調査地点名

BOD75％値
環境基準
（㎎/ℓ）
2.3(2.1） （Ａ類型基準値）
栗山川 根崎橋
黒部川 四季の花壇前 2.6(2.3） 2㎎/ℓ以下
小野川 樋橋
2.2(2.6）
（Ｂ類型基準値）
黒部川 日之橋
2.2(3.1）
3㎎/ℓ以下
(小堀川 小堀川橋)
2.4(2.4）
（Ｃ類型基準値）
(十間川 あやめ橋)
3.5(4.5）
5㎎/ℓ以下

※調査地点名（ ）表示は、水域類型指定がされていないため、
類似環境基準をあてはめ、参考比較したものです
※BOD75%値の（
）表示は、平成23年度の検査結果
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平成25年9月1日

行政情報

かとり

広報

5

4ＤＫ(Ｄタイプ) 84.45㎡（約25坪） 2戸

☎(50)1234

木造2階建

商工観光課

2

(50)

3ＤＫ(Ｃタイプ) 81.15㎡（約24坪） 3戸

問い合わせ

木造平屋

7

んでいます。
企業誘致を図るためには、企業が立地するため
の産業用用地の情報が必要ですので、遊休地など
の情報がありましたら、連絡をお願いします。

3ＤＫ(Ｂタイプ) 72.04㎡（約21坪） 4戸

◇以前に工場や倉庫などに利用されていた土地

10

市では、雇用の場の確保や市税収入の増加を図
る観点から、工場や物流などの企業誘致に取り組

木造平屋

17

11
問い合わせ

◆魚がすめる水質（BOD5㎎/ℓ）にするには浴槽
（300ℓ）何杯分の水が必要？

4

産業用用地の情報を
探しています

26

を水質の良いものから並べたときに、
ｎ×0.75番目にくる値をいい、デー
タが12個の場合は、9番目の値を指し
ます。

■災害公営住宅詳細

■情報を募集する遊休地
◇おおむね3,000㎡以上の土地
◇抵当権などが設定されていない土地

災害公営住宅
環境基準は、河川・湖沼・海域のそれ
ぞれの水域別に基準が定められていま
す。
75％値…75％値とは、ｎ個のデータ

1248

境を保全する上で維持されることが望
ましい基準のことをいい、水質に係る

☎

環境基準…人の健康を保護し、生活環

(50)

ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）…水
中の微生物が汚濁物などを酸化分解す
る際に必要な酸素量のことで、数値が
大きいほど水質が汚濁していることを
示します。

環境安全課

用語解説

2ＤＫ(Ａタイプ) 56.31㎡（約17坪） 7戸

◇工場などの建築が可能な土地（道路への接道）

16

24

24

9

30

23

これだけ流すと… 必要な水
品目
大さじ1杯（15㎖）
しょう油
1.4杯
米のとぎ汁（1回目） 1000㎖
2.9杯
お椀1杯（200㎖）
味噌汁
4.3杯
大さじ1杯（15㎖）
ドレッシング
6.8杯
大さじ1杯（15㎖） 14.0杯
マヨネーズ
大さじ1杯（15㎖） 16.6杯
食用油
コップ1杯（180㎖） 16.8杯
牛乳

河川水質調査結果を
お知らせします

◆代表的な5河川6地点の結果

