
人工のJ(初日や鉱，工業の発展に伴って

都市や丁J北鋭、111からはき111される汚点

が川を汚染するために，農業や水産業に

悪影響があったり， _1::水道などに使用す

るとに布書なものになっては困るので，

全国の主な河川について，その水質に一

定の基準を設けて，水が汚れることを防

ぐために¥I:rl手n33年末成なした水質汚渇

防‘止のための二つの法律「水質保全法」

「了一場排水法」が開和 34年度よりuI!ih
されるようになり， これに伴う指';j二iriJll1

の調査について本道では石狩川水系が指

定され，企画庁が道に調査を委託 L，昭

和34年の夏期から 35年の春期にかげて

道，北大，直立各試験閥均によって行な

われているが当場も深川1，~:内内地区のが1

.査をJ立当した。

近時，本道は開発の中心と与:):{i i災を

始め各種地下資源の時掘と，その他林J苧

資似， I21宅資源{， ;J，産資源右j原材料とす

る工業化が押進められることも傾めてA
要な課題であるが，その結果として広;n
にわたる公共ノドの汚染n~j ~~Iむを起す可能性

がある。 わがI司て、はこの穏のr::]也はjとい

1m:}"ざ/工りにされ約 501ドtJlfhてL、る

とさえいわれていたが， このたひ1宅業廃

水の取締りあるい:irHミオくの汚染改i与が
実行される¥土こびとなっhことはJ仏二点

ii L ¥， 'I;I~ i)で;(うる rノ

る産業にも弔;要な資源であることは位

近，次第に産業家も注口しはじめている

が，水資源はその水質が清浄に保たれて

始めて資源としての価値を有するもの

で， この意味から応業家はこの資源を利

用Lた際i二は，その廃水は必ず清浄にし

て版流ずる気構えが必要である。

財源の貧困になやみをもっ地 )j公共同

体で l土，最近各種工業の誘致運動に必死

であるが，本道でも仁場誘致に成功しま

た工場建説がきまろうとしている場所が

数多くなられる。口を道東に向けるなら

ば，北見市では広大な北見平野をパック

に芝irg製糖が甜菜糖v坊を建設し，すで

に操業全開始しているが，これは 20憶

に近い t~i.費を投じた大工i坊で，その操業

泊料には極めて5f_，量の用;j(を使用し，そ

の結果として多量の廃4えをIl:lす訳であ

るづまた同地万では円甜の美幌工楊もJis

似合始めている。しかも口甜の第二丁J劫

t卜勝清;J，;こその設立が決定的て、あり，

その 1" i甫幌，池田，本日IJ，足歩と紋別

の5カ所のうわ，少なくとも 21)告さはで

きる見込であるから，道*の製糖工I坊は

実iこ8カ工場に飛躍するわけである。力11

うるに小焼肉だった澱粉T.J号が最近は憐

11¥X {I~ ~されてたがけ山こなり，いわゆる総 FT

:i.}Ij1化il;没粉 1".tJ/) と L ご J栄~さ J l，斜里，

部JJ'l::， It I;~円九j也 |λーだけで{， 7 7] 1・1坊が

/j: /)'~ t:I~: ~1{2; てし +:jl( ~'、 i て十). ~ i'(i) f') ~ )) };~乞乙 1: ') 1 -_， 1. ごしペヘ
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ハルプ L業はどうかというと， 5i)11~各市

では本州製紙株式会社の夕、ンボール製造

L場の誘致に成功し，すでに操業を始め

ているが， この工場もその 1日の使用工

業用水量は 20万屯にもおよぶ大工場で

ある。北見市の北見ノζノレプは最近生産増

強のために拡張されたし，本年は白老町

に大昭和製紙が目下大工場を建設中であ

る。この他，旭川市と札内田jには木村糖

{ヒ工場が ~.!i ~j~ されると陪j~ 、ている。

このように，本道は現在原料供給地か

ら一転， 工業地帯造成が押進められつつ

あるけれとも，その!ぷ面公共水汚染問題

はますます大きくなることは当然、であ

り， この[::nwの解決はfJ、を要するもので

あらう。

澱粉や甜菜糖ヨ場より流れ出す!長ぶに

は大量の布機物が含まれているが， これ

が酸化するときに水中酸素を消費し，沈

澱物が醗醇すると有毒な毒素を放出す

る。それで魚凶尊は柴死する。第一そうし

た川へは鮭鱒がのぼってこなくなってし

まう。まだ工l坊のない根室管内は別と L

て， i幾分内は鎖11路川，中斜里は斜里JII，

美帆は制;')走JII，北見は常日川，帯広や池

11] ，本別などは卜勝川に廃水を流すわけ

であるが， これらのiu[J 11:土i見在道東にお

(十る舵の些防であるので， この河川が訪

れることは附{ヒ場の立場からL、うと大変

なI¥¥j心事である。

昭和 :33年!立の道|付各infJllff¥lJJi.魚、品Ii盤
数の 90%に近いものが道点のiriJJlIでl主

められているといえば，近東のiuJ川こそ

は魚1:資jlポIf)舶のもっとも大切なようらん

のl也と々とd計十で， この大J.jJ;':ciIIJJ11 u) if't 

Ji九二 I~Jtj /J、どん{どんて~ ，¥;-，ご， 担、ど).， <::_{ rf，じ

/J~ {"とんどんiM1λ'): J、，リlii、(じ'1'，

は一体どうなるであろうか，われわれそ

の業に任ずる者は河川の護りに万全を期

さなけれぽならないし，早急に汚水処理

の具体的な方法がきめられることを望む

ものである。

かねて予想はしていたが，すでに常白

川は現在第二の石狩川の様相を現わすに

いたっている。本道の代表的大河川であ

る石狩川は今までの調査では，本道では

一番汚なL、J11と考えられており，場所に

よってかなりの変動はあるにしても，旭

川市付近が一番汚れているのは付近にあ

る工場の影響である。旭川市付近はがj川

の自浄作用の行なわれうる限界点まで来

ていること tこi士Hしなければならなし、υ

しかし F';j[に u くにつれてその f[~f!tの少

なくなるのは川の白i争作用によるものと

考えられるが， この汚染度(1常にいjじで

はなく，治水期にはうすめられて低く，

渇水期には逆に向く現われている。すで

にWHOから派遣されたクラツ七ン博士

が，北九州の遠賀川とともに極めて忠い

状態であると指摘したことと符節を介せ

ている。 しかし現在の石狩川の汚染庄は

本州ほとはまだはなはだしくはなレょう

であることは卒としなければならない。

本道の他の河川についても[，i]係であるわ

しヵ、し前述のように， 大 o坊が次セとで

きれ;王将来種々の昨'与ができることが予

想されるつ

このように産業からでて川を出染する

I~重点に 11~ 、ろいろ種類があるが，その代

表的なものとして B.O. D. (生化学的酸

素要求量)の i'rAil、廃ぷを:1¥すものは甜菜

料甘l)仏 澱粉 rJ+/;， ハノレプ lμJ，門真j古

川i.， !f401.:I~ 1 )J/~ /\~どで ， (;1.)1え物'f'i()) /~ ¥.、!ti

1)':' <"・:1'，すものitlll)¥j;j Iリi'， ~')lU~ I..JL~ ， ;~ll~ 紙



工場など，有毒性廃;J(をだすものは化学

薬品工場，パルプ工場，製革工場などで

ある。

公共水水質汚染の問題はまず，その問

題の提出に極めて困難な研究課題が多数

に含まれている現在， この問題は水産学

者，水産技術者あるいは工学者，工業技

術者が単独に研究解決し得るようなもの

ではなく，水質汚染に関しては生物，特

に微生物，化学，衛生，土木，水産，工

業などの多数の関連分野の専門家が集っ

て行なわれる強い総合研究態勢の確立が

望まれる。

鮭鱒の資源、維持を業とする当場は，ぶ

道における鮭鱒蕃殖の占める地位を打11¥

して， この基礎的事実に基いた技術的検

討を加えなければならなL、。すなわち技

術的に重要なことの一つは河川水質管理

の問題となるだろう。本道の各河川の;J(

質の現況はどうなっているかという現地

調査はもちろんのこと，過去の資料をひ

ろい出し，水質が例えば 10年前と今 11

とではどう相違しているかによって廃水

の影響を知川河水がこれ以上汚渇され

たら一体どうなるか， このことさとはっき

り強調して河川水質管理(現在までのコ

ースは水質汚潟について行なわれてき

た)を主張することが急務であると考え

ている。また-呑問題の廃水処理の技術

的方法については専門の試験機関によっ

てなされなければならず， L業技術包，

工学者によって工場廃棄物の処理とその

合理的な利用面の研究が押し進められな

ければならなし、。他方行政面では工場，

鉱山が汚水をiHさないようにするにはど

ういう I)~J係 (;1\1"Iでこれを"lfJ:¥:うかカリh山

され/乍ければならない L，;uの出構内'1'

に各部利害の刈止から離れた氷質的濁防

止委員会というようなものがつくられて

運営されるべきである。なお河川は資源

であるから， L場なり鉱山が水を使用し

た場fT，その使用後の廃水はもとの美麗

な水にして河川にもと、すという，げいも

う運動も必要である。

現在，人為的汚染があるために，当~)

として特に水質管理を要望した L、inJ) 11 

は，遊楽部川，石狩川，千歳111，新釧路

川， ト勝)11，網走)11，A呂川，敷生川，

湧払 111，斜里 )11，際津川，日~;路川，茶路

川， J]ljif(μ11， 11::.別川，葎琴川などがあげ

られる。

(泡立。呼化ぬ調査&*k)
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