
平成３０年８月2７日（月）～8月31日（金）のアオコ発生状況
【北浦】 右岸：８月２7日にレベル３（4.5k～9.0k、19.5k～34.5k）、３０日にレベル３（29.25k～31.0k）を確認した。

左岸：８月２７日にレベル３（15.0k～26.5k）、３１日にレベル３（6.00k～26.50k）を確認した。
武田川では、 ８月２７日、２９日、３０日、３１日にレベル５を確認した。

【西浦】 左岸：８月２７日にレベル３（16.25k、16.5k）を確認した。３０日にレベル３（27.0k、28.5k、30.25k、30.50k、33.75k）を確認した。
左岸：８月３１日にレベル３（20.25k、22.50k、26.00k、27.00k）を確認した。

レベル５以上

レベル４

レベル３

図　の　凡　例

８/２７ 北浦右岸34.50㎞付近

（レベル３）

８/２７ 北浦右岸5.50㎞付近

（レベル３）

８/２７ 西浦左岸16.25㎞付近
手賀第二排水樋管

（レベル３）

８/２９ 北浦右岸29.25㎞付近
武田川河口から700m上流

（レベル５）

８/３０ 西浦左岸30.25㎞付近

（レベル３）

８/３１ 北浦左岸6.00㎞付近

（レベル３）
月日 天気 水温（西浦湖心）

8/27 晴 30.7℃
8/28 晴 28.8℃
8/29 晴 28.7℃
8/30 晴 29.5℃
8/31 晴 31.2℃

（正午12時データ）

８/３１ 西浦左岸20.25㎞付近

（レベル３）



平成３０年８月20日（月）～8月2４日（金）のアオコ発生状況
【北浦】 右岸：８月２０日にレベル３（15.0k～32.5k）、２１日にレベル３（9.75k～27.25k）を確認した。

武田川では、 ８月２０日にレベル４を確認した。
山田川では、８月２１日にレベル３を確認した。

【西浦】 左岸：８月２１日にレベル３（1.5k、2.0k、3.0k、18.75k、20.5k、33.75k）を確認した。
左岸：８月２２日にレベル３（33.75k）を確認した。

レベル５以上

レベル４

レベル３

図　の　凡　例

月日 天気 水温（西浦湖心）

8/20 晴 27.5℃
8/21 晴 29.0℃
8/22 晴 28.2℃
8/23 晴 29.3℃
8/24 晴 28.6℃

（正午12時データ）

８/２０ 北浦右岸29.25㎞付近
武田川河口から500m上流

（レベル４）

８/２０ 北浦右岸32.5㎞付近

（レベル３）

８/２１ 北浦右岸24.5㎞付近
山田川河口

（レベル３）

８/２１ 西浦左岸2㎞付近

（レベル３）

８/２１ 西浦左岸20.5㎞付近

（レベル３）

８/２２ 西浦左岸33.75㎞付近

上高崎揚排水樋門前

（レベル３）



平成３０年８月１３日（月）～8月１8日（土）のアオコ発生状況
【西浦】 中岸：８月１３日にレベル３（32.00k～36.50k、35.00k）を確認した。14日にレベル３（6.50k～8.00k、36.50k）を確認した。

左岸：８月１３日にレベル３（19.50k～20.00k、25.50k～27.00k、34.00k）を確認した。 14日にレベル３（27.00k、30.25k～34.00k）を確認した。
８月１５日にレベル３（34.00k）を確認。１７日にレベル３（16.00k）を確認した。また１８日にレベル３（33.00k）が確認された。

【北浦】 右岸：８月１３日にレベル３（9.75k～34.5k、24.5k）を確認した。
武田川：８月１３日にレベル4を確認した。

レベル５以上

レベル４

レベル３

図　の　凡　例

８/１３ 西浦中岸36㎞付近

（レベル３）

８/１３ 西浦中岸35㎞付近

（レベル４）
８/１３ 北浦右岸29㎞付近
武田川河口～700m上流

（レベル４）

８/１３ 北浦右岸34.5㎞付近

（レベル３）

８/１３ 北浦右岸24.5㎞付近

山田川河口～300m上流
（レベル３）

８/１４ 西浦中岸8㎞付近

（レベル３）

８/１４ 西浦左岸30.25㎞付近

（レベル３）
８/１7 西浦左岸16㎞付近

（レベル３）

８/１３ 西浦左岸19.50㎞付近

（レベル３）

８/１８ 西浦左岸33㎞付近

（レベル３）

月日 天気 水温（西浦湖心）

8/13 晴 29.3℃
8/14 晴 29.8℃
8/15 晴 28.8℃
8/16 晴 28.7℃
8/17 晴 28.4℃
8/18 晴 28.9℃

（正午12時データ）



平成３０年８月６日（月）～8月１１日（土）のアオコ発生状況
【西浦】 中岸：８月１０日にレベル３（22.75k～31.91k）を確認した。

右岸：８月１０日にレベル３（備前川河口）を確認した。
左岸：８月１０日にレベル３（1.25k、2.25k～7.5k、8.5k～12.25k、18.25k～27.0k、28.25k～29.0k）を確認した。

【北浦】 左岸：８月１０日にレベル３（11.0k～27.0k）を確認した。
武田川：８月６日にレベル５を確認した。
※８月６日に武田川で放水作業を実施した。（茨城県）

レベル５以上

レベル４

レベル３

図　の　凡　例

月日 天気 水温（西浦湖心）

8/6 晴 30.9℃
8/7 晴 29.1℃
8/8 晴 27.8℃
8/9 晴 26.9℃
8/10 晴 28.8℃
8/11 晴 30.2℃

（正午12時データ）

８/６ 北浦右岸２９㎞付近
武田川河口～300m上流

（レベル５）

８/10 北浦左岸27.0㎞付近

（レベル３）

８/１０ 西浦中岸22.75㎞付近

（レベル３）

８/１０ 西浦左岸2.25㎞付近

（レベル３）
８/１０ 西浦左岸18.5㎞付近

（レベル３）

８/１０ 西浦左岸28.25㎞付近

（レベル３）

８/１０ 西浦右岸47.25㎞付近

備前川河口
（レベル３）



【西浦】 中岸：７月３１日にレベル４（29.25k、30.50k）、８月２日にレベル３（32.5k～36.75k付近）を確認した。
左岸：８月１日にレベル３（5.25k、7.50k、10.25k、13.25k） 、２日にレベル３（28.25k、31.5k、34k付近） を確認した。
右岸：８月１日にレベル３（47.25k付近）を確認した。

【北浦】 左岸：８月１日にレベル３（11.75k～27.50k付近）
右岸：８月１日にレベル３ （24.5k～27.5k）、 ２日にレベル３（29.0k～35.25k）、４日にレベル３（20.0k～34.5k）を確認した。
武田川：８月１日、２日、４日にレベル５を確認した。山田川：８月４日にレベル４を確認した。
※７月３１日、８月２日、３日に武田川で放水作業を実施した。（茨城県）

平成３０年７月３０日（月）～8月４日（土）のアオコ発生状況

7/31 西浦中岸29.25㎞付近
小津舟溜り内（レベル４）

レベル５以上

レベル４

レベル３

図　の　凡　例

８/1 北浦左岸13㎞付近
（レベル３）

８/1 西浦右岸47.25㎞付近
備前川（レベル３）

８/1 北浦右岸27.5㎞付近
（レベル3）

８/1 西浦左岸5.25㎞付近
麻生新田第二排水樋門

（レベル３）

８/1 西浦右岸10.25㎞付近
麻生大川水門（レベル３）

８/２ 北浦右岸２９㎞付近
武田川河口～800m上流

（レベル５）

８/1 西浦左岸7.5㎞付近
島並第一樋門（レベル３）

８/４ 北浦右岸34.5㎞付近
（レベル３）

８/４ 北浦右岸24.5㎞付近
山田川河口～100m上流

（レベル４）

月日 天気 水温（西浦湖心）

７/30 晴 29.7℃
7/31 晴 30.5℃
8/1 晴 31.1℃
8/2 晴 32.5℃
8/3 晴 31.4℃
8/4 晴 32.3℃

（正午12時データ）

８/２ 西浦左岸31.5㎞付近

（レベル３）


