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ている。

河水は濁度が可成ひどく，ほとんど茶

初色であるが各支流はほぼ清潔で，前期j

テプロフスキー附化場のあるピラ川はそ

の大きさもまたれ1J7}(の状態も北海道の石

狩川の支流千成川と良く似ている。

アムール川本流と各支流との間には北

海道の沿咋と河)11の聞と同様に厳重な市Ij

|浪があり.河口の下流 2km. 上流 4kmの

間は禁漁となっていて，充分な親魚、が上

流産卵場へ達するよう規制せられてい

る。

しかし最近はこれらの措置にもかかわ

らず各産卵場に達する親魚の量が減じ.

産卵適地の充満度ははなはだしく不満足

の状態を呈しつつあり，最後の手段とし

て養魚場の建設が積板的に進められてう~二

たといわれる。(1963.1)

(さけ・ますふ化場調査課長F
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北海道河川の水質現況について
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北海道の自然条件を内地のそれと比較

してみれば.北海道は平・地に泥炭が多い

ことと，火山の密度が高いために，火111

kの堆積地が多いことが.その特長をな

している。石狩，根釧原野をはじめ，各

河川の流域や.海岸の低地に泥炭層が相

吋に広く分布して，いわゆる泥炭池帯な

るものを形!えしているが.このようなJ也

域では.住民の生活や産~J-:に大きな障

;l?となるものの一つは水の問題であるの

泥炭J也，fi:・の地下水，表流水は一般に徴黄

色から功、制色に着色し 主カナケミすな

わ b鉄分の合有量が央~'J~f;によい、ものが多

L 、n Ii色の原因をなすものは.泥炭から

1111山されるフミン酸で. この物質は水rlt

で鉄分なとにえJする保護腸質として働

き.その沈降を1111.'，与する作用をなすもの

と17えられているわフミン階は市にコロ

fド状--:(tcL. これが水中のi到好物の沈

降を制御するものであるから，泥炭地帯

の河水は常に潤濁を続けてゆく状態とな

るので.これら河川の上流が人為的汚染

をうけた場合には，これに泥炭地の影響

である自然的汚染が加わることになるの

で.M水は流下による自浄作用が起りに

くくなる。この現象は石狩)[1では下流地

区にみられる。石狩川は江別市付近で河

水の濁!立が40%ぐらいに辺、激に低下する

(清水を 100%とした場合)。この地区で

は粘土質のもの，繊維質のものが混じて

水色は黄禍色を呈するが.この地区での

潟度の急激な低下は，泥炭地層から涜/[¥

するフミン酸が，水I*t懸濁粒子に文、jして

保護穆質作用を呈することに原内するも

のと判断される。

次に. ;JtVI語道の111J)[ 1の水制j也)jには火

111や担泉が多いことで，そのために川均

のようにセセクベツ川は強酸性な呈し，



iJlI路川は平野に入っても河水の酸性を持

ち続けている。美瑛川は十勝火山群の温

泉水を集めてくるために強酸性を呈し，

美瑛市街地付近の河水は pH2.0の強酸

性を呈してしらの幌別硫黄鉱山地帯を流

れる河川もまた同様で、ある。このような

自然汚染をうけている河川はまだ沢山あ

る。

鉱111の排水は坑内水と，鉱石の洗糠排

;J(との二種類であるが.坑内水は溶解抱

芦n，遊離酸を合有するとともに，生物に

は有害なTIE鉛.銅，鉛， filt素ーなどを合有

し，これらはイオンの状態で、書を現わし

ている。最近のよい例は徳志別川の鉱毒

害である。

JJ<山では洗炭作業に水を使うが.この

場合に石炭，岩石.粘土などの微粒子が

流しIBされて，これが河川に入りがj水を

洞濁させているc

パルプ，製紙，醸造.甜菜糖 i殿粉な

どの工場廃水は酸，アルカリ，有機物な

どを含有 L，これが河川に放流されてがI

水を汚濁している。機械工業で、はむ11が若

干川にでている。

このほか，各種工場のボイラー灰.微

粉炭も問題である。これらはストーカー

のドに水を導入して，泥水として処理

し一応は沈澱池に入れているが.沈澱

池は民でうずまり.そのまま河川に流れ

11¥ている状態である。

;;H-Jの影響は局地的に顕著である。

「てっぽう流しJの結果，大量ーの土砂が

liLれる。石狩川の場合であると，その最

判定地区である上川大函付近で、行なわれ

たものが.加川市を経て深川町付近に主

で、その影響が現われる。

ごのように i'刊lを汚すものは，;fj1;_1→ 
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業の廃水ばかりでなく，造材によっても

行なわれており.山林をばっさいする結

果，河水は増量して毎年はんらんを起 L

ている。これらの士砂は沿岸漁業に忠影

響をおよぼす結果となる。

北海道における水質汚濁についての今

後の問題は，甜菜糖工場がiW泣きれるこ

と，これは十勝川水系である。次は鉛，

銅，革命日，マンガン，硫黄の開発であ

る。ことに硫黄の開発は苫小牧以商に起

ることが予想されるの水銀は硫化物とし

て採掘され，金.銀の採掘が行なわれね

ば，当然そこに製錬の問題がおこるカに

その方法が背化法で、行なわれれば.こ，ji

に使用される青化ソーダは魚類にとって

致命的な障害を現わすことになる。銅.

亜鉛.鉛の河川|流IUも魚舶に致命的であ

る。必11路地区で石炭の採掘が活発になれ

ば.こんどは卜勝)11，阿寒川などの河水

が真黒になることが予想される。懸濁質

が多くなればサケ・マスはこれをきらっ

て川にのぼらなくなるし，ひどくなれば

窒息死する。この物理的障害は今までに

二，三おきている。水力発電所用ダムの

問題は， これは比較的奥地，すなわち河

川の上流に建設されることになるであろ

うが， このために，場所によってIt-f!JIt

河川の減水が問題となるであろう。日 IIIJ

1也区は海岸近くに建設されることが考え

られる。現に腕泊!Jタムは海岸近くにつく

られている。工場のある河川水は，工場

の規模が大きくなるにしたがって汚染肢

も向くなっている現況であるσ

以土述べたような事柄を総合 Lて考え

れば.将来の北海道における河川ぶ民保

全ということははなはだ悲感的になって

くるO 北海道の河川ぶ長'i'1;)}1lは.自然的
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条件と人為的条件とを判然として行なわ

れるべきものであって，とくに人為的条

件ーについては，内J也のように泥炭地を持

たない地プjよりもなお一層大きな管理を

行ってゆかなげればならないと考える。

水は夜、たちの 11'lif;生活にとってばかり

でなく，多くの時業にとって欠くことの

できない資問(であるが.近年都市や産業

の発注に「ドない， l-!j(や仁場廃水などに

よるJlIや{fl):のyl);!lが11なち.各地で日u題
を起している内

li~ì で It，このような川や{flj などの水の

11)潟を防いで.水を利mする各稀産業が

Iョ正にIJIi:1)占:っていくようにするため.

また.水のi7J)Lや忠良が在、たむの生活に

何よぽす悪影響を取り|徐くために，昭和

:rWに公共用水域の水町保全に閲する法

11! (水質保全法〕を;1;11定して!j(質汚濁liJj

11ーにあたることになった。

水質保全法は， 支ずわが|斗の川や海の

jりi勾の現状を調責 L，その結果，必要と

認められる;)cM<を指定しその水域に流

し出される下水や工場廃水などの汚れに

一定の限度(水質基準)を設けることを

定める一方，水質の汚淘によって生じた

争いを，円満に解決するための和解の仲

介という制度を設けることなどを定めた

法律である。

経済企画庁では，この法律に hljいて，

調査基木計画を定め，そのi汁両iにしたが

って川や海の水質の調賓が才I々と進めら

JLている。

北海道庁は経済:~同庁の調1t委託をう

け，現地調査は道の試験機関(術研.水

if~r ， 工試，水試〕北大が相当し昭和1:~4 ，

35， :36年の 3カ年にわたり石狩川水系を

:16{ドは常門川水系の指定河川の調合:を終

了した。本~-度は釧路川水系とその海域

について調査が進められてL、るが.it煮

な水がもっとも有効に利mされるのを助

けるために，下水道や工場たどの関係者

ばかりでなく，全ての人が川や{IIJ.をきれ

L、に保つように心l:l'f、げたいものである。

。並立静化場調査謀長〕

北海道河川の汚染事情

河 川湖沼名 人 為 (1守 汚

イI 引 }II 1 ←層雲峡木村流送，土砂

ク | 旭川|→パルプ，洞騎，下水

ク i 滝川→炭鉱廃水，化学工業廃水

ク

た五~ )11 
!J.~ 7JIJ )11 

'1二朱別川

FFi屯川

ケ民 失11 111 

幾 f千J!Ij } 11 

夕張川

I，~ ¥，1. 、1，' ) 11 

鈎11 路 }II

江5]1卜》パノレブ。廃水

旭川トバ有精際水
旭川ドパノレフ。廃水

健治m 炭鉱廃水

戸5]1j->炭鉱廃水

炭鉱廃水

炭鉱廃水

鉱山廃水札幌→下水

l幾分内→製機廃水

染 自 然 的 汚 染

滝川トイ白災j也

ク

dシ

手'

'-11券火IIJJUl11Hr.i，米

来11J->泥;)と地

i侃泉標茶→泥炭j也



9 

河 川 湖沼名| 人 為 的 iう 染 i自然的汚染

新説11 路 JI! 釧路→パルプ，水産加工，下水

hU 斜 路 j，lyJ /1日IIt "1ド;}t

阿 ヲ廷 JI! 7I'干:→炭鉱廃水 ~.平→泥炭地

古 JI! :l1I5JI]→炭鉱!潅水

同 日1] JI! 泥炭地

校: rf JI! 小松l!洋一》澱粉)経水

;子手 J采 ì，~J 炭鉱廃水，下水 海水逆流，パクテリヤ

!l1f令 JI! 市広→製聴lf廃 JK 池間汁尼炭地

てずtにf 更 JI! 1:幌→澱粉廃水

ヰL IJ'] JI! 初役務lf若水

仏ー l院 JI! i!l!i粉!楚水
刃t r内f、r JI! 澱粉廃水

浦 中児 JI! 澱粉)楚水

平1) 日1) JI! 主主1]1廃水，泌l粉廃水

和1 みE ì，~J 沖男lトシ府立粉!だ水 網走湖氏水

網 》仁 JI! 主 海水逆説L. パクテリヤ

':活 11，-1， JII j七日→製桝，パルプガ人的粉.下水

佃 JJI1 JI! ;ilj; 111 !経水

1勇 男1) JI! 炭産;力n工廃水

?日 消 JI! 化学飼料廃水

7J1) JI! 澱粉!楚水

京l 1Ii JI! 製瞬時，澱粉

f主L 安手 j，ldJ 澱粉廃水

天 JI! 名寄→製紙廃水 ì~?威子府→泥炭J也

干i 111な JI! 鉱 山廃 λj(

長 iltE JI! 久保内 >J!l;111出水

ZE 7J1] }I! Jt liliIL ノ¥，.lド、

月lul ナ千 }I! ガス)充j水

払J 内 JII 鉱 IU廃;J(

万L 別 JI! 鉱山. j~!I粉

久以 別川 )1~PE加1工廃水

貫 54L 別川 澱粉廃水

赤 JI! 鉱山廃水

苫小牧川 パノレプ廃水

勇 }I! 澱粉廃水




