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みんなでつけた 千代川の水質 通信簿みんなでつけた 千代川の水質 通信簿みんなでつけた 千代川の水質 通信簿
簡易水質調査結果による

BOD分布図 今回のBODの調査結果について

●今年の水質調査は、千代川水系の42地点で行い、
その内BODについては41地点で観測できました。
●観測できた41地点のうち、24地点でBODが
1mg/L以下、11地点でBOD2mg/L以下、6地点
でBOD3mg/L以下の水質となりました。

2012年 夏の一斉水質調査結果

※

調査した42地点のほとんどで良好な結果に！！

総
　
　
評

水質を表す指標のひとつで水中の微生物が川の汚れを分解する時に必要な
酸素の量で、この数値が大きいほど水が汚れています。ｍｇ/ℓとは、濃度の単
位です。水1リットルにＢＯＤ1ｍｇ（１/1,000ｇ）が溶けている状態を１ｍｇ/ℓ
といいます。

※BODとは

今年も千代川一斉水質調査を行いました

2012年 夏の一斉水質調査結果

今年も千代川一斉水質調査を行いました

鳥取市

八頭町

若桜町

智頭町

簡易水質調査結果凡例
生活環境保全環境基準  AA類型　１mg/ℓ以下相当   
生活環境保全環境基準  A類型  　2mg/ℓ以下相当   
生活環境保全環境基準  B類型  　3mg/ℓ以下相当   
生活環境保全環境基準  C類型  　5mg/ℓ以下相当   
生活環境保全環境基準  D類型  　8mg/ℓ以下相当   

AA ：
A ：
B ：
C ：
D ：

水道1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの。
水道2級、水産1級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの。
水道3級、水産2級及びC以下の欄に掲げるもの。    
水産3級、工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの。 
工業用水2・3級、農業用水及び環境保全。

・自然環境保全 ： 自然探勝等の環境保全     
・水道1級 ： ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
・水道2級 ： 沈殿ろ過等による通常のろ過操作を行うもの
・水道3級 ： 前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの     
・水産1級 ： ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び3級の水産生物用
・水産2級 ： サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の生物用
・水産3級 ： コイ、フナ等β-中腐水性水域の水産生物用     
・工業用水1級 ： 沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
・工業用水2級 ： 薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
・工業用水3級 ： 特殊の浄水操作を行うもの     
・環境保全 ： 国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む）において不快感を生じない限度

各類型の利用目的の適応性

※今回の調査では計測されませんでした。

簡易水質調査結果凡例

B O D   １mg/ℓ以下

B O D   2mg/ℓ以下

B O D   3mg/ℓ以下

B O D   5mg/ℓ以下

B O D   8mg/ℓ以下

※

※

一斉水質調査に協力して
くれた蓮佛君と松田君に

同行しました。

８月１日（水）、千代川水系の下流から上流の全
42箇所において一斉に水質調査を行いました。
この調査は、同じ日の同じ時間に各河川の水質を
一斉に採水し、簡易的に水質を測り、流域のどこ
の水がきれいで、どこの水が汚れているのかを調
査するものです。
調査は平成15年度から実施しており、流域の市
町職員及び一般参加者の協力を得て実施していま
す。今年は小学生及び一般の方合わせて13名の
参加を得て実施しました。
調査当日は、最高気温が37度を超える猛暑日と
なりましたが、参加をしていただいた皆さんから
は、色々な水質の検査方法があることが分かっ
た、今までと違った視点で川への関心が持てるな
どの声が聞かれました。
調査にご協力いただきました皆さん、有難うござ
いました。

この日二人が調査してくれたのは河原町
にある河原橋と天神橋です。調査はまず
気温や水温を測り、パックテスト（試薬
の色の変化で水質を判定できる）で
pH、COD、亜硝酸態窒素を時間を測り
ながら測定していきます。二人は夏休み
の自由研究にと参加したとのことで、真
剣に調査を進めていきます。

調査を終えた二人から、自分が住んでい
る河原町の川が綺麗で良かった、嬉しい
との声が聞けました。また調査担当者か
ら、一人ひとりが綺麗にしたいと意識が
あればもっと川は綺麗になる。油の付い
た皿などを一度拭くだけでも違ってくる
とお話がありました。

８月１日（水）、千代川水系の下流から上流の全
42箇所において一斉に水質調査を行いました。
この調査は、同じ日の同じ時間に各河川の水質を
一斉に採水し、簡易的に水質を測り、流域のどこ
の水がきれいで、どこの水が汚れているのかを調
査するものです。
調査は平成15年度から実施しており、流域の市
町職員及び一般参加者の協力を得て実施していま
す。今年は小学生及び一般の方合わせて13名の
参加を得て実施しました。
調査当日は、最高気温が37度を超える猛暑日と
なりましたが、参加をしていただいた皆さんから
は、色々な水質の検査方法があることが分かっ
た、今までと違った視点で川への関心が持てるな
どの声が聞かれました。
調査にご協力いただきました皆さん、有難うござ
いました。

この日二人が調査してくれたのは河原町
にある河原橋と天神橋です。調査はまず
気温や水温を測り、パックテスト（試薬
の色の変化で水質を判定できる）で
pH、COD、亜硝酸態窒素を時間を測り
ながら測定していきます。二人は夏休み
の自由研究にと参加したとのことで、真
剣に調査を進めていきます。

調査を終えた二人から、自分が住んでい
る河原町の川が綺麗で良かった、嬉しい
との声が聞けました。また調査担当者か
ら、一人ひとりが綺麗にしたいと意識が
あればもっと川は綺麗になる。油の付い
た皿などを一度拭くだけでも違ってくる
とお話がありました。

さて、どんな結果がでるかな？

　平成24年度のパックテストによる簡易水質調査で
は、観測地点の85％で環境基準ＡＡ～Ａ類型相当の
良質な水質が得られる結果となりました。また、Ｂ類
型が15％と例年に比べ幾分高めになっていますが、
これは梅雨明け以降に高温、小雨状態が続いていた影
響が出ているものと思われ、一時的なものと考えられ
ます。全体として引き続き千代川はきれいな水である
と言えます。これからも千代川のきれいな水質を維持
していくために、皆様のご協力をお願いします。

★綺麗な川であるためには、みんなの意識が大切です！
　できることから始めましょう。来年はみんなの参加を待ってるよ！
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