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1．はじめに

硝酸塩の還元により生じる亜硝酸塩は血液中のヘモグ

ロビンと反応し酸素を運搬する能力を減少させることが

知られている。環境庁が実施した地下水汚染実態調査1）

によると、硝酸態窒素、亜硝酸態窒素の検出率が高く、ま

た、一部の地下水中には高濃度の硝酸態窒素、亜硝酸態

窒素が検出され、地下水中でのこれらの物質の高濃度化

が注目されている。県内の地下水中の硝酸態窒素、亜硝

酸態窒素による汚染の状況はいままで明らかにされてお

らず、汚染分布と高濃度化の実態を把握する必要がある。

2．方法

2．1調査期間

平成5年度及び6年度

2．2　調査地点

県内13市町の地域から141か所の井戸を選び地下水を

採取した。調査井戸の選定にあたっては、採水のしやす

さを優先させ、地域をメッシュに区切って採水すること

をしなかった。したがって、井戸の分布は必ずしも面的

に均一にはなっていない。

2．3　調査項目

分析項目と分析方法は、次のとおりとした。

電　気　伝　導　率：電気伝導度計

－62－

硝　酸　態　窒　素：サリチル酸ナトリウム法

亜硝酸態窒素：ナフテルエチレンジアミン法

アンモニア態窒素：インドフェノール法

酸　消　費　量：0．1moゼ／ゼ塩酸滴走法

硫酸イオン、塩化物イオン：イオンクロマトグラフ法

ナトリウムイオン、カリウムイオン、カルシウムイオ

ン、マグネシウムイオン：イオンクロマトグラフ法

ケイ酸：モリブデン黄法

表1濃度範囲と平均値

項目　　　　　　　濃度範囲　　　平均値

NO3－N

NO2－N

NH4＋－N

電気伝導率

SiO2

酸消費量

ND　～　16．9　　　　　4．07

ND　～　　0．046　　　0．01

ND　～　1．86　　　　0．091

13．1”　375　　　　　35．9

2．15～1240　　　　　37．3

0．13”118　　　　15．4

4．63～　539　　　　　27．5

0．24”　21．7　　　　2．40

7．42～165　　　　　30．1

3．14～　53．4　　　13．9

6．93～　28．2　　　18，5

0．37－　　5．25　　　1．90
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3．結果

県内の141か所の井戸から地下水を採取し、硝酸態窒

素、亜硝酸態窒素等について調査した結果を表1に示す。

また、硝酸態窒素、亜硝酸態窒素、アンモニア態窒素の

検出率を表2に示す。なお、個々のデータは文末の表の

とおりである。

硝酸態窒素は調査した井戸141か所のうち126井戸から

検出され、検出率は89．4％と高率であった。

表2　NO3㌧N、NO2．－N、NH4＋－Nの検出率

項目　　　調査井戸数　検出井戸数　検出率（％）

NO3－N　　　141

NO2－N　　　141

NH4十一N　　141

126　　　　　　89．4

5　　　　　　　3．5

31　　　　　22．0
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図1NO3‾一N濃度と井戸数の関係
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図2　NO2‾－N濃度と井戸数の関係
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また、その濃度範囲は0．059mg／ゼ～16．9mg／ぞ、平均

値は4．07mg／ゼであった。

亜硝酸態窒素は、5井戸で検出され、検出率は3．5％

と低く、また、最高値でも0．046mg／ゼと低濃度であった。

硝酸態窒素、亜硝酸態窒素及びアンモニア態窒素の濃

度と井戸数のヒストグラムを図1～図3に示す。

今回調査した地下水中の硝酸態窒素濃度は、

0．05mg／g～2．0mg／ゼの低濃度のグループと6．1mg／g

～8．0mg／βのやや高濃度のグループに比較的多く分布

していた。

〈0．040．040．100．501・0
～　i i　　～

0．09　0．49　0．991

NH4十一N（mg／1）

図3　NH4＋－N濃度と井戸数の関係

4．まとめ

（1）硝酸態窒素は、検出率が89．4％と高く、その濃度は、

低濃度から高濃度まで広範囲に分布していた。

（2）亜硝酸態窒素は、検出率も低く、低濃度であり、

きわだった汚染は認められなかった。

（3）硝酸態窒素が比較的高濃度に検出された井戸周辺

地域について補完調査を行うとともに、高濃度に

検出された井戸については継続的な測定を実施し、

濃度の推移を監視することが望まれる。
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地　下　水　分　析　結　果　表

仙〕．1

井　　戸　　番　　号 �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 ��9 

採　水　年　月　　日 �6．　7．11 �6．　7．11 �6．　7．11 �6，　7．11 �6’．　7＿　11 �6．　7．11 �6．　7．11 �6．　7．11 ��6．　7．19 

綾　瀬　市 �綾　瀬　市 �綾　瀬　市 �綾　瀬　市 �綾　瀬　市 �綾　瀬　市 �綾　瀬　市 �綾　瀬　市 ��綾　瀬　市 

28．4 �21．3 �20．2 �37．0 �25．4 �21，5 �19．8 �28．5 ��28．6 

pH　　　　　　　　　　　　　　　　　7．54 ��7．92　　　　　　　　7．91 ��6．87 �7，05 �6．99 �1　　　　7．19 �7 �51 �7．44 

NO2－N　　　（mg／／り �1　　く0．01 �〈0．01　　　　　　　〈0．01 ��く0．01 �く0．01 �く0．01 �〈0．01 �賢　　　　く0 �01 �く0．01 

NOトN　　　（mg／／／ゼ） �0．297 �く0．05 �1　　く0．05 �3．32　1　　　4．43 ��〈0．05 �1，42 �1　　　　2 �64 �2．02 

NH。N　　　（mg／ノ／e） �0．144 �0．323 �0．154 �く0．04 �〈0．04 �「‾訂福豆 �く0．04 �〈0 �04 �く0．04 

Cl　　　　　（mlg／／ゼ） �3，62 �2．34 �3．35 �32．7　　1　　　12．4 ��0．10 �11．6 �14 �5 �1　　　　13．1 

SO4　　　　　（mg／／g） �0．55 �ー】‾‾う．47 �1．43 �6．78 �8．80 �L　　　　O．13 �17．0 �1 �38　1　　　　2．26 

Na　　　　　（mgノ／′g） �26．3 �13．4 �10，2 �‾」1g．■1 �7＿04　　　　　　　　8．32 ��7．74 �26 �8　　　　　　　　　6．68 

K　　　　　　（mg／′／β） �1．90 �2．09 �1．28 �1．00 �0．72 �1　　　1．66 �1・24 �1 �25 �1　　　　0．94 

Ca　　　　　　（mg／′β） �20．1 �16．0 �16．9 �28．4 �21．4 �16．8 �1ラ丁 �20 �4 �25．3 

Mg　　　　　（mg／／g） �5，78 �5．23 �4．92 �11，9 �9．44 �6．74 �4．‾元 �7 �07 �10．0 

SiO2　　　　（mg／′／g） �17．2 �16．9 �．■〉Ⅳ了を．4 �21．7 �21．7 �23．3 �9．61 �18 �6 �18．7 

酸消費量（mg当量′／／g） �2．65 �2．02 �1．82 �2．00 �1．45 �1．72 �0．85 �2 �09 �2．02 

酸消費量（mgcaco3／／ぞ） �133 �101 �1　　　91．1 �100 �82．5 �86．1 �42．4 �105 ��101 

10　　　　　　　　　11 ��12 ��1　　13　　l　　14 ��15 �16 �17 � 

採　水　年　　月　　日 �6．　7．19 �6，　7，19 �6，　7．19 ��16．7．19　L　6．7．19 ��6．　7．19 �6．　7．19 �6．　7，13 � 

葬＿戸所在　市　町村 �綾　瀬　市 �綾　瀬　市 �綾　瀬　市 ��！案家　瀬　市 �綾　瀬　市 �綾　瀬　市　■　綾　瀬　市 ��綾　瀬　市 � 
電気伝導率　（。、S′ノm） �26．9 �28．4 �■　　　豆百 �1 �十‾‾‾‾盲㌻盲 �31．6 �32．8　　　　　　　　22．4 ��1　　　29．6 � 

pH �6．88 �6．88 �7 �35 �7，13　1　　　　7．03 ��7．28　　　　　　　7．46 ��1　　7．汀r � 

NO・′　N　　　（mgノ／ゼ） �〈0．01 �〈0．01 �く0 �9享 78 �く0．01 �】　　　〈0．01 �〈0，01　　　　　　　〈0，01 ��1　　　く0．01 �l 

NOトN　　　（mg′′′ゼ） �6．‾ラ7 �6．95 �6 ��7．21 �1　　　　6．72 �8．11　　　　　　　1．25 ��0．81 �l 

NH、－N　　　（mg／／／り �く0．04 �く0．04 �く0 �04 �く0．04 �0．04 �く0．04　　　　　　　く0．04 ��く0，04 � 

J】　　　　（mg／／／り �14．8 �13．3 �14 �3 �15．2 �17．4 �1　　13．0　　　　　　　6．28 ��15，1 �l 

SO。　　　　（mg．′／g）　　　　　2．26 ��2．27 �2 �95 �1．72 �巳　　　　2．67 �2．46　　　　　　　　0．43 ��1　　　　　4．81 � 

Na　　　　　（mg／ノg） �6．55　1　　　12．9 ��11 �9 �13．7 �11．5 � ��� 

K　　　　　　（mg／／g） �0．79　　　　　　　1．81 ��1 �64 �1．07　　　　　　　　0．94 �� ��� 

Ca　　　　　（mg／g） �23．1　　　　　　　　24．8 ��22 �6 �22．2　　1　　　19．3 �� ��� 

＿▲．些」＿＿＿」mg′／′ゼ） �i＿＿＿＿、＿【．∧ヨ二96 119．7 �8．54 �7 �67 �1　　　　8．39 �7＿28 � ��� 

SiOご　　　　（mg／′／′ゼ） ��21．1 �19 �6 �20．5 �22．1 �20．7　　　　　　　　20．6 ��22．2 � 

酸消費量（mg当量二g） �1．5 �1．55 �1 �45 �1．45 �1．55 �1．38　　　　　　　1．82 ��2．01 � 

酸消費量（m〆：aCO3′′′／g） �75．06 �77．56 �72 �56 �、亮．56 �77．56 �69．06　　　　　　　91．07 ��100，6 � 

井　戸　番　号 ��18 �19 �20 �21 �22　　　　　　　　23　　　　　　　　24　　　1　　　25 ����26 

採　水　年　月　　日 ��6．7，13 �6．　7．13 �6．　7．13 �6．　7．13 �6．　7．13 �竜十1十㌢五■　6．7．19】6．11．7 ���6．11．　7 

井　戸　所　在　市　町　村 ��綾　瀬　市 �綾　瀬　市 �綾　瀬　市 �綾　瀬　市 �綾　瀬　市 �綾　瀬　市　　綾　瀬　市】養家：瀬　市 ���綾　瀬　市 
電気伝導率　（ms／／m） ��19．1 �18．1 �25．9 �25．4 �24．4 �30．9　　　　　　　29．1 ��27．0 �26．5 

pti ��7．87 �7．56 �7．29 �7．40 �7．47 �7．73 �’仙川7．42 �6．98 �6．67 

NO∠一一N　　　（mg／／ゼ） ��〈0．01 �〈0．01 �〈0．01 �く0．01 �〈0．01 �く0．01 �く0．01 �〈0．01 �く0．01 

NO｝ �N　　　　（mg／／g） �0．51 �0．14 �2．09 �2．09 �1　　　1．97 �く0，05 �〈0，05 �2＿75 �6．両▼ 

NIi，＿ �N　　　（mg／′／′g） �く0．04　　　　　　　く0．04 ��l　　福て石をγ‾‾ �く0．04 �〈0．0去▼▼ゾ‾ �〈0，04 �0，29 �く0▲04 �〈0．04 

Cl　　　　　（mg／／′′g） ��10．9　　　　　　　10．3 ��12＿6 �13．3 �7．80 �16，4 �14．0 �12．9 �17．6 

SO。　　　　（mg／′／′g） ��6．36 �7．48 �11．1 �05，5 �0．41 �1，99　　　　　　　　8．41 ��20．6 �21．1 

Na　　　　　（mgノ／／g） ��4．63 �4，74 �6．53 �5．92 �15．6 �15．5　　　　　　　15．0 ��25．0 �10．3 

K　　　　　　（mg／／／β） ��0．6㌻ �0．77 �0．82 �0．89 �1．30 �1．30　1　　　　1．72 ��2．91 �1．52 

Ca　　　　　（mg／／′β） ��18．7 �19．「 �2LZ �21．6 �19．9 �23．8 �1　　　24．0 �22．7 �1　　　30．8 

Mg　　　　　（mg／／／ゼ） ��7．49 �Ⅷ‾7．50 �10．1 �9．61 �7．43 �8．76 �9．40 �10．6　　　　　　　13．7 

SiO2　　　　（mg／■／ゼ） ��14．4 �15．8 �20．2 �30．】 �19．8 �14．9 �巳　　　17．1 �16．8　　　　　　　　20．4 

酸消費量（mg当量′／／′ゼ） ��2．47 �0．37 �1．88 �1，88 �1　　　1．90 �3．98 �2．13 �1．70　　　　　　　1．10 

醸消費量（mgcaco3／g） ��1　　123 �18．5 �94．1 �94．1 �85．1 �199 �107 �85．1　1　　　55．0 

井　戸　番　号 �27 �28 �29 �30 ��31　　　　　　　　　32 ��33　　　1　　　34 ��35 

採　水　年　月　　日 �6，　7．20 �6．　7．20 �6．　7．20 �1　6．7＿　20 ��6，11，　7 �1　7，1．19 � ��7，1．19 

愛　川　町 �愛　川　町】愛　川　町 ��■　愛　川　町 ��愛　川　町 �愛　川　町 �■　愛　川　町　戸　愛　川　町 ��愛　川　町 
14．3 �17．0 �F　　　17．1 �30，3 ��32．6 �27．8 �1　　14．9　　　　　　32．6 ��46．6 

pH �6．80 �6＿70 �6．98 �7 �羞¶ �7．17 �6．78　　　　　　　　6．78 ��6．76 �6．79 

NOリーN　　　（mg′／′′g） �〈0．01 �く0．01 �〈0．01 �く0 �i汀′‾‾、 �く0．01 �く0．01　　　　　　　く0．01 ��く0．01 �〈0．01 

＿聖OJN　　　（mg′′／ノg） �0．96 �1．64 �1．66 �4 �．67 �1　　　9．03 �3．81 �1．80 �2．24 �5．61 

NH4N　　　（mg了′／g） �〈0．04 �く0．04 �〈0．04 �！0 �04　　　　　　　く0　04 ��〈0．04 �く0．04 �く0．04　　　　　　　〈0．04 

＿＿王L　　　　（mg．／／／β） �ら90 �5．80 �4．69 �「‾i盲‾ �5 �・　　元．5 �、13．5 �6，04 �9，43　　r　　　　23．0 

SO、　　　　（mg′／／／ゼ） �10．0 �11．6 �13．6 �童　　　10 �0 �1　　　39．9 �32．8 �17．0 �68，8　　　　　　　　78，9 

Na　　　　　　（mg／／／ゼ） �4．69 �7．56 �6．38 �9 �18 �9．80 �17．0 �8，05 �12．7 �20▲7 

K　　　　　　（mg／／／′g） �0＿50 �0．63 �0，60 �1 �22 �1．14 �2．73 �0．56 �1．88 �2．88 

Ca　　　　　（mg′′ノ′g） �1　　　　15．6 �▼＿＿18・2 �19．4 �31 �3 �39．5　　　　　　　　23．9 ��17．4 �1　　　40．8 �58．8 

Mg　　　　　（mg／／′g） �3．14 �3．32 �3．74 �9 �57 �13．8　　　　　　　　　6．39 ��3．35　　　　　　　10．9 ��15．8 

SiOZ　　　　（mg′／′g） �8．43 �8．93 �8．98 �‾　「　8 �0 �12．9　【　　10．7 ��8，27　　　　　　　12．2 ��13．5 

酸消費量（mg当量／′ノ′g） �0．84 �0．訪　　　　　0．98 ��1 �89 �1．40　r　　　　l．32 ��0．75 �1．50 �2．20 

酸消費量（mgCaCO3／／′′ゼ） �42．0 �48．5　l　　49．0 ��94 �6 �70．1　1　　　66．1 ��■　　　37．5　1　　7訂「‾ ��110 

井1戸　番　号　1　　36 ��37　　1　　38　　　　　　　39 ����40 �41 � � � 

採　水　年　月　　日 �7，1．19 � ��7．　2．23 ��ト7．2．23 �7．　2．23 � � � 

愛　川　町　∃　愛Jl】町 ��1愛　川　町 �愛　川　町 ��愛　川　町 �愛　川　町 � � � 
32．6　　　　　　　　33．9 ��14．2 �15．1 ��34．i �34．5 � � � 

PH �6．96 �7：盲も �7．01 �7 �01 �7．06 �1　　7丁三石 � � � 

NO2－N　　　（mg／／g） �〈0．01 �く0，01 �く0．01 �く0． �01 �く0．01 �く0．Oi � � � 

N9土．些＿＿　　（mg′′′／′ゼ） �j・14 �6．i言‾ �r　　　　l．28 �1 �34 �5．15 �4．60 � �f 

NH4N　　　（mg／g） �〈9r－04 �く0．04 �石二百4 �く0 �04 �〈0．04 �1　　　く0．04 � �【 

Cl　　　　　（mg／了′β） �1q∴Z �15．6 �亘亘 �6． �三岳 �‾i古7 �13．6 � � 

SO．，　　　　（mg／′′β） �55∴巨 �15．1 �15・4 �15． �9 �23．2 �35．6 � � �r 

Na　　　　　（mg／／／り �9，76 �8．78 �4．扁1■■ �4 �48 �7．36 �1　　　　7．56 � � � 

K　　　　　　（mg．／′‘） �1．7盲 �1．11 �0．27 �0 �28 �0．83 �1．04 � � �ト 

Ca　　　　　（mgノ′ノゼ） �42，4 �46．5 �18．4 �18 �0 �40．8 �42．4 � � � 

12壬【　　14．5 ��3．78 �3 �45 �1三・3 �13，3 �⊥ � �l l 

14．O　　　r　　　　17．5 ��1　　　　　7．01 �6 �93 �i6．2 �17．3 � � � 

醒消費量（mg当量．／／′g） �1．44 �2．12　　　　　　　　0．83 ��0 �86 �2二1 �2．04 �】 �� 

酸消費量（mgcaco3／ノg） �72．1 � ���0 �105 �102　　】 ��� 

一64－



神奈川県環境科学センター研究報告　第18号（1995）

地　下　水　分　析　結　果　表

42 �43 �44 �45 �46 �47 �48 �49 �50 

採　水　年　月　　日 �1　6．7．13 �6．　7．13 �1　6．7．13 �6．　7．13 �6＿　9．20 �6．　9．20 �6．　9．20 �6．　9．20 �6．　9．20 

大　和　市 �大　和　市 �大　和　市 �大　和　市 �大　和　市 �大　和　市 �大　和　市 �大　和　市 �大　和　市 

電気伝導率　（ms／m） �28．3 �32．2 �24．5 �25．6 �24．6 �25．1 �27．4 �26．2 �26．5 

pIi　　　　　　　　　　　　1　　　　7．16 ��7．12 �6．97 �7．85 �6．89 �r　　　　　7．04 �7．00 �6．93 �6．96 

NO2－N　　　（mg／／g）　　　　く0．01 ��く0．01 �く0．01 �く0．01 �く0．01 �く0．01 �く0．01 �〈0．01 �く0．01 

NO3－N　　　（mg／g）　　　　　7．56 ��5．55 �6．90 �7．86 �6．80 �7．31 �7．43 �7．43 �7．23 

NH．－N　　　（mg．／／ゼ） �〈0．04 �く0．04 �く0．04 �く0．04 �く0．04 �く0．04 �〈0．04 �く0．04 �く0：百三‾■‾ 

Cl　　　　（mg／／ゼ） �19．4 �30．5 �13．9 �24．6 �14．7 �14．4 �15．6 �14．8 �13．7 

SO、　　　　（mg／ゼ） �1．53 �3．26 �2．30 �3．31 �1．81 �4．87 �0．97 �2．74 �1．09 

Na　　　　　　（mg／ゼ） �6．47 �7．28 �5．73 �19．1 �7．69 �5．04 �7．71 �7．15 �15．0 

K　　　　　　（mg／′ゼ） �0，93 �1．07 �0．71 �1．07 �0．91 �0．52 �0．85 �0．94 �1．83 

Ca　　　　　（mg／ゼ） �26．8 �31．4 �21．3 �23．7 �29．「 �19．1 �31．2 �30．3 �57．5 

Mg　　　　　（mg′／′ゼ） �9．83 �12．3 �9．23 �8．39 �11．3 �7．68 �12．9 �【　　11．6 �23．5 

SiOr　　　　（mgノ／ゼ） �19．6 �1　　　20．7 �20．0 �19．3 �19．4 �20．5 �20．3 �20．3 �19．6 

酸消費量（mg当量／′ゼ） �1．3 �1．52 �1．21 �1．32 �1．25 �1．32 �1．41 �1．36 �1．44 

酸消費量（mgcaco3／／e） �65．1 �1　　　76．1 �60．6 �66．1 �62．6 �66．1 �70．6 �68．1 �72．1 

井　戸　番　号 �51 �1　　　52 �53 �54 �55 �56 �57 �58 �59 

採　水　年　月　　日 �6．　9，27 �6．　9．27 �6．　9．27 �6．　9．27 �6．　9．27 �6．　9．27 �6．　9．27 �16．9．27 �6．　9．27 

大　和　市 �大　和　市 �大　和　市 �大　和　市 �大　和　市 �大　和　市 �大　和　市 �大　和　市 �大　和　市 
28．5 �31．2 �24．6 �28．7 �26．6 �28．7 �29．7 �28．5 �25．0 

PH �7．14 �6．86 �7．10 �7．09 �7．09 �7．13 �6．98 �6．94 �7．13 

NO2－N　　　（mg′／／g） �〈0．01 �〈0．01 �〈0．01 �〈0．01 �く0．01 �〈0．01 �〈0．01 �く0．01 �く0．01 

NO3N　　　（mg／′g） �7．14 �6．60 �7．23 �7．81　⊇　　　　7．57 ��8．70 �9．53 �8．16 �7．48 

NH4－N　　　（mg／′／g） �く0．04 �く0．04 �く0．04 �〈0．04 �〈0．04 �0．08 �〈0．04 �0．47 �く0．04 

Cl　　　　　（mg／／g） �1　　　23．4 �1．8 �17．0 �17．0 �16．7 �1　　17．9 �1　　　19．7 �19．6 �13．8 

SO。　　　　（mg／／／g） �1．59 �2．71 �1．02 �6．68 �8．42　L　　　l．18 ��0．86 �8．64 �1．15 

Na　　　　　（mg／′／′ゼ）　　　　1．73 ��8．10　　　　　　　7．15 ��8．81 �7．71 �10．4 �8．16 �8．42 �7．09 

K　　　　　　（mg／／／り　　　　　1．26 ��1．19l　　l．06 ��1．10 �1．10 �1．42 �1．08 �1．21 �0．86 

Ca　　　　　（mg／／′′り　　　　　33．9 ��r　　　　36．9 �30．7 �35．3 �30．8　　r　　　　33．2 ��36．2 �32．9 �28．7 

Mg　　　　　（mg／／′ゼ） �1　　　11．9 �13．2　1 �10．4 �14．5 �11．7 �11．6 �13，1 �‾て豆．1 �11．5 

塑9」＿，　（mgノ′／g） �‾盲試す‾ �20．1 �19．2 �21．O　l �20．2 �19．8 �19．7 �19．0 �19．4 

酸消費量（mg当量ノ／／g） �1．39 �1．44　1 �1．22 �1．47 �1．27■ �1．45 �1．49 �1．28 �1．34 

酸消費量（mgcaco3／ノg） �69．6 �1　　　　72，1　】　　　　61．1 ��73．6 �63．6　　r　　　72．6 ��74．6　【 �64．1 �67．1 

井　戸　番　号　1　　60 ��6と �62 �63　　　モ　　　64 ��65 �66 �67 �68 

採　水　年　月　　日 �6．9．30＿ �6．　9．30 �6，9，30 �6．10．25 �6．10．25 �6．10，25 �6．10．25 �6．10．25 �6．10．25 

人　和　市　∃　大　和　市 ��大　和　市 �大　東1市 �大　和　市 �大　和　市 �大　和　市 �大　和　市 �大　和　市 
電気伝導率　（ms／m） �29．9 �32．2 �30．0 �26．4 �26．9 �26．0 �26．4 �27．2 �26．5 

PH �6．99 �6．96 �6．81 �6．87 �6．96 �7．29 �7．16 �6．93 �7．27 

NO2－N　　　（mg／／／ゼ） �〈0．01 �く0．01 �く0．01 �く0．01 �く0．01 �〈0．01 �く0．01 �く0．01 �く0．01 

NO。－N　　　（mg／ノゼ） �9．14 �8．31 �8．05 �7．71 �7．88　　　　　　　　7．54 ��6．98 �7．58 �7．07 

く0．04 �く0．04 �く0．04 �く0．04 �〈0．04 �く0．04 �く0．04 �く0．04 �く0．04 

Cl　　　　　（mg／／′／ゼ） �17．2 �17．0 �16．7 �15．2 �17．0 �16＿7 �17．9 �17．1 �15．9 

SO4　　　　　（mg／／′ゼ） �6．97 �8．96 �11．4 �5．89 �5．91 �4．21 �】　　　　　6．17 �7．52 �6．76 

Na　　　　　（mgノノゼ） �7．42 �8・堕 �1　　　　8．39 �7．69 �1　　　7．29 �7．95 �【　　　8．12【　　　9．11 ��7．71 

K　　　　　（mg．／′ゼ） �0，98 �1　　　0．91　　　　　0．79 ��0．81 �0．81 �0．96 �0．94　　　　　　　0．96 ��1．01 

Ca　　　　　（mg′／／′ゼ）　　　　36．1 ��37．2 �34．0 �27．9 �30：「　　　　33．0 ��32．4 �33．7 �30．8 

Mg　　　　　（mg／／／g） �14．8 �15．3 �15．1 �12．3 �12．4 �12．7 �12．8 �13．8 �12．4 

SiOコ　　　　（mg／／／′g） �19．4 �19．9 �19．8 �19．5 �19．6 �19．6 �20．0 �20．4 �19．4 

酸消費量（mg当量／／g） �1．55 �1．74 �1．59 �1．34 �1．33 �1．30 �1．34 �1．29 �1．36 

酸消費量（mgcaco3′／ぞ） �77．6 �87，1　1　　　79．6 ��67．1 �66．5 �65．1 �67．1 �64．6 �68．1 

井　戸　番　　号 �69 � � � � � � � � 

採　水　年　月　　日 �6．11．　7 � � � � � � � � 

井戸所在市町村 電気伝導率（ms／m） �大　和　市 � � � � � � �� 
25．4 � � � � � � � � 

pli �7．07 � � � � � � � � 

NO2－－N　　　（mg／g） �0．01 � � � � � � � � 

NOユーN　　　（mgノ／ノg） �6．09 � � � � � � � � 

NH▲【N　　　（mgノ／／り �く0．04 � � � � � � �� 

Cl　　　　　（mg／了／′ゼ） �13．9 � � � � � � � � 

SO。　　　　（mgノ／／ゼ） �6．11 � � � � � � � � 

Na　　　　（mg／β＿） �7・2旦 �十 � � �】 � � � � 
K　　　　　　（mg／ゼ） �0，77 � � � � � � � � 

Ca　　　　　（mg／／／′g） �28．5 � � � � � � � � 

Mg　　　　　（mg／／g）l �12．3 � �己 � � � � � � 

SiOコ　　　　（mg′／g） �19．5 � � � � � � � � 

酸消費量（mg当量／／g）l 酸消費量（mgcaco3／／g）l �1．48 � � � � � � � � 

74．1 � � �巨 � �� � � 

井　戸　番　号　　　　　70　　1　　71 ���72 �73 �74 �75　　　　　　　　　　76 �� � 

採　水　年　月　　R　J6．9．20 ��】　6，　9．20 �6，　9，20 �6．10．27 �6．10．27 �6．10＿　27 �6，10，27 � � 

井　戸　所　在　市　町　村一　書　海老名市 ��海老名市 �海老名市 �7毎老名市 �海老名市 �海老名市 �海老名市 � � 
電気伝導率　（ms／′／m） �26．8 �26．7 �28．1 �31．4 �31．6 �35，0 �35．3 � � 

PH �7．19 �6．95 �7．01 �【　　　　　7，56 �7．13 �7．62 �7．61 � � 

NO2－N　　　（mg′′′ノ′g） �く0．01 �く0．01 �く0．01 �〈0．01 �く0．01 �く0．01 �〈0．01 �l �】 

NOJN　　　（mgノ／g） �6．61 �6．72 �6．84 �4．08 �4．35 �0．13 �0，09　－ ��2 

NH4N　　　（mg′／／ゼ） �〈0．04 �く0．04 �〈0．04 �く0．04 �〈0．04　　　　　　　0．14 ��0．07 � �l 

Cl　　　　（mg／／／g） �15．0 �15．4 �18．6 �14．3 �11．7 �14．0 �17．3 � � 

SO4　　　　　（mg／／／ゼ） �4．44 �∃　　　　　1．ユ3 �4．95 �7．44 �13．5 �6．13 �18．ラ � � 

Na　　　　　（mg／／／り �】　　　　8，13 �8．34 �9．24 �19．4 �12．4 �16．2 �16．8 � � 

K　　　　　　（mg′／／β） �0．64 �1．18 �1．07 �21．7 �1．60 �2．30 �2．18 � � 

〔a　　　　　（mg′／ノ′g） �26．8 �29．1 �34．0 �34．0 �36．5 �45．8 �47．1 � � 

Mg　　　　　（mg／／′g） �11．6 �11．6 �13．9 �12．3 �14．1 �15．8 �16．7 � � 

酸消費量（mg当量ノ／／g） 酸消費量（mgcaco3．／g） �19．8 �19．5 �20．6 �18．0 �22．2 �20．7 �18．7 �1 � 1．50 �1　　　　1．43 �1．47 �2．25 �2＿20 �3．05 �2．78 �弓 � 

75．1 �71．6 �73．6 �112 �110　　　　　　　　153 ��∃　　139　　1 �� 
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No．11

井　ブコ　　番　　号 �77　　　　　　　　　78 ���79 �80 �81　　　L　　　　82 ��83 �84 �85 

採　水　年　月　　日 � ���6．11．17 �6．11．17 �6．11．17　と　6．11．17 ��6．11．17 �6．11，17 �6．11．17 

海老名市！海老名市 ���海老名市 �海老名市　≡　海老名市 ��海老名市 �海老名市 �海老名市 �海老名市 
電気伝導率　（ms／m）　■　　　26．3 ��41．6 ��43．6 �28．8 �31．2 �23．6 �37．7 �33．3 �39．5 

PH �7．49 �7 �11 �7．14 �‾…頂．35 �7．48 �7．26 �7．29 �6．93 �7．66 

NO∵N　　　（mg／／ノり　　　　　く0．01 ��〈0 �01 �l　　　〈0．01 �〈0．01 �く0．01 �く0．01 �く0．01 �く0．01 �く0．0ユ 

NO。N　　　（mg／／り　　　　　　0．06 ��2 �99 �1．71 �7．47 �2．84 �1．86 �1　　　　　3．40 �3．17 �3．55 

NHl－N　　　（mg／／′ど） �0．23 �く0 �04　　　　　　　く0．04 ��く0．04 �〈0．04 �〈0．04　　　　　　　〈0．04 ��く0．04 �〈0．0㌻一【 

Cl　　　　　（mg．′／／g） �10．7 �19 �9 �24．7 �14．3 �14．9 �15．8　　　　　　　23．5 ��23．9 �24．2 

20．8 �31 �3 �35．8 �48．8 �6．50 �2．33 �35，3　　　　　　　　39．4 ��37．8 

14．1 �23 �6 �18．7 �12．1 �32．9 �12．0 �1　　17．3 �15．9 �17．9 

K　　　　　　（mg／／／り �2．44 �2 �62 �i二元【 �0．41 �1．36 �0．93 �1．47 �】喜■，20 �1．67 

Ca　　　　　（mg／了′ゼ） �3訂オ‾‾▼、‾ �‾盲す �2 �60．4 �23，4 �20．9 �21．3 �36．3 �…う6．2 �；　　37．5 

Mg　　　　　（mg／ゼ） �11．0 �16 �2 �20．4 �10．5 �7．13 �8．02 �11．1 �10．5 �；　　11．8 

SiOU　　　　（mg／′／ゼ） �19．1 �19 �1 �20．5 �15．6 �蕗二°を▲‾ �20．2 �15．8 �14．7　　　　　　　15．4 

酸消費量（mg当量／／／ゼ） �1．92　　　　　　　2 ��81 �盲五‾ �0．82 �：　　　2．34 �1．64 �2．00 �1瓦「丁　　2．25 

酸消費量（mgCaCO3／り �96．1　　　　　　141 ���151 � ���105 �81．6　】　　113 

87 �88　　　　　　　　　89 ��90 �91 �92 �l � 

6．11，29 �6．11．29 �6．11．29 �6．11．29 �6．11．29 �6．11．29 � � 

井　戸　所在　市　町　村　；海老名市 ���座　間　市 �座　間　市 �座　間　市 �座　間　市 �座　間　市 �座　間　市 � � 
41 �0 �27　5 �25．8 �26，8 �26．9 �28．3 �31．7 � � 

pH �6 �89 �6．85 �7．27 �6．87 �6．93 �6．98 �6．88 � �L 

く0 �01 �く0．01 �〈0．01 �〈0．01 �く0，01 �0．025 �〈0．01 � �葛 

NOJN　　　（mg／／／ゼ） �2 �22 �7．20 �6．50 �6．64 �6．76 �2．80 �6．84 � �1 

NH4N　　　（mg．．／／ゼ） �く0 �04 �l　　　く0．04 �く0．04 �く6．04 �く0．04 �0．15 �く0．04 � � 

Cl　　　　　（mg．／／′り �l∵ �1 �15．1 �14．4 �15．9　　　　　　　14．6 ��13．5 �27．0 � � 

SO，　　　　（mg′／／ゼ） �20 �4 �8．69 �5．58 �6．11　1　　　　3．44 ��3．17 �9．11 � � 

Na　　　　　（mgノ／／ゼ） �13 �8 �1　　　　6．25 �6．16 �6．76 �6．86 �14．6 �6．80 � � 

K　　　　　　（mg′／／／ゼ） �1 �．56 �0．88 �0．84 �0．95 �0．73 �3．80 �0．87 � � 

Ca　　　　　（mg′／／′ゼ） �47 �▲‘■‘■‘‘‘‘‘‾“…、十‾‾W 6　1　　25．9 ��25．5 �26．1 �26．4 �23．6 �L　　　　31．3 � � 

Mg　　　　　（mg．／ゼ） �22 �8　1　　　9．98 ��9．75 �10．0 �10．9 �9．90 �【　　13．9 � � 

SiO誉　　　　（mg／ゼ） �19 �．7　　　　　　　　20．6 ��20．5 �20．0 �19．9 �17．4　　　　　　　　19，4 �� � 

酸消費量（mg当量／g） �3 �．311　　　1．91 ��0．91 �1．43 �1．40 �2．02　　　　　　　　　1．71 �� � 

醸消費量（mgcaco3／′ノg） �166　　1　　　95．6 ���45．5　　　　　　　　71．6 ��70．1 �101　　1　　　85．6 ��� 

井　戸　　番　号 �93 �94 �95 �96 �97 � � �l �l 

採　水　年　月　　日 �6．11．15 �6．11．15 �6．11．15 �7．　2．1 �7．　2．1 � � � � 

中　井　町 �中　井　町 �仙　北　町 �山　北　町 �開　成　町 � � � � 

48．2 �35．9 �13．1 �19．45 �16．84 � � � � 

pH �7．11 �7．38 �7．94 �7．36 �7．31 � � � � 

く0．01 �0．01 �トー　】　肝【W－ 　　　〈0．01 �〈0．01 �く0．01 � � � 

NO。－N　　　（mgノ／ゼ） �16．94 �9．57 �1．30 �1．04 �1．01 � � �j 

〈0．04 �〈0．04　　　　　　　く0．04 ��〈0．04 �く0．04 � � � �1 

Cl　　　　　（mgノ／／ゼ） �13．9 �18．4 �2．15 �6，19 �5．76 � � � �1 

SO。　　　　（mg′／／ゼ） �118 �42．6 �十m‾■13．1 �23．7 �16．6 � � � � 

Na　　　　　（mg／／g） �13．2 �13．5 �4．92 �8．03 �7．80 � � � � 

K　　　　　（mg／／g） �0．90 �2．45 �1　　　0．24 �1．39 �【　　　　1．49 � �l � � 

Ca　　　　　（mg／／ゼ） �62．0 �47．5 �18．9　‾ �18．6 �19．2 � � � � 

Mg　　　　　（mg／g） �25．6　　　　　　　15．5 ��3．26 �7．60 �5．99 �l � � � 

SiO2　　　　（mg／g） �19」　l　　　9．61 ��20．1 �20．8 �16．3 � � � � 

酸消費量（mg当量／g） �0．80 �1．48 �0．84 �1．32 �1．12 � �l � � 

酸消費量（mgcaco3／′／ゼ） �40．0 �73．1 �42．0 �66．1 �56．1 � �l � � 

井　戸　番　号 �98 �99 �100 �101 �102 � ���106 

採　水　年　月　　日 �6．12，14 �6，12．15 �6．12．15 �6．12．15 �6．12．15 �6．12．15 � ��6．12．15 

寒　川　町 �寒　川　町 �寒　川　町 �寒　川　町 �寒　川　町 �寒　川　町 �寒　川　町 �1寒　川　町 �寒　jll町 
電気伝導率　（ms／／／m） �29．8 �30．4 �37．3 �177 �68．8 �105 �1　　140 �1　　　48．2 �50．0 

pH �7．63 �7．39 �7．62 �8．00 �7．79 �7．89 �7，95 �6．86　　　　　　　7．67 

NOzN　　　（mg．／／ゼ） �〈0．01 �0．03 �く0．01 �く0．01 �く0．01 �く0．01 �く0．01 �0．05　　　　　　〈0．01 

NOj　N　　　（mg／／′β） �0．10 �8．23 �3．73 �0．12 �0，10 �0．11 �0．10 �1．07 �0．16 

NH4　N　　　（mg／′ノゼ） �0．75 �く0．04 �〈0．04 �0．53 �0．19 �0．41 �0．24 �〈0．04 �（0．04 

Cl　　　　　（mg／ゼ） �13．1 �20．8 �18．6 �】　　483 �131 �249 �309 �23．8 �45．8 

SO。　　　　（mg′／／′ゼ） �4．20 �16．2 �18．0 �－15．6 �2．18 �4．14 �70．4 �75．0 �16・80互＿【 

Na　　　　　（mg．ノノゼ） �31．7 �12．8 �16．3 �244 �86．9 �【　　167 �221 �17．1 �46．53 

K　　　　　　（mg／／ゼ） �2．44 �1．52 �1．83 �7．30 �5．85 �5．78 �19．2 �2．85 �3．05 

Ca　　　　　（mgノ／／′ゼ） �1　　　　7．51 �10．5 �1　　　13．3 �20．6 �10．6 �7．42 �17．1 �24．4 �13．8 

Mg　　　　　（mg／／e） �19．6 �30．4 �38．8 �76．1 �39．3 �33．5 �48．6 �48．7 �41．3 

SiO三　　　　（mg／／e） �【　　　21．4 �17．9 �18．2 �19．1　ト　　　17．4 ��18．4 �16．5 �13．8 �16．7 

醸消費量（mg当量／g） �r　　　　2．55 �1．20 �2．51 �4．40 �3．30 �3．82 �4．18 �2．88 �3．46 

醸消費量（mgcaco3／′′g） �128 �60．1 �125 �220 �165 �191 �209 �144 �173 

井　戸　番　号 �107 �108 �109 �110 �111 �112 � � � 

採　水　年　月　　日 �7，　2．1 �7＿　2．　8 �7．　2．　8 �7．　2．　8 �7＿　2．　8 �7．　2．　8 � � � 

寒　川　町 �寒　川　町 �寒　川　町 �寒　川　町 �寒　川　町 �寒　川　町 � � � 

電気伝導率　（ms／m）　■ �95．2 �24．5 �29．0 �69．4 �132 �375 � � � 

PH　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7　79 ��7．28 �7．59 �7．82 �8．03 �7．91 � � � 

NOご－N　　　（mg／ゼ） �〈0万「 �〈0．01 �く0．01 �〈0．01 �く0．01 �く0．01 �r 【 � � 

NOl－N　　　（mgノ／β） �く0．05 �1．25 �0．44 �く0．05 �0．08 �1．14 � � � 

NH4－N　　　（mg／／／ゼ） �0．26 �く0．04 �0．06 �0．13 �0．50 �1－86 � � � 

Cl　　　　（mgノ／／g） �179 �15．4 �16．6 �87．8 �358 �1．240 � � � 

SO4　　　　　（mg／ノノゼ） �36．3 �14．7 �8．67 �21．3 �14．1 �く1 � � � 

Na　　　　　（mg／／／e） �；　156 �15．7 �19．8 �94．1 �209 �539 � � � 

K　　　　　　（mg／／g） �1　　　5．94 �【　　　　1．05 �1．43 �4．94 �6．27 �＿20．7 � � � 

Ca　　　　　（mg／／／g） �32．9 �23．5 �27．1 �34．6 �39．4 �164 � � � 

Mg　　　　　（mgノ／／ゼ） �12．1 �8．66 �8．80 �12．5 �9．57 �53．4 � � � 

SiOた　　　　（mg／／／g）　F　　19．3 ��14．5　　r　　　　ユ7．0 ��19　3 �17．2 �17＿6 � � � 

3．46 �3．59 �5．25 � � � 

‡襲消費量（mgcaco3／／／g）1　　205　　1　　83．6　　r　　lO9 ����173 �180 �263 � � � 

ー66－
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地　下　水　分　析　結　果　表

井　　戸‘・番　　号 �113 ��114 ��115 �116　　　　　　　　117 ��1ユ8　　l　l19　　1 ��120 

採　水　年　月　　日 �6＿　1．25 ��6．1．25 ��6　　1　25　こ �6　　1　25　　　　6　　1　25 ��6．1．25 �　6．1．25 …伊勢原市 �6，1．25 伊勢卑属 � 

伊勢原市 �� ��伊勢原市： �伊勢原市　　伊勢原市 ��伊勢原市 ��� ‾‾‾‾‾‾‾5盲．盲 ��34こヨ �30＝5 �18．2 �27．8 �25．1 �2∈し9 

H　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 ��百ケ �く �＿6 �7．45 �6．93 �7．28 �6．93 �7．77 �7．61 �－ 

NO2－N　　　（mg′′′ゼ） �l　　　〈0 �01 ��1 �〈0．01 �く0．01 �〈0．01 �」　　く0・01 �口．02 �＿≦0・01 

NOIN　　　（mg／／／ゼ） �く0 �05 �〈 �5 9 �5．20 �7．37 �ユニ萱草＿＿ や∴94 �8．03 �1，85 �く0，05 � 

NH。扁　‾‾‾　（mg′′／′g） �0 �48 � ��〈0．04 �〈0．04 ��く0．04 �■　　　　0．37 �0．61 � 

Cl　　　　　（mlgノ′′り �14 �．9 �12 ��16．4 �14▲2 �日．1 �11．6 �8．65　　　　　　13．6 �� 

7 �02 � �53 �二24・1 �36，3 �15．5 �42＿・阜 �9．79 �l　　　く1 � 

1 �12 � �20．7 �14，2 �17・阜＿＿ �13．6 �蔓0・9 �33．1 

K　　　　　　（mg／／ノゼ） �4 �．14 � �8 �2∴17 �2．17 �2．62 �1．56 �3．09 �4．06 � 

13 �4 34 �1 �9　　　　　53丁4 ��47．3 �23，9 �1　　　　42．9 �36．7　1　　　46．6 �� 

Mg　　　　（mg／′わ‾ �6 �� �2 �21．1 �20．1 �？＿＝＿＿亭至 22．7 �17．2 �15，2 �1＿6・3 28．2 � ‾吉元‾・、‾‾　　　（mg／／／g） �21 �．8 �1 � �16．9 �24．2 ��21，1 �26．9 ��l l 

酸消費量（mg当量／′′′g） �3 �70 � �90 �2．30 �1▲50　　　　　　　1．10 ��1．30 �　2．10 li‾b5 �3・12 

醸消費量（mgCaCO3′′′′g） �185 ��195 ��115 � ��65．0 ��156 � 

井　戸　番　　ぢ �121　　　　　　122　　1　　123 ����裏革4　　巳 �125 �126 � � � ‾‾疎　水　年　月　日 � ���6．1．31 �6．1．31 �6．1．31 �6．1．31 �－」．一・・・．一・・．一一一一一 � � 

井戸所在南面村 �伊勢原市 ��伊勢原市 �伊勢原市 �旦勢原市 �伊勢原市 �伊勢原市 � � � 
30万‾‾‾‾‾ ��28．2 �26，5　　　　　　　19．0 ��25．9 �33．8 � � 

pH �7 �20 �7．33 �7＿47 �7・＿旦2 �【　　　　7．87 �7．46 �l l � � 

NOソ　N　　　（mg′／g） �〈0 �01 54 �く0．01 �〈0．01 �く0．01 �く0．01；　　　〈0．m �� � � 

7 ��5．20 �4二‾33 �0．51 や■04 �3．79　　　　　　　　7．11 �� � 

NHtN　　（mg′／わ‾‾‾ �く0 �04　　　　　　　〈0．04 ��l　　　く0．04 ��く0・0竺＿▼＿ �く0．04 �� � 

Cl　　　　　（mg／′ゼ） �16 �4 �13．1 �11．5 �7．16 �10，9 �19．0 � � �l l 

SOl　　　　（mg／／ゼ） �18 �9 �17．2 �16．8 �4．48 �15．5 �30．5 � � 

Na　　　　　（nlg′／／ゼ） �17 �3 �18．8 �19．8 �29＿2 �鱒二0 �17．3 � � � 

K　　　　　　（mg′／′ゼ） �3 �68 �畠丞 �2．52 �1．61 �2．08 �2．90 �� � ‾‾‾七三‾‾　　　　（mg．／／′g） �44 �7 �‾‾一‾さ9．1 �36・5 �22．7 �34．5 �53．3 �� � 

Mg　　　　　（mg∴り �巳　　　17 �3 �14，8 �】旦・8 �；　　　3．72 �9＿81 �21．9 �� � ‾行 �8 �18．0 �18＿9 �16・早 �17．2 �19，4 ��� 

酸消費量（mg当量′′′わ �1 �60 �！・70 �1．60 �1．62 �1．67　1　　　1．77 ����ー 

斡消費量（mgcacO　′′′り　　　　　80 ��1 �1　　　85．1 �80．1 �81．1 � ���� 

井　戸　番　　弓一　l　127 ��128　　1　129 ��130 �＿Jjl　； ���l 

7．　2．1 �7，　2．1 �7．　2．1 �7．2．11　　　　　　　　　　　　　l ���l 

草＿＿ケ崎市 �茅　ヶ崎市 �1茅ヶ崎市l �茅ヶ崎市 � � � � 
電気伝導率　（mS／／′m） �32．3　1　　　65．8 ��■　　　4旦：て▼ �47．6 �49．6 � � � � 

pH �7．73　　　　　　　　7．78 ��7．68 �7．75 �＿旦：46 � � �弓 

NO．育‾‾　　（mg／′り �l　　く0．01　　　　〈正二bi ��く0．01 �≦0・01 ＿＿50・05 0．69 �〈0．01 � � � � 

NO。－N　　　（mg／ノゼ） �く0．05 �く0．05 �く0．05 ��些＿些一ツ＿ � �� � 

0．43 �0．41 �＿q・97 ��0．93 � � � � 

Cl　　　　　（mgノg） �24二1 �＿＿＿＿＿＿＿＿ユタ0 �21・旦一＿．＿＿ �46．1 �19，1 � � � � 

SO，　　　　（mg．／′g） �9．29 �12，9 �19．7　　　　　　　13．8 ��40，9 � � � � 

20．7 �47．6 �30．3 �1　　　52．1 �64．0 � � �； � 

K　　　　　　（mg／／′g） �2．95 �3・7巨 �6．96　1　　　9．38 ��▲ム＿37 � ��　　　　「 � 

Ca　　　　　（mg．／ノg） �28．9 �重言 �15．7　1　　15．3 ��－上空′j � � � � 

Mg　　　　　（mg／／ノり �14．4 �1才：9 �30．7 �31．8 �26．8 � � � �－ 

SiO2　　　　（mg′／′ゼ）　弓　　　22．5 ��16・旦 �20．5 �17．6 �．．ヌ1・7 � � � �l 

慧…喜書芸…霊芝三許一十一意57 ��∋二95 147 �3＿23 �3．15 �3．95 � � � � ．‾’‾i62 �158 �198　　】 ��】 � � 

l　　　　　　L　　　　　　l ���� �L 

井戸所在市　町　村　ミ　秦　野　市　…　秦　野　市 ��� � �【 � � �… 1 � � � � � 

25．2 �27．3 � � � � � � � 

pH �7．24 �7．67 � � � � � �� 

NOJ－N　　　（mg／ぞ） �〈0．01 �く0．01 � � � �】 �【　　　　　】 �� 

NOユーN　　　（mg／g） �3．85 �4二完0 � � � �l ��� 

NH。－N　　　（mg／／g） �〈0．04 �く0．04 � � � � � � � 

Cl　　　　　（mg／／り �11．4 �16．3 � � � � � � � 

SO4　　　　　（mg′／′ゼ）　　　　24．1　　　　　24．6 ��� � � � � � �1 

Na　　　　　（mg′／／ゼ） �；　　　7．73 �9．19 � �－ � � � � � 

K　　　　　　（mg／／′／ゼ） �1　　　　0．79 �1．31 �� � � � � � 

Ca　　　　　（mg／／／g） �29．1 �劇〉一山■‾31．1 � � � � � � � 

Mg　　　　　（mg′／／g） �11．0 �10．2 � � � � � �L � 

SiOコ　　　　（mg／／′g） �．14．1 �21．9 � � � � � � � 

酸消費量（mg当量／り �1．49 �1．48 � � � � � � � 

醸消費量（m虻aCO3／／′ノり　　　　　74．86 ��74．1 �】 1 � �l �� � � 

井　戸　番　号 �134 �135 �136 �137 �138 �139 �140 �141　　1 

採　水　年　　月　　日 �6．1．11 �6．1．11 �6．1．11 �6．1．11 �6．1．11 �6．1．11 �6＿　1．11 �6．　7．　6 � 

／ト由原市 �小凹原市． �r　小田原市 �小田原市 �小出原市　喜　小田原市 ��′卜田原市 �小田原市】 

31．5　l �30．0 �33．1 �1　　30・革 �32．8 �32．1 �嬰・8 �　　　　29．7 十▼ � 

pH �6．99 �1　　　　7．00 �6．97 �6．91 �6．87 �6．97 �7，01 �7．62 � 

NO2－N　　　（mg／／′ゼ） �く0．01 �く0．01 �〈0．01 �〈0，01 �く0．01 �〈0．01 �し　　　　　く0．01 �く0．01 � 

NOヨーN　　　（mg／ゼ） �4．60 �4．04 �4・43　ト一三空」∵ ��4．91 �4・撃 �5．20 �0．21 � 

NH4－N　　　（mg／了′ゼ） �く0．04 �く0．04 �く0．04 �〈0．04　　　　　　　〈0．04 ��〈0・0生＿ �く0．04 �く0．04 � 

Cl　　　　　（mgノ／ゼ） �18．5 �19．7 �21．6 �19．7 �1　　墜・9 �19．5 �16．2 �44．0 � 

SO。　　　　（mg／ゼ） �21．6 �21．7 �23．0 �21．2 �25．8 �21．6 �21．0 �7・40」 � 

Na　　　　　（mg／ゼ） �26．5 �27．2 �29．0 �27．6 �26＿4 �27．2 �1　　　28．5 �1　　19．2 �l 

K　　　　　（mg／ゼ） �3．43 �4．04 �5．26 �4．76 �4．99 �5．29 �6．51 �2．11 � 

Ca　　　　　（mg′／ゼ） �1　　　34．2 �33．7 �38．8 �32．9 �39．0　　〉　　　　33．9 ��31．4 �18．9 � 

Mg　　　　　（mgノ／／ゼ） �13．6 �13．4 �15．3 �1ヨ・1 �15．1 �1　　14．2 �13．5　　≡　　　　6．59 �� 

SiOZ　　　　（mg／g） �22．2 �22．7 �21．8 �22，6 �22．6 �23．1 �23，0 �22．4 � 

酸消費量（mg当量／g） �1．75 �1．56 �1．71】　　　1．56 ��1．72 �1．59 �】　　　1．62 �1．14 � 

酸消費量（mgcaco3／g） �87．6 �78．2 �85．7　1　　78．2　1　　86．3 ���79．4 �81．3 �57．0　　≧ 
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