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4月8日付北海タイムス(旭川版〉には「芝浦山廃液問題化」という見出し

で本稿の内符となる事実が大き〈とり上げられた。頭θ 見出しは「サケマス養

般に被害，ふイヒ場北見交場で調査」と掲げられ，要約して次のように¢べられ

ている。

0去る 20日に留辺薬町イトムカ水銀鉱の斜樋が火壊，廃泥が武華川に流れ込

んで，北見市内の上水道宇パルプ工場と，常呂沿岸の漁獲資源に少からぬ影

響を与え問題化しているが，このほど道サケ・マスふ化揚北見交場が常呂川

一帯θ被害調査を行ったと乙ろ，北見市北上の芝浦精糖工場が操業中に廃液

をろ過せずピートパルプと共に流した事実が判明，サケ，マスの養殖にも重

大な影響ありとして関係者のi穏で改めて問題化している。

なお，芝浦精糖θ浄化設備は昨年竣工し，本誌 67号にも紹介済で， 関係者の

関心を集めていたもの。(編者〉

唱

a 



水質汚濁による被害というと悉く水産

費源に対するもので，汚水の紛争もまた

水産業界との聞に多いが廃水が都市の上

水道資源に関係したり，あるいは下流に

ある工場の用水に混入して問題が生じた

という乙とは，北海道としては珍らしい

ことであると思はれる。

事件の起りは去る 3月20日より水銀鉱

、では東洋一を誇るイトムカ鉱業所の沈澱

守也泥土が約一週間に亘ってムカJJII乙流出

した為，乙のムカ川用水を使用している

市上水道の断水騒ぎを始めとして，北見

パルプ工場の操業停止およびふ化場養魚

池で放流を間近かに控へているさけ・ま

す稚魚の中，一部自然に出た稚魚、が常呂

川で型軽死するという甚大な被害を及ぼし

たのである。このことは早速関係機関に

布して善処方の要望を願うとともに， イ

トムカ鉱業所に対しては，二度と繰返す

乙とのないように完全設備を施すよう申

入れをする乙とになっている，が一応乙

れまでのあらましについて申述べてみた

いと思う。なお常呂治岸の被害状況調査

誌に当ったので乙の実情をも併記した。

事件発生当日……3月21日午前10時頃

である。 r春分の日」の日直に当ってい

た私は当直室で朝刊に読耽っていた。突

然「当直管理は居らんか~J という大声

に驚きながら飛び出て見ると庶務係長の

斎藤さんがせき乙んで来られ「武華川の

水が大変だ」という御注進である。直観

的にイトムカ水銀鉱の廃液だなと感じら

れたが河川の状況を見てあっと驚かざる

を得なかった。

i農友色を呈した一面の川が青空に反射

し恰も水銀の帯が流れているような何ん

ともいはれぬ不気味きである。今まで数
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々の工業廃液を見て来たが，このような

感じを受けたことはなかった。ムカJIIか

ら約100m隔てたと乙ろを常呂川が流れ

ており，私の住む中の島が丁度両河川の

合流点に当る。(ムカ川は常呂川の大きな

支流になる〕この中の島l乙住んで六年程

になるが，乙の間屡々ムカ川の水が淡白

色を帯ぴて流れているのを見受ける乙と

があった。最初は約30粁程乙の上流にあ

る温根湯温泉の影響かと思っていたが4

トムカ水銀鉱の廃液であった乙とが最近

知ったわけである。少量のため一寸気が

つかないが，常呂川と比較してみて変っ

ていることに気づく程度である。私の家

の直ぐ前には， ムカ川に掛る 20m程の

第一観月橋(吊橋)があり，一方常呂JIl

には約60-70mの長い第二観月橋の同じ

く吊橋があって，乙の三角を示す中間が

北見市の小公園として通称「中の島公園J
といはれていると乙ろである。最近新聞

紙上で賑わした北見温泉の出来るといは

れる場所は第二観月橋を渡って2-300m

行った地点である。問題が横道に逸れま

したが，常呂川の方の水はどうだらうか

と思って見較べに行った。昨日まではこ

の橋より 6粁程の上流に位置する芝浦精

糖工場からの廃液で河底の石も見えなか

ったくらいの濁水がまったく一変して・澄

んで流れている。予定の生産を建かに突

破して21日より操業をしない乙とに気付

いたが，それにしても雲泥の差である。

養魚池から無名川を経て，ムカ川l乙注ぐ

までは約 150m内外であるが， 乙の聞

には相当の稚魚、が出ており， また ζ の

合流する近くにも砕泳しているのが見ら

れた。早速隣家の早坂技官にも知らせ稚

魚I乙対する対策を相談したのであるが，
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これより前に北見ノりレプでは工場用水を

ムカ川から揚水している関係上(第一観

月橋より約20m手前付近より揚水)乙の

係員の人たちが大騒ぎをしている最中で

あった。取敢えず廃水のPH11直を測定し

て稚魚、l乙対する生理試験を試みることに

し，直ぐ撃を死するようであれば稚魚、の流

出を防がなければならないと考えた。 P

Hイ自立 5.8で酸性を示したの致死に至ら

ないので柏々安心したわけであるが限界

に近い数字である。柴田三郎博士のPH
債の変動について，その参考部分を引用

してみると「生物にとって水のPH値が

重大な意義をもつことは人聞の血液のP

H値が 7.4であり，乙れが0.4t.ごけ上下

にずれれば致死であることでもわかるで

あらうのましてこのPHイ直が鋭敏に変り

易い水中の生物は影響を受け易い。

淡水魚は最低PH :3.9くらいであると

いはれるが，それは魚、族によっては 3.9

l乙生棲し得るということであって，一般

魚、であれば 5.6乃至8.5くらいまでであ

らう。ただし淡水魚はむしろ酸性の方に

強い傾きがあるのでPH4.0くらいまで

は害を受けない魚族が可なりあるとされ

ている。これに反してアルカリ域には弱

く9.0になると致死になる魚がかなりあ

る」と論じτいる。弐に稚魚の生理試験

は， ヵーラス製のパット内 l乙1，000cc 

(11)の廃水をとり，養魚、池内の元気な

稚魚、をこれに 10尾入れ， パヅトを検卵

槽の中l乙浸して水温を一定lとして観察

を始めた〔致死量試験で調査課の高安氏

が早くから行っておられるものである〕

稚魚、は最初相当苦しそうに飛び上ってい

たが 1-2分後には平静になり，濁水の

ため表面より全然見えないのでカ骨ラス棒
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で時々探ってその動静を

調べた。約30分程の観

察では変化がないので幾

分安心もしたが，乙の後

1~2 時間置きに(午前

11時より午後 10時まで〕

観察しても大丈夫だった

ので一応無名川に出てい

る稚魚、はそのままに留め

たわけであるが，一昼夜

以内の結果では10尾中 2

尾の繁死があらわれた。

水の分析では酸素，過

マンガV 酸カリの容量だ

けで，固形物や残澄など

ほかの抽出の経験がなく

また支場ではその設備も

整っていないので，流出

した廃液の成分を乙こで

知ることは出来なかった

が，幸い北見保健所や，

パルプ工場で分析されて

いたのでその結巣を取裡

めれば弐の通りである。

1_""， 1全匝1I 

害杏!水温!PH!酸極|型物鉄その他
パ "1 I ppml ppm 

! I !鉄分が非常に多
3.211 3.21 5.81 155871 18931い。水銀は含ま

れていない。

各種工業柴品が水産動物l乙対してどの

程度の浪度までが危険であるかに就ての

研究は，本場の高安氏が大lE13年頃に

すでに試験されており，騨化場試験報告

にものせられているしまた，北水研の五

十嵐氏も鉱tJl封印色土が魚、類海藻などに悪

影響を及ぼすことを組々報告されている

‘亀

が， 日本の鉱山の大部分は酸性であり多

くの硫化物と鉄分がかなり混入している

ため，これが川水の溶存酸素を取って水

酸化第二鉄に変じ，酸素を消費するとと

もに，この鉄分そのものが魚類に影響を

ー与えるようである。

廃液流出の原因……廃液の発見と同時に

イトムカ鉱業所に電話で照会したところ

咋 20日午前 9時頃ダムの一部が欠潰し

て午前 12時には復旧したとの返事であ

る。直接イトムカの工場には，乙ちらの

方からは連絡が出来なく，留辺柴にある
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同出張所からの返答であったので，先方 いが，一応沈澱方法等を伺ってみた。(私

でもはっきりしたことがわからない様子 は昨年開通した大雪国道を札幌まで往復

であった。正午のローカルユユースでも

これが報じられわれわれも川の水は間

もなく締麗になるものと考えていた。と

ころが翌22日になっても依然として昨

日と変化はない。出勤早々，星野支場長

の後について中の島合流点から約1.5粁

子流の若松樹寸近まで下ってみたが，濁

っているので皆目稚魚の動静は見当がつ

かない。そしてまだ氷が川岸を覆ってい

るので半長靴では危険もともなった。合

流点の下流では，はっきりと河川の色が

区別され，水量は逢がにムカ川の方が多

いが，Jfl幅全体の約1ん程度が澄んで流れ

ているに過ぎなしさらに下流の若松橋

堰堤付近で混流されている。乙の日は土

曜日でもあるので早目に切揚げて来ると

イトムカ鉱業所より，総務，労働の両課

長が陳謝に来ているところであった。沈

i殿池の故障個処がつかめないので，今朝

6時再ぴ廃液を流出したとの乙とであ

ーる 3 故障個処が不明であれば止むを得な
冨

》ペヂた〆グ》令

した際，工場付近の雄大な景色と，また

一昨日(4月3日〉星野支場長，八木沢係

長らとともに現地の実情を視察して来た

のでその内容を把握することが出来た〕。

イトムカ鉱業所は北見から約70粁近

く隔てているが，此処から流れる廃液は

北見まで丁度24時聞かかるようである。

工場からの選鉱および精錬排水はー尺四

方の木樋で約4粁離れた沈澱池に運ばれ

る。沈澱池は(写真および略図を参照さ

れたい)L型のコンクリート堰堤でせき

止め，周囲は山に固まれている。沈澱池

の底に径80cmのヒユーム管を縦に埋渡

し，乙のヒユーム管l乙連なる斜樋が山の

傾斜l乙平行して，第 1，第2，第3の3本

が施設されている。斜樋は横 120cm高

50cmの凹型より出来ている個々のコン

クリートを組合せたもので沈澱した廃液

の上澄液がとの口より入って堰堤下のヒ

ユーム管を通りさらに 2面の小沈澱池

(長約 10m横 4m)を経てムカ川に注

ら..，..'、.... ... .. 
.' 

ーァー-

~← 
C'" 
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がれる。沈澱物(泥土)が斜樋の入口付

近に達すると，乙の口を厚い板で防ぎ，

次の斜樋の口より排液の上澄液を流すと

いう具合にする。そしてこの 1本の斜樋

は 15年くらい使用出来るとの ζ とであ

って，つまり斜樋の高さまで沈澱物が堆

積すると，これは使用不能となり，共の

ものを用いるわけである。

第 1斜樋は昭和 14年会社が設立され

て以来から昭和28年まで使用されてい

た。現在は第2，第3を併用しており，

乙の欠潰した個処はすでに密閉されてい

る第1斜樋の方である。工場側では故障

の原因が何であるかが，今もって不審で

あるといっている。斜樋のどの辺が欠潰

したかを調べるにはまったく困難で，結

局命がけでヒユーム管の中に入り，斜樋

との継目にあるホ、ヅクスを塞いだわけで

ある。

沈澱池は 50万リウベ‘の沈澱物が許容

量で， 7J<.!と換算すれば 50万トンの水が

入る。また欠潰によって流出した量は約

1.50m沈降したので， 1万 9千リクベ、

くらいとの乙とである。

被害状況…… 3月22日付の北見新聞に

はトヅプ記事として失のように報じてい

Tこ。
イトムカ水銀の廃泥が流出

ときならぬ断水騒ぎ，上水道

北見パルフ。は急法操業中止

21日夜から 22日の朝にかけ市内一帯

にわたり時ならぬ上水道の断水騒ぎが生

じたが，この原閃はイトムカ鉱業所の

56.号ダムにあった泥の流出を除く、斜

植￥が破れたのが20日朝9時頃の乙

と。それから復旧までの 12時聞にわ

たり泥水が無加川に流出，乙の汚濁水が

流れて 24時閣後の 21日午前9時すぎに

北見へたどりついた。近代設備を誇るさ

すがの浮水場もこの汚水には歯がたたず

乳白色の水が各家庭に配水される結果に

なったわけ。あわてた水道課では川から

の集水をやめ，予備水源地に切かえて汚

濁水を全部排水してしまった。ところが

市内の盟水管の総延長がざっと 12N. ， 

空っぽになった乙の配水管に海水を記水、

するには. 2，300トンの大量水が要る。

海水場の 1時間の処理能力は約300トン

だから断水してから全家庭に完全に道水

するまで丸半日かかり， 22丹の午前中に

なってようやく完全道水の運ぴとなっ

た。この間水道課では徹夜で仕事を進め

る一方，北見保健所ーに水質検査を依頼す

るなど，てんてこ舞い。伊谷市長も「乙

れじゃ梢償金の百万円ももらわなければ

合はんー」と冗談半分に語っていたが，

イトムカ鉱業から五]堅守給務課長がn
日来北しきりにわびを入れていた。

しかしこの汚，濁水事件の直接被害を、

受けたのは北見パルプである。でん粉のヨ

写真説明

左・上支場より北見ノ'iJレプ(手前〕ガ

中

ス会社(速長〕をのぞむ。
第 1:観月橋(ムカ)11)第2観月
橋(常日)1りをみる。

下芝111製糖(矢印〕をのぞむ。
右・上支場より中の島をのぞむ。

中 常品築港〈話番水作業中〉

下常呂河口附近でのま害:t'E魚採集。
下段・左 ポンド7 リ附近の堆積状況。

中若松，忠志橋附近で発見した書官

?五
~E，\乱。

併比した大やつめ，堆積してい
る泥土と甜菜肘。
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写真説明

l 上からイ卜ムカ鉱業所

く製:ieJI，工場〉

2 沈澱池

3 小沈i殿池〈ここからム

カ川に注ぐ〉よりI鮮民

をのぞむ。
4 出水，左側は普通の水

右仮IJはムカ川より採水
したものの

2番粉のような色をした川水を用いては機械は摩滅す

るし，毛布はだいなしになるし，製品も出来ませんと

21日午前 10時から操業を中止， 22日も川水の滋j度は

一向に変らず休業となり，被害は甚大なものがあった。

放流稚魚全減か

折角の休日 l乙釣天狗連ボヤク

一方道立水産階場北見支場でも稚魚、の一部をすでに

放流しており，これが杢減するのではないかと不安な

面持ちの川を見回っても濁り切って調査にもならず

「試験設備がないので濁水を本場に送って試験しでも」

らうより方法ありません，ある程度の被害は当然ある‘

でしょう」と浮かぬ表情だ。また街の釣天狗連はそろ

そろシーズンが近ずいてきたのに川魚に死なれではと

ー思案剖である。i:1t他所で、は水銀は含有していないよ

うだと語り， イトムカでも「水銀を流すようでは商売

になりませんよ」と主張しており水銀の心醍はなかっ

たよう Tごn

以上のようにでかでかと新聞紙上を賑はしたので，

われわれも始めて大騒をしていることを知った弐第で

ある。

常日i川での稚魚の被害実態・・ー・・ 3月 27日，本場調査

認の古住技師が斜里川の水の採集を終えて支場に来ら

れた。吉住氏は昭和 29年以来常呂川の水質を季節的

に(毎年 3月， 5月， 7月， 9月〕研究して来ておら

れ，解化場試験報告にもその結果を発表されている通

りであるが探7JO乙当つては常に氏と行動をともにして

いた。この日は午前中に芝浦精糖工場の廃液処理方法

を水質且当員である氏に見てもらうべく案内した。

(同工場は昨年 10月操業以来，最新式廃水処理方法
つまり，クラリファィャーおよびアクセレ{タを施し

て注目していたところであるが，当地方の極寒には歯

が立たず，ほとんど無用に等しい状態で終ったのであ

るのこのため常呂川は至るところ附菜の尉に覆れ，次

第に鼻につく臭気を発しつつあるの去る 3月の中旬，

操業終了近くに開盛橋を流れる水をとって，さけ稚魚、

に及ぼす試験をした結果こでは一昼夜以内に繁死して驚

いた始末である。もっともこの付近あるいは若松橋下

でのPH値は10.4という高いものであった。この雪解

水で果して脆い去られるかどうか……〕

午後から端野採卵場まで足をのばした。河川の色は

なお白濁を止しており，苦長池内は砂の上にがJ--'寸以



上の廃泥がl住民していた，幸い稚魚は見

当らず，採卵場を管盟している梅野舶頑

から廃液で驚いた話を聞き探水して引揚

げた内手こに若松橋で探7](すべく車そドり

た勺何気なく川の岸を見ると乳白色をお

びたさけ141:;魚の艶死しているのが目につ

いた。~死んで、るぞャと思はず大声で吉

住君に知らせ，それから二人で付近ぞ注

意深く探索し始めたの もやつめ、が死ん

3でいるのまた hどじょう、を石のかげか

らみつけたハ川岸はまだ氷が張札石原

面は僅かよりないのでこの部分で 3尾の

舞死魚を発見したわけである今魚、体l乙は

何れも白く泥で覆はれており. 1 ~2 日

前に死んだと思はれるものであった。大

事i乙持帰って先ず写真に収めた弐第で

ある" c写真参照〕

3月31日，支場長の命を受けて再度

の被害状況調査に赴いた。事業の八木沢

係長を先頭に早坂，伊藤両氏と私とで，

事業係員 4名からの編成である勺特長靴

タモ，曳網，採集瓶などを用意して忠志

橋まで下ったの (略図参照〕騨化場から

約 15粁程の地点に当る。 JII水の色は浅

瀬の底の石が漸く見える程度で大体元l乙

ヨ復した状態だの最初稚魚の姿はまったく

見当らなく，まだ此処まで降下して来て

いないのかと思はれた。川の中に入って

先ず第ーに驚いたことは，悪臭の放つこ

と，第二に淀のところの莫大なピート暦

と，泥土の沈澱である。~やつめ、もか

わがにャが死んでいる。この悪臭と沈澱

物では，如何に丈夫なやつめでも舞死は

免かれないとの皆なの意見であったのま

たよくみると川岸の雪の土や砂原に無数

の烏の足跡が残きれている。始め気付か

ずにいたが，かわがにの足などが付近に

散らばっているので，死んだ魚はほとん

どからすが喰ったに違いない。残念だっ

たと思いながら此処を引揚げたのである

が，その間際にきけ稚魚、の群泳している
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元気な姿が発見され，われわれの気持を

慰めてくれたかのようであったの弐lと端

野捕獲坊に向ったが此処では浅瀬の弓ミる

処に活発に泳いでいる，fi宇治、の群に接し，

繁死しているものは見当らなかったの最

後に若松橋付近を調査した門真先に，第

死している稚魚が発見され， 、かじか、

奇やつめャもまた弐々に拾lまれたっ此処

でも烏の足跡がついている。これまでわ

れわれによって発見された各繁死魚を纏

めると下表の湿りである。

月日|場所|魚種|尾数i備 考

]-T，+.-l-ri. .(.;:t"c--c-I...>> I J---r_J(.{"(， 1 1 I古住1
3月別|若松橋一日さけ附II 11謹 !調査

グ | グ |やつめ 11 グ

グ | グ |どじょう 11 グ

3月31日|忠志橋lやつめ 21持jfp
グ|グ|かに 2: グ

グ |若松橋lさけば魚 21 グ

グ | グ 』かじか 11 グ

グ | グ iやつめ 11 グ

計 |lllll

常呂沿岸の被害状況・.....常呂沿岸の漁業

は，氷が去ると同時に吋)!乙込漁から始

まるコ弐いでもコナコ、もホタテ、も

サケ・マス、の順を追って毎年繰返され

るが，何んといってもその大宗はもホタ

テャ漁で町もこの漁如何でうるおうので

ある。サヶ・ 7 スもかなり水揚げされる

が，一部定置漁業者のf去をこやすだけだ

と口の悪い入はいう。

4月1日，市民、沿岸の被害の実態を見

るべく現地に出張した。長峰水産普及員

の案内のもとに河口付近およびポンド 7

リ方面を踏査したがその実情は弐のよう

な次第だった。

(1)常呂河口付近 かわがにの舞 20

尾と 5.6歳くらいのやつめ数尾が発見さ

れた。付近の入の話しでは，今までこん

なことはないが，数日前から，かに，や
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つめ類が多く打ちヒげられているという

乙とであったの稚魚は 5月に入らないと

姿を見せないようだの

(2)網走fMI]よりの沿岸ー尺内外の大や

つめー尾，小やつめ一尾が見当る。波

打ち際には紺架竹が 50桝穂の層をなし

て一帯l乙堆院し，岩日1:¥1乙は泥土が5糎く

らいものj手きで付差しており，その様は

唖然とする外はなかった。干潮であれ

ばさらにはっきり見ることが出来たので

あるが，満潮時のため遺憾であった。地

元の人の話しではとの状態は沖合の方に

も続いているということである。(写真

参照〕この付近は，常国漁協において，

ホタテ民の保護を加えていると乙ろで，

H'p年は無坦にこの地点だけに禁漁地とし

たといはれる。またコンプの養殖を計

り，昭和 31年度には 10，0)0個，昭和32
年度に 7，0:))個の投石をいる場所であ

り，金額i乙見穫って 1個の石(15貫)80 
円とすると突に石だけでも 136万円とな

り，その他筒コンプなどを殖え付ける費

用などを換算すれば莫大な金額である，

それだけにまた漁民の期待も大きいの

だ。養殖しているこの付近は，潮の流れ

が滞留しているため， コンプなどにとっ

ては適地帯なわけである。つまり湧別方

面より南下する潮流は三崎の突端に突当

って，はね返り停滞するわけであろうが

したがって返面また常国川から運ばれた

泥土および持物の沌澱場所ともなるので

はなかろうか。現在多額の金を投じて養

殖している，ホタテ， コンプなどが如何

なる結呆をもたらすか疑催されるもので

ある。

CS)築港 第一次，第二失計画のもと

にすでに 10カ年にわたって現在なお工

事が進められている。 23日イトムカ鉱業

所の廃液が常呂沿岸に達して以来28日

まで約1週間の問濁皮のためモグリJ作業

を中止しなければならなかったという。

(防破堤を延長するには，モグリを入れ

て底を均らすのである〕

廃液流出中は，河川一帯が氷に閉され

ていたため一般の人々の目にはとまらな

い状態にあり，一部浜辺の人たちが海の

色の変色に気付いて騒いでいたようであ

るn 常呂漁協では近く海中のコンプ，ホ

タテなどの被害調査に乗出す模様であ

る。なおとのことが4月 1日付「道新」

にも報じられていた。 ... 

対策…..3月26日，廃液が流れてから‘

一週間目である。浮水の不足から市のー

部にはなお断水の状態のところや，出て

もチヨロチヨロといった有様であった。

乙の日，市役所の会議室l乙被害明係者が

集り，各々の状況を交換し合うとともに

これに対する協議が行はれた。顔ぷれは

主催者側の市役所〔水道課〕を始め，ふ

化場，パルプ工場， クロパーバター会社

佐藤養鯉場といった面々である。ふ化場

からは，私が出席したが，実験の結果ゃ

あるいは鉱山廃液が水産に及ぼす影響な

どについて五十嵐先生が報告されている

ことを参考にして申上げた。結局北海道

知事と通産局長宛に被害l乙関する顕;末書

を添付して善処方の要望書を提出するこ 4・
とに決定し，清水水道課長が翌日これを一

持参して出札するに及んだわけである。

たまたまこの事件発生中のさなかに本

場においては， 25日， 26日の両日にわた

って支場長会議が開催する運びとなって

いた。 24日足野支場長が出札するに当っ

て，廃液の採水したものを持参され，本

場を通じて道水産課および河川課に報告

されたものと恩われる。 3月初日，道

河川課より係官2名，網走土木現業所よ

り1名，市役所より助役，課長など，計

6人が来場し，支場長の説明を聞いて行

かれた。また廃水および発見した舞死魚

などを見せるとともに河川の状態をみて

その翌31日には，イトムカ鉱山の視



察に向かわれたようであるつ ~jj被々害

者側のイトムカ鉱業所からは沼田， 21日

28日， 4 El 1日と所長を始め，弐長，課

長，あるいは札幌からも陳謝に来られ，

すでに万全を期していることを再三言明

して行かれている。

今後の問題・…・・イトムカ水銀鉱山は持通

硫，金，剣山で行われる青化法ではなく

単一浮選方法ともいうか，主な薬品とし

てでは，パイン才イル〔気泡剤〕つまり松

J ヤニのようなものを媒溶して，鉱石から

水銀が抽出される関係上，泥土質を除く

廃液そのものは概して毒性はないようで

あるが，粘土が非常に多いため白濁化す

るので非常に目につき易いわけであるの

廃液が1111このが冬季問であったことは

工場側にとっては，不幸中の幸いで，若

しこの水が今より 1~2 カ月後で濯概用
水に流入したら農民が大騒ぎをして，恐

らく会社は倒産の憂目に遭遇したかも知

れないのであるっすでに現在でも，工場

長を始め幹部連が各方面に陳謝のため，

出て工場の機能が麻所状態l之町1り，一千

万円からの損害だそうであるの今後さら

に賠償の問題も起きて来るだろうと思わ

占れるし，お互いに大きな被害を受けたも

のであるの

未開地といわれる北見国も年とともに

人口も増加じ，また文化の発達lとともな

って近代産業へと符しい発展ぷりで喜ば

れる反面，常片川l乙f主がれる廃液も増大

するばかりで， この廃液の昨守l土年々さ

け・ますの許 lてに現われて来つつあるよ

うにも考えられる勺今回の汚濁事イヰは13
形，無形を通じ各方面に甚大な影響を与

え，廃液l乙対する認識が一段と高まった

ζ とは何よりで「百聞一見にしかず」だ

ったと思っていあっ

今後の問題としてとり残されたことは
常貯沿岸の水産資源である η これはひと
りイトムカの廃液にとどまらず，芝浦精
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料f工場かちの古11茶所，北見パルプなどの

)姦j夜によって大きく 8-~~'~さわることと思
う。各工場側もよく乙の実態を見て今後

厳重に注意すべきことを要望したい。

当地方で鉱一山廃液で騒いだのは今年に

入ってからこれで2件、目…去る 2月24R

鴻之舞金山の排液が，モベ、γ川におft下し

て，元紋別治岸漁民が大騒ぎをした η ま

ったくこのところ廃液問題で悩まされる

面が多く， さらに一層真剣に取組.んで行

かなければならないと思っているの

参考までにイトムカ鉱業所の生産工程

図とを附記する (33.4. 5記〕

(北児支場技官〕

稚魚の保護と調査

本年の鮭鰐積fi号、の保護と調主主は昨年l乙

引続き， 5月下旬から地区毎lこ実施され

ているわ

対象地医は ci度島〕尻別，遊楽部， (千

歳〕静内石狩〔十勝〕阿寒-:!tI1腕地区

一太同 --J享岸地区〔北見〕網走， (ヲく

J集〕徳志別一枚幸地区一

の 8地Iズで，Jfr(とffわれる筒所は尻

別・太同の 2地医である《

一方，北海道鮭柄保護協力会連合会で

は「荊やせきげます， とるな稚女魚魚~、u一l比と「き

けますのF稚f廿t1魚1主4を千似米護して親

種類のホポ目スタ一 1叩0，00ω0枚のほか， 趣旨

徹底のためのチラシ 20，000枚を各地区

に送ったっ

チラシでは小女子網などに混獲される

一以下39頁へ一




