
［［［［精密分析精密分析精密分析精密分析］］］］ 採取日 採取日 採取日 採取日H24.2.16 H24.2.16 H24.2.16 H24.2.16カドミウム mg/ｌ <0.001 n-ﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱物油） mg/ｌ <0.5 フッ素 mg/ｌ <0.1 フッ素 mg/ｌ <0.1シアン mg/ｌ <0.1 n-ﾍｷｻﾝ抽出物質（動植物油） mg/ｌ <0.5 30 カドミウム mg/ｌ <0.001 カドミウム mg/ｌ <0.001鉛 mg/ｌ <0.002 フェノール類 mg/ｌ <0.1 5 全シアン mg/ｌ 不検出 全シアン mg/ｌ 不検出総水銀 mg/ｌ <0.0005 銅 mg/ｌ <0.2 3 鉛 mg/ｌ 0.002 鉛 mg/ｌ 0.002亜鉛 mg/ｌ <0.2 5 六価クロム mg/ｌ <0.005 六価クロム mg/ｌ <0.005溶解性鉄 mg/ｌ 0.9 10 ひ素 mg/ｌ <0.001 ひ素 mg/ｌ <0.001溶解性マンガン mg/ｌ <0.5 10 総水銀 mg/ｌ <0.0005 総水銀 mg/ｌ <0.0005総クロム mg/ｌ <0.01 2 アルキル水銀 mg/ｌ 不検出 アルキル水銀 mg/ｌ 不検出リン含有量 mg/ｌ 0.5 PCB mg/ｌ 不検出 PCB mg/ｌ 不検出全窒素 mg/ｌ 29 120 トリクロロエチレン mg/ｌ <0.003 トリクロロエチレン mg/ｌ <0.003カドミウム mg/ｌ <0.001 0.1 テトラクロロエチレン mg/ｌ <0.001 テトラクロロエチレン mg/ｌ <0.001シアン（ｼアﾝ及び全ｼｱﾝ） mg/ｌ <0.1 1 ジクロロメタン mg/ｌ <0.002 ジクロロメタン mg/ｌ <0.002有機リン mg/ｌ <0.1 1 四塩化炭素 mg/ｌ <0.0002 四塩化炭素 mg/ｌ <0.0002鉛 mg/ｌ <0.002 0.1 1,2-ジクロロエタン mg/ｌ <0.0004 1,2-ジクロロエタン mg/ｌ <0.0004六価クロム mg/ｌ <0.005 0.5 1,1-ジクロロエチレン mg/ｌ <0.002 1,1-ジクロロエチレン mg/ｌ <0.002ひ素 mg/ｌ <0.001 0.1 シス-1,2-ジクロロエチレン mg/ｌ <0.004 シス-1,2-ジクロロエチレン mg/ｌ <0.004総水銀 mg/ｌ <0.0005 0.005 1,1,1-トリクロロエタン mg/ｌ <0.001 1,1,1-トリクロロエタン mg/ｌ <0.001アルキル水銀 mg/ｌ 不検出 不検出 1,1,2-トリクロロエタン mg/ｌ <0.0006 1,1,2-トリクロロエタン mg/ｌ <0.0006PCB mg/ｌ <0.0005 0.003 1,3-ジクロロプロペン mg/ｌ <0.0002 1,3-ジクロロプロペン mg/ｌ <0.0002トリクロロエチレン mg/ｌ <0.003 0.3 ベンゼン mg/ｌ <0.001 ベンゼン mg/ｌ <0.001テトラクロロエチレン mg/ｌ <0.001 0.1 チウラム mg/ｌ <0.0006 チウラム mg/ｌ <0.0006ジクロロメタン mg/ｌ <0.002 0.2 ジマジン（CAT） mg/ｌ <0.0003 ジマジン（CAT） mg/ｌ <0.0003四塩化炭素 mg/ｌ <0.0002 0.02 チオベンカルブ mg/ｌ <0.002 チオベンカルブ mg/ｌ <0.0021,2-ジクロロエタン mg/ｌ <0.0004 0.04 セレン mg/ｌ <0.002 セレン mg/ｌ <0.0021,1-ジクロロエチレン mg/ｌ <0.002 0.2 ダイオキシン類濃度 pg-TEQ/ｌ 0.075 ダイオキシン類濃度 pg-TEQ/ｌ 0.25シス-1,2-ジクロロエチレン mg/ｌ <0.004 0.4 （実測濃度） （pg/ｌ） （3.4) （実測濃度） （pg/ｌ） （28)1,1,1-トリクロロエタン mg/ｌ <0.001 3 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/ｌ 0.7 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/ｌ <0.11,1,2-トリクロロエタン mg/ｌ <0.0006 0.06 ホウ素 mg/ｌ <0.1 ホウ素 mg/ｌ <0.11,3-ジクロロプロペン mg/ｌ <0.0002 0.02 水素イオン濃度（ｐＨ） 6.5 水素イオン濃度（ｐＨ） 6.3ベンゼン mg/ｌ <0.001 0.1 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） mg/ｌ <0.5 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） mg/ｌ 0.9チウラム mg/ｌ <0.006 0.06 化学的酸素要求量（ＣＯＤ Mn） mg/ｌ 1.2 化学的酸素要求量（ＣＯＤ Mn） mg/ｌ 2.1ジマジン（CAT） mg/ｌ <0.003 0.03 電気伝導率 mS/m 10 電気伝導率 mS/m 19チオベンカルブ mg/ｌ <0.02 0.2セレン mg/ｌ <0.002 0.1アンモニア性窒素 mg/ｌ <0.1硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/ｌ 29アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸及び硝酸化合物 mg/ｌ 29 100ダイオキシン類濃度 pg-TEQ/ｌ 0.00038 10（実測濃度） （pg/ｌ） （9.1)※フッ素、大腸菌群数については、（1/4）に記載。
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