS) mg/L 50㎎/L以下 <1 1 <1
溶存酸素量(DO) mg/L 5mg/L以上 11.3 11.3 11.2

大腸菌群数
MPN/

100ml
- 790 1300 330

全亜鉛 mg/L 0.03mg/L以下 0.006 0.006 0.006
ノニルフェノール mg/L 0.002mg/L以下 <0.00006 <0.00006 <0.00006
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 mg/L 0.05mg/L以下 0.0011 0.0006 0.0005
ナトリウム mg/L - 11.1 11.0 11.0
カリウム mg/L - 1.4 1.4 1.4
カルシウム mg/L - 19.8 20.7 20.0
マグネシウム mg/L - 8.6 8.4 8.3
塩化物いオン mg/L - 10.6 10.8 10.5
硫酸イオン mg/L - 33.5 33.9 33.2
炭酸水素イオン mg/L - 55.7 56.7 56.7
炭酸イオン mg/L - <0.5 <0.5 <0.5
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項目 試験項目 単位 環境基準値
測定値（R2.2.7採取)

大正橋 

水道橋 

喜多見大橋 

漏気箇所 

上流側 

下流側 

水質調査試料採取 

注：令和 2年 3月 6日に発表した時点では、生活環境に関する調査項目の水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量、浮遊物質量、溶
存酸素量の環境基準値が誤っておりました。正しい環境基準値とした資料については、令和 2 年 4 月 10 日に公表いたしました。
なお、測定値には変更ありません。 


