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定期モニタリング井戸縮小調査結果（甲斐市長塚地区）

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

環境基準 環境基準 環境基準 環境基準 環境基準 環境基準

1 0.03 0.01 1 0.03 0.01

1 甲斐市長塚 有 35 <0.001 <0.002 <0.0005 <0.001 <0.002 <0.0005

2 甲斐市長塚 有 35 <0.001 <0.002 0.0023 <0.001 <0.002 0.0025

3 甲斐市長塚 有 30 <0.001 0.004 0.0008 <0.001 0.004 0.0007

4 甲斐市長塚 有 52 <0.001 <0.002 <0.0005 <0.001 <0.002 <0.0005

5 甲斐市長塚 有 50 <0.001 0.003 0.0005 <0.001 0.003 0.0005

6 甲斐市長塚 無 30 <0.001 <0.002 <0.0005 <0.001 <0.002 <0.0005

7 甲斐市長塚 無 50 <0.001 <0.002 <0.0005 <0.001 <0.002 <0.0005

8 甲斐市長塚 無 <0.001 <0.002 <0.0005 <0.001 <0.002 <0.0005

9 甲斐市長塚 無 35 <0.001 <0.002 <0.0005 <0.001 <0.002 <0.0005

10 甲斐市長塚 有 53 <0.001 <0.002 <0.0005 <0.001 <0.002 <0.0005

11 甲斐市長塚 無 55 <0.001 <0.002 <0.0005 <0.001 <0.002 <0.0005

12 甲府市荒川 有 75 <0.0005 0.006 <0.001 <0.0005 <0.003 <0.001

13 甲府市池田 有 <0.0005 <0.003 <0.001 <0.0005 <0.003 <0.001

14 甲府市池田 有 <0.0005 <0.003 <0.001 <0.0005 <0.003 0.001

15 甲府市池田 有 15 <0.0005 <0.003 <0.001 <0.0005 <0.003 0.001

16 甲府市池田 有 30 <0.0005 <0.003 <0.001 <0.0005 <0.003 <0.001

17 甲府市池田 有 45 <0.0005 <0.003 <0.001 <0.0005 <0.003 <0.001

18 甲府市池田 有 20 <0.0005 <0.003 <0.001 <0.0005 <0.003 <0.001

19 甲府市池田 無 <0.0005 <0.003 <0.001 <0.0005 <0.003 0.006

20 甲府市池田 無 30 <0.0005 <0.003 <0.001 <0.0005 <0.003 <0.001

21 甲府市金竹町 有 50 <0.0005 <0.003 <0.001 <0.0005 <0.003 0.003

22 甲府市池田 有 30 <0.0005 <0.003 <0.001 <0.0005 <0.003 0.002

23 甲府市池田 無 9 <0.0005 <0.003 <0.001 <0.0005 <0.003 <0.001

24 甲府市池田 有 25 <0.0005 <0.003 <0.001 <0.0005 <0.003 <0.001

25 甲府市荒川 有 15 <0.0005 <0.003 <0.001 <0.0005 <0.003 <0.001

26 甲府市池田 有 32 <0.0005 <0.003 <0.001 <0.0005 <0.003 <0.001

定期モニタリング井戸縮小調査（韮崎市大草町地区）

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

環境基準 環境基準 環境基準 環境基準 環境基準 環境基準

0.02 1 0.03 0.02 1 0.03

1 韮崎市大草町 無 7 <0.02 <0.001 <0.002 <0.02 <0.001 <0.002

2 韮崎市大草町 無 10 <0.02 <0.001 <0.002 <0.02 <0.001 <0.002

3 韮崎市大草町 無 10 <0.02 <0.001 <0.002 <0.02 <0.001 <0.002

4 韮崎市大草町 無 11 <0.02 <0.001 <0.002 <0.02 <0.001 <0.002

5 韮崎市大草町 無 13 <0.02 <0.001 <0.002 <0.02 <0.001 <0.002

6 韮崎市大草町 無 10 <0.02 <0.001 <0.002 <0.02 <0.001 <0.002
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