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（１）ログイン 

トップページ→「お知らせ」→「都道府県担当者の方へ」→「ログイン」をクリッ
クします。 

予め各都道府県等水生生物調査業務担当者に配布している 

ユーザＩＤとパスワードを入力してログインします。 

（ログインできない場合は付録２．（１）をご参照ください。） 

 

 

 

 

 

 

初めてログインする場合は、担当者情報を入力する必要があります。 

ここで入力した情報は、次回ログイン以降は表示されません。 

一度登録した担当者情報は、ログイン後に表示される担当者メニューから変
更することができます。 
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１．操作手順 

環境省 水・大気環境局 
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（２）メニュー 

p.6へ 

各メニューを選択するページです。 

今年度、調査を行う調査団体を登録されてない場合
は、以下のメニューのみ表示されます。 

まずは、「調査団体の登録」を行ってください。 

 

メニューボタンをクリックすると、選択された画面に切
り替わります。 

p.16へ 

p.20へ 

p.24へ 

3 環境省 水・大気環境局 

p.24へ 
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（２）メニュー －つづき 

p.16へ 

今年度、調査を行う調査団体を登録されてい
る場合は、以下のメニューのみ表示されます。 

p.7へ 

p.19へ 

p.22へ 

4 環境省 水・大気環境局 

p.23へ 

p.6へ 

p.14へ 

p.10へ 

p.9へ 

p.21へ 

p.20へ 

p.24へ 

p.24へ 
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（２）メニュー －つづき 今年度のデータを確定している場合は、以下
のメニューのみ表示されます。 

5 環境省 水・大気環境局 

p.16へ 

p.22へ 

p.11へ 

p.20へ 

p.24へ 

p.24へ 
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（３）調査団体の登録 

メニュー画面の「調査団体の登録」ボタンをクリックして調査団体
の登録画面を表示します。 

調査団体を登録するには２つの方法があります。 

１．過去に調査に参加した団体を登録する 

２．今年から調査に参加する団体を登録する 

今年から新しく調査に参加する団体の情報を入力し、ＩＤとパス
ワードを新規に作成します。 

２００１年度から昨年度までに登録されている調査団体の
うち、今年も調査に参加する団体を選択します。 

（調査団体の検索方法は付録２．（２）をご参照ください。） 

6 環境省 水・大気環境局 

１．過去に調査に参加した団体を登録する場合                ２．今年から調査に参加する団体を登録する場合 

2015 

2015 2015 



水質関連システム 

（４）調査結果データの登録 

１．調査地点の特定 ２．調査内容の入力 

調査した地点を拡大（1/12,000程度）し、左上の
「位置入力」ボタンをクリックします。 

地図上をクリックしてマークをつけ、調査地点の
河川名を入力して、「調査地点決定」ボタンをク
リックします。 

調査日時、参加人数、天気等調査内
容を入力します。（※）必須項目の[4]

～[12]は“不明”を入力可能です。 

メニュー画面の「調査結果の代行登録」ボタンをクリックし
て表示された画面で代行登録を行う調査団体を選択しま
す。 

選択した調査団体の情報に不足がある場合は、「調査団
体の修正」画面に切り替わりますので、必須項目を入力し
てください。（付録２．（３）をご参照ください。） 

調査結果の登録手順は、１．調査地点の特定、２．調査内
容の入力、３．発見した指標生物の選択、４．写真の登録
です。 

7 環境省 水・大気環境局 
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（４）調査結果データの登録 －つづき 

３．発見した指標生物の選択 

これまでに入力した内容を確認します。 

４．写真の登録 

３1種類の指標生物のうち、調査で発見した指
標生物にチェックを入れます。 

「指標生物のチェック入力でお困りの場合」をク
リックするとチェック入力例をご覧になれます。 

（付録２．（６）をご参照ください。） 

最後に、調査地点の写真を登録します。 

写真がなければ「終了」ボタンを押して登録
を終えます。 

（※）調査結果データの登録中にログインがタイムアウトした場合 

調査結果データの入力作業が、“４．写真の登録”までたどりつかず、タイムアウトした場合は、そのデータは登録されてない可能性が
あります。再度、ログインをした後に、再登録を行ってください。 

また、調査結果データがどこまで登録されているかをご確認されたい場合は、“データのダウンロード”機能（付録２ （１０））を用いて、
ご確認ください。 

8 環境省 水・大気環境局 
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（５）河川、水質項目の入力 

メニュー画面の「河川、水質項目の入力」ボタンをクリックして表示された画面
で河川、水質のデータ入力を行う河川名を選択します。 

 

 

 

 

河川、水質項目の入力では、 

①河川番号（入力必須） を入力します。 

（※１）半角数字、最大８桁まで入力できます。 

（※２）河川番号は都道府県が独自に付与している番号です。河川
番号は可能な限り前年度と同一として下さい。 

②河川区分を選択します。 

③各調査地点のBOD（年平均値、75%値）、環境基準類型を入力してくださ
い。 

（※１）BOD（年平均値、75%値）は、半角数字、小数点以下１桁まで
入力できます。 

（※２）BODは空欄のままでもデータの登録はできます。 

（※３）BODの定量下限値の場合の入力は半角で例のように入力し
てください。 

       【例】<0.5 

（※４）調査地点付近に水質の測定点がある場合は、前年度（公表さ
れていなければ、その前年度）の測定結果の75％値と年平均

値を入力して下さい。環境基準類型は、調査地点に環境基準
の当てはめがある場合には、その類型を入力して下さい。 

④入力後、「登録」ボタンを押します。 

9 環境省 水・大気環境局 
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今年度の調査結果の入力が終了したら、メニュー画面の「今年度のデータを確定」ボタンをクリックして
データを確定します。 

※「今年度のデータを確定」ボタンをクリックすると、調査団体の登録や調査結果の代行登録ができなくな
るので十分注意してください。 

データが確定したことをシステム運用者に報告されます。また、画面上にはデータが確定した日時が表示
されます。 

 

【操作ができなくなる機能】    【操作可能】 

・調査団体の登録        ・調査団体の登録状況の確認 

・調査結果の代行登録     ・速報値の閲覧 

・河川、水質項目の入力    ・データのダウンロード 

・今年度のデータの確定    ・自治体情報の変更 

・調査団体の情報を修正    ・ログインパスワードの変更 

・調査結果の修正         ・調査結果の集計（１．（７）をご参照ください） 

・写真のチェック 

・今年度のデータの確定状況   

 

データ確定後に、調査結果の代行登録等を行われる場合には、下記までご連絡ください。 

ご連絡先： 環境省水・大気環境局水環境課調査係 

E-mail： WEQC01@env.go.jp 

（６）今年度の調査結果を確定 
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（７）調査結果データの集計 

※ 「調査結果データの集計」ボタンは、メニュー画面の「今年度の
データを確定」ボタンを押した後に表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

メニュー画面の「調査結果データの集計」をクリックすると、調査結
果データの集計画面が表示されます。様式を選択し、ダウンロー
ドボタンをクリックします。 

集計データはCSVファイルでダウンロードされます。 

 

ダウンロードされるデータは以下のとおりです。 

・様式１の集計結果データ 

・様式２，３の集計結果データ 

11 環境省 水・大気環境局 
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（１）ログインできない場合 

■Cookieを確認してください。 

当サイトではユーザ認証にCookieを使っています。ご利用のブラウザがCookieに対応していない場合、ログインができません。 

以下の手順で設定を確認してください。 

＜IE8.xの場合＞ 

IE8.xでCookieを許可するにはいくつかの方法がありますが、ここでは当WEBサイトに対してのみ、有効とする設定方法をご紹介します。 

①. 「ツール」-「インターネットオプション」-「プライバシー」を選びます。 

②この時のレベルを「中」にしておいてください。 

③「サイト」ボタンを押して、開かれた設定窓の「Web サイトのアドレス」に当サイトのアドレス『https://www2.env.go.jp/』を入力し、「許可」ボタンを押します。 

④[OK]ボタンをクリックします。 

 

※設定方法は、ブラウザやそのバージョンにより異なります。上記以外のCookieに関する設定方法は、お使いになっているブラウザの「ヘルプ」メニューでご確認く
ださい。 

 

■IDを確認してください。 

IDは大文字、小文字、半角、全角を区別します。IDをよくご確認のうえ入力してください。 

 

■パスワードを確認してください。 

・パスワードは大文字、小文字、半角、全角を区別します。パスワードをよくご確認のうえ入力してください。 

・キーボードの「Caps Lock」が有効になっている場合は、「Caps Lock」を外してください。 

「Caps Lock」が有効になっていると、入力する英文字が大文字になります。 

「Caps Lock」の有効／無効は、「Shift」キーを押しながら「Caps Lock」キーを押すことで切り替えることができます。 
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（２）過去の調査団体の検索方法 

メニュー画面の「調査団体の登録状況確認」ボタンをクリッ
クして調査団体の一覧画面を表示します。 

年度を選択すると、該当年度の調査団体の照会ができま
す。 

指定した市区町村の調査団体を表示することが出来ます。
団体住所のヘッダ部分のプルダウンから表示したい市区
町村を選択してください。 
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（３）団体の情報を修正する 

メニュー画面の「調査団体の情報を修正」ボタンをクリックして表
示された調査団体の一覧画面を表示します。 

修正する調査団体のユーザＩＤをクリックすると、調査団体の修
正画面を表示します。 

※赤色の部分は必須項目が未入力です。 必須項目が未入力
の場合は調査結果登録作業ができませんので、必ず入力願い
ます。 

 

 

 

調査団体の修正画面では、調査団体の正しい情報を入力しま
す。 

入力後、「確認」ボタンをクリックします。 

14 環境省 水・大気環境局 

2015 

2015 



水質関連システム 

（４）団体を削除する 

15 環境省 水・大気環境局 

メニュー画面の「調査団体の情報を修正」ボタンをクリックして表
示された調査団体の一覧画面を表示します。 

削除する調査団体にチェックを入れます。 

その後、「削除」ボタンをクリックしてください。 

ただし、“今年度から新規に調査に参加した団体“の削除は、調
査結果を登録していない団体に限り可能です。 

 

削除する調査団体のID、団体名が正しければ、“OK”ボタンを
押してください。 

2015 
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（５）団体の情報を一覧表示・ダウンロードする 

メニュー画面の「調査団体の登録状況確認」ボタンをクリックすると、
今年度の調査に参加する団体が一覧表示されます。 

調査団体にユーザＩＤとパスワードを配布する際はここでユーザＩＤ
とパスワードを確認することができます。 

※赤色の部分は必須項目が未入力です。必須項目が未入力の場
合は調査結果登録作業ができませんので、メニューの『調査団体
の情報を修正』から入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

「ダウンロード」ボタンをクリックすることで、ここで表示されている調
査団体の情報をＣＳＶファイルでダウンロードすることができます。 
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（６）指標生物のチェック入力例 

17 環境省 水・大気環境局 

発見された指標生物の種類や数により、“●”と“○”のつけ方に迷
われた場合は以下の例を参考にしてください。 

②１種類が多く、２種類が同数で少ない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウズムシ： ２匹 

カワゲラ： ２匹 

サワガニ： ２匹 

 

ウズムシ： ● 

カワゲラ： ● 

サワガニ： ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウズムシ： ２匹 

カワゲラ： １匹 

サワガニ： １匹 

 

ウズムシ： ● 

カワゲラ： ○ 

サワガニ： ○ 

 

①３種類とも同数 

（例１）３種類の指標生物を発見された場合 
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（６）指標生物のチェック入力例 －つづき 

18 環境省 水・大気環境局 

（例２）４種類の指標生物を発見された場合 

②３種類が同数で多く、１種類が少ない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウズムシ： ２匹 

カワゲラ： ２匹 

サワガニ： ２匹 

タイコウチ： ２匹 

ウズムシ： ○ 

カワゲラ： ○ 

サワガニ： ○ 

タイコウチ： ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウズムシ： ２匹 

カワゲラ： ２匹 

サワガニ： ２匹 

タイコウチ： １匹 

ウズムシ： ● 

カワゲラ： ● 

サワガニ： ● 

タイコウチ： ○ 

①４種類とも同数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウズムシ： ２匹 

カワゲラ： １匹 

サワガニ： １匹 

タイコウチ： １匹 

ウズムシ： ● 

カワゲラ： ○ 

サワガニ： ○ 

タイコウチ： ○ 

③ １種類が多く、３種類が同数で少ない 
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（７）調査結果を修正する 

19 環境省 水・大気環境局 

１．調査位置の修正 ２．調査内容の修正 ３．公開／非公開の制御  ４．削除 

調査位置を修正する調査を、左から選択し、
右上の位置入力にチェックを入れて、地図上
をクリックして調査地点の位置を修正します。 

「修正」ボタンをクリックして、表示さ
れる画面で調査内容を修正します。 

「公開→非公開」ボタンをクリックしてデータを非公開に
することができます。公開する場合は「非公開→公開」
ボタンをクリックします。 

データを削除する場合は「削除」ボタンをクリックします。 

メニュー画面の「調査結果の修正」ボタンをクリックして表示
された画面で調査結果の修正をする調査団体を選択します。 

次の調査結果を修正することができます。 

１．調査位置の修正 

２．調査内容の修正 

３．公開／非公開の制御 

４．削除 

2015 



水質関連システム 

（８）入力した調査結果を見る 

20 環境省 水・大気環境局 

１．調査地点マップ ２．指標生物生息マップ ３．水質階級判定マップ 

調査が行われた地点を表示します。 指標生物ごとに発見・未発見を表示します。 調査結果の水質階級と、環境基準累計を重
ね合わせて表示します。 

登録した調査データを直ちに表示します。表示には次の３つの方法があります。 

１．調査地点マップ、２．指標生物生息マップ、３．水質階級判定マップ 

データの選択から上記のいずれかを選択後、地図上の都道府県をクリックします。 



水質関連システム 

（９）写真のみをチェックする 

メニュー画面の「写真のチェック」ボタンをクリックして表示された
画面で登録されている写真とそのコメントをチェックすることがで
きます。 

ここで、写真の公開／非公開を制御することができます。 

写真とそのコメントを変更する場合は、「変更」ボタンをクリックし
ます。 

 

 

 

 

 

調査データの修正画面が表示されます。修正方法は（７）調査結
果を修正すると同じ手順で行います。 

21 環境省 水・大気環境局 
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水質関連システム 

（１０）データのダウンロード 

メニュー画面の「データのダウンロード」ボタンをク
リックするとダウンロード画面が表示されます。 

年度を選択し、「ダウンロード」ボタンをクリックすると
調査結果をＣＳＶファイルでダウンロードできます。 

22 環境省 水・大気環境局 
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水質関連システム 

（１１）データの確定状況をみる 

メニュー画面の「今年度のデータの確定状況」ボタン
をクリックして表示された画面で各調査団体のデータ
の確定状況を見ることができます。 

ここで、黄色で表示されている調査団体はデータが
確定している団体です。 

データの確定を解除する場合は、各調査団体の“解
除”ボタンを押してください。 

データを確定する場合は、各調査団体の“確定”ボタ
ンを押してください。 

 

 

 

ここでは、“解除”ボタンを押したのでデータの確定が
解除されました。 

※データを確定すると、当該調査団体がデータの登
録、修正ができなくなります。 

23 環境省 水・大気環境局 
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水質関連システム 

（１２）担当者の情報を変更する 

メニュー画面の「担当者情報の変更」ボタンをクリックして表示され
た画面で自治体の情報を変更することができます。 

24 環境省 水・大気環境局 

（１３）ログインパスワードを変更する 

メニュー画面の「ログインパスワードの変更」ボタンをクリックして表
示された画面で本システムのログインパスワードを変更することが
できます。 



水質関連システム 

（１４）操作を一定時間行わない場合 

一定時間（約１０分）操作を行わない場合、ログインがタイムアウトいたします。 

25 環境省 水・大気環境局 

＜調査結果データの登録途中でのタイムアウトの注意点＞ 

 

調査結果の登録途中で、タイムアウトしますと、調査結果が登録されてない可能性がございます。 

タイムアウトが生じ、どこまで調査結果の登録がシステムに反映されているかをご確認されたい場合は、以下
の機能をご使用ください。 

 

■データのダウンロード（付録２ （１０）をご参照ください。） 

既に登録されているデータをダウンロードし、入力されている調査結果データを確認することができます。 


