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が進められています。

沖縄の河川環境の一例

牧港川の水質の変遷と抱える問題点
皆さんが一般的にイメージする河川

まきみなとがわ

〜二級河川・牧港川 の水質の現状と課題〜
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表

（次頁につづく）

河川の環境基準＊）と沖縄の水域類型指定の一例

水域類型

生物化学的酸素要求量
（BOD；単位㎎/L以下）

河川の一例

河川AA

１

該当なし

A

２

安波川など

B

３

天願川など

C

５

牧港川など

D

８

安里川など

E

10

報得川など

＊）
ｐH、
BOD、
SS、
DO、
大腸菌群数の５項目について水域類型ごとに基準設定
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。
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（前頁のつづき）

環境基準Ｃ類型：BOD値５㎎/L

図２ 牧港川「環境基準点」
におけるBOD値の推移
（平成7年度〜平成26年度）

図３ 全国一級河川の類型別環境調査結果
（昭和54年度〜平成27年度のBOD値の推移）
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外来種の各問題は、牧港川

大事だと思います。

大事なことだと思います。

にも当てはまりますが、今後、
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整備地区があることや合併浄化槽の整備

（文責：沖縄営業所 桂 浩史）

が遅れていることなどがあげられます。河
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川汚濁の要因となっている生活排水の効
果的な対策事業として、
どの自治体も合併
浄化槽の普及促進に力を入れています。
合併浄化槽とは、
「垂れ流し状態の台所排
水、風呂水、洗濯排水」を「し尿」
と合わせ
て浄化処理する方式で、
この浄化槽の設置
により河川BOD負荷率が大幅に軽減され
ることが期待されます。
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