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目　　　　　的

水道水中のトリハロメタン(THM)は､原水中に含ま

れるフミン質などの有機物を前駆体とし､浄水処理過程で

前塩素処理や消毒を目的とした塩素剤の添加によって生成

する　THMはCHX3 (X=ハロゲン原子)という組成を

もつ化合物の総称であるが､水道水中に高頻度で検出され

るものはクロロホルム　CF､ブロモジクロロメタン

(BDCM)､ジブロモクロロメタン(DBCM)およびブロ

モホルム(BF)の4種であり､これらは動物実験により

発ガン性があるまたはその疑いがあるとされている1)｡日

本の水道水質基準2)では､これら4種のTHMについて

CF0.06､ BDCM0.03､ DBCM0.1､ BF0.09mg/l以下､

総THM (4種のTHMの合計量)として0.1mg/l以下

という基準値が設定されている｡

1994年4月に厚生省が公表した全国のTHMに係る要対

策浄水場のうち､北海道内では江別市上江別浄水場が最も

その水道水中THM濃度が高いとされた｡北海道保健環境

部(現環境生活部)は水道水源保全対策の一環として､ 1995

および1996年に､同浄水場の水源である千歳川について

THM生成能(THMFP)に係る負荷量の把握を目的とす

る水道水源水質負荷調査を実施した｡本調査は､千歳川流

域についての水質･流量調査と､水道水源上流の土地利用

状況､人口､家畜頭数､工場･事業場などの実態を把握す

る汚濁源調査からなる｡このうち､当所では水質･流量調

査を担当し､千歳川流域全体に関する概況調査2回および

流域を限定した詳細調査2回を実施した｡本報告では､水

質･流量調査結果の概要について述べる｡

方　　　　　法

1.調査年月日

水質･流量調査は､次の年月日に実施した｡

第1回概況調査: 1995年7月24日､第2回概況調査: 1995

年8月30日､第3回詳細調査: 1995年10月11日､第4回詳

細調査: 1996年5月27日｡

2.調査地点

千歳川は支第湖に源を発し､江別市で石狩川に合流する

流程距離約71kmの河川であり､支流を含む全流域面積は

4市2町にわたる約1245km2である｡千歳川からは上江別

浄水場のほか､長幌上水道企業団第2浄水場および千歳市

蘭越浄水場が水道原水として取水している｡

概況調査は蘭越浄水場原水取水点から上江別浄水場原水

取水点まで(流程距離約47.8km　を調査範囲とし､千歳

川流域全体を体系的に把撞できるよう､本流に6地点､流

入する1次支流6地点および2次支流2地点の計14調査地

点を配置した｡それらの名称などを表1に､模式的な位置

関係を後述の詳細調査地点とあわせ図1に示す｡なお､調

査対象とした流入支流は､調査範囲内で千歳川に流入する

26の1次支流のうち流域面積が比較的大きなものの中から､

流域の土地利用状況､事業場の有無なども考慮のうえ選定

した｡

詳細調査では､概況調査で対象とした支流のうち､

THMFP負荷量への寄与が最大であった旧夕張川(2次

支流である馬追運河を含む)流域を調査範囲とした｡旧夕

張川および馬追運河にそれぞれ3地点､それらに流入する



多くの小河川のうち､比較的大きなもの3 (第3回)また

は4地点(第4回)の計9または10の調査地点を選定した｡

これらの名称などを表2に示す｡

図1　水質･流量調査地点模式図

表1概況調査地点

3.調査項目

水質測定項目は､ THMFP､ pH値､色度､濁度､大腸

菌群数､アンモニア性窒素､硝酸性窒素および亜硝酸性窒

素､鉄､マンガン､塩素イオン､過マンガン酸カリウム消

費量､化学的酸素要求量(COD)､全有機炭素(TOC)､E260

(波長260nmにおける紫外吸光度)の14項目であり､これ

に河川流量を加えた計15を調査項目とした｡

4.調査方法

(1)試料の採取と水質分析:各調査地点における河川水試

料の採取は当所が行い､試料は保冷材入りクーラーボック

スで保冷して速やかに試験室に持ち帰り､分析に供した｡

ただし､ pH値の測定は試料採取直後に現地にて行った｡

THMFPに係る試験は､厚生省通知3)に準じて行った｡そ

の他の水質測定項目の分析･試験方法は､原則として上水

試験方法4)に準じた｡

(2)河川流量の測定:各調査地点における河川幅を測定し

たのち､適当間隔で河川流速および水深を測定した｡河川

流量は､それらの測定値を用いJIS K00945)に基づいて算

出した｡流量測定点は原則として試料採取点と同一とした

が､原水取水点など技術的に河川流速などの測定が困難な

一部の調査地点については､近傍の橋上からこれを行った｡

調査地点④舞鶴橋については､橋の構造上河川流速などの

測定に危険をともなうためこれを実施せず､上流直近の本

流調査地点⑤長都大橋および流入支流⑭剣淵川の各流量を

合計してその河川流量とした｡また､調査地点⑥蘭越浄水

場原水取水点については､北海道開発局石狩川開発建設部

の流量測定値(測定点:千歳市西越)をその河川流量とし



た｡なお､河川流速などの測定は､当所のほか､保健環境

部環境室環境整備課(現環境生活部環境室環境保全課) ､

道環境科学研究センター､江別保健所､由仁保健所および

千歳保健所が共同して実施した｡

表2　詳細調査地点

結果および考察

1.概況調査

第1回および第2回概況調査結果を､表3および表4に

それぞれ示す｡第1回概況調査時は､調査当日を含め､そ

れ以前1週間程度の間､当該調査地域での降雨はなかった｡

一方､第2回概況調査時は､調査当日および前日は晴天で

あったが､前々日までの数日間は降雨が認められた｡

(1)第1回概況調査:第1回概況調査における､最上流の

本流調査地点⑥蘭越浄水場原水取水点を起点とした流下距

離と各調査地点の河川流量､総THMFPおよびその負荷

量との関係を図2に示す｡調査地点⑥の流量は12.9m3/sec､

近隣の支流河川などの流入を受けた最下流の本流調査地点

①上江別浄水場原水取水点では42.0m3/secと､流下にと

もない約3.2倍に増加した｡本流各地点間の流量の増加は､

距離が長く5つの調査対象支流が流入する③広幌橋-④舞

鶴横間で最大であった｡調査対象とした支流の中では､ ⑧

旧夕張川(2次支流⑨馬追運河を含む)および⑦幌向運河

の寄与が特に大きかった｡

各調査地点における総THMFPは､調査地点⑥で

0.0146mg/lであったが､流下とともに徐々に増加し､調

査地点①では0.148mg/lと､約10倍に上昇した(図2 B ｡

各支流の総THMFPは､値の低い⑩輪厚川および⑫柏木

川を除く6支流(2次支流⑨を含む)では､いずれも①の

億を上回る0.15-0.20mg/lの範囲内にあった｡

図2　第1回概況調査における各調査地点の河川流量(A)､

総トリハロメタン生成能(総THMFP) (B　及び

総THMFP負荷量(C)



表3　第1回概況調査結果

表4　第2回概況調査結果

各調査地点の河川流量(m3/sec)と総THMFP (mg/l)

とを乗じ､総THMFP負荷量(g/sec)を算出した｡最上

流の本流調査地点⑥の総THMFP負荷量は､ 0.188g/sec

であった｡図2Cに示すように､流下とともに本流各地

点の総THMFP負荷量は増加し､ ①上江別浄水場原水取

水点における総THMFP負荷量は6.216g/secとなった｡

本流各地点間の総THMFP負荷量の増加量は､ ③-④間

および距離は短いが水田の面積割合が高い①-②問で大き

かった｡支流の中では､ ⑧ (2次支流⑨を含む)および⑦

の寄与が他の支流と比べ特に大きかった｡各支流の総

THMFPの値にはそれほど大差がなかったため､流量の

寄与の大小を反映した結果となった｡

(2)第2回概況調査:第2回概況調査における､最上流の

本流調査地点⑥を起点とした流下距離と各調査地点の河川

流量､総THMFPおよびその負荷量との関係を図3に示す｡

調査数日前の降雨の影響を受け､調査地点⑥の流量は22.9

m3/secと第1回概況調査時と比べ2倍近い値であった｡

最下流の本流調査地点①では58.6m3/secと､流下にとも

ない⑥の約2.5倍に増加した｡本流各地点間の流量の増加は､

第1回概況調査と同様､ ③-④間で最大であった｡支流の

中では､ ⑬漁川の流量が9.39mVsecと第1回概況調査時

と比べ7倍近く増加していたほか､ ⑩輪厚川､ ⑪島粉川､

⑫柏木川および⑭剣淵川についてもそれぞれ2～4倍の流

量増加が観測され､降雨による増水の影響が認められた｡

しかし､第1回概況調査において本流に対する流量の負荷

が大きかった支流⑦幌向運河､ ⑧旧夕張川および2次支流

⑨馬追運河の流量は､それぞれ前回の1/8､ 1/3､ 1/4へと

大きく減少していた｡これらの3支流はいずれも運河であ

り､周辺地域の雨水や沢水の集水､農業用水および生活排

水などの放流先としてその水量が保たれているという｡こ

れら3支流は南幌町および長沼町内を流下するが､図4に

示すように､その流域面積のうち75%以上が水田に利用さ

れている｡両町では1995年8月20日頃から農業用水の利用

を停止しており､降雨後にもかかわらず⑦､ ⑧および⑨の

流量が第1回概況調査時と比べて著しく減少した原因は､

これら支流河川への農業用水の放流量減少にある｡



図3　第2回概況調査における各調査地点の河川流量(A)､

総THMFP B　および総THMFP負荷量(C)

本流の各調査地点における総THMFPが､流下ととも

に上昇する傾向は第1回概況調査時と同様であった(図3

B)｡上流部の調査地点⑤および⑥の総THMFPは第1回

概況調査時とほぼ同程度の値であったが､調査地点①では

0.0991mg/lと前回の約2/3の値であった｡各支流の総

THMFPを第1回概況調査時の値と比較すると､ ⑩およ

び⑫では同程度であったが､ ⑪､ ⑬および⑭では30～60%

程度に減少し､ ⑦､ ⑧および⑨では1.3～2.3倍に増加して

いた｡総THMFPが同程度または減少した5支流は､い

ずれも流量が第1回概況調査時よりも増加しており､河川

の増水により流域から供給されるTHM前駆物質量が増加

すると同時に､希釈の効果も働いた結果と考えられる｡

最上流の本流調査地点⑥の総THMFP負荷量は､ 0.378

g/secで第1回概況調査時の約2倍の値であった｡本流調

査地点⑤-⑥間の増加量が小さいことは､第1回概況調査

時と同様であったが､ ⑤以降①までの間は流下距離とほほ

直線関係で増加し(図3 C)､ ①上江別浄水場原水取水点

における総THMFP負荷量は5.807g/secとなった｡支流

からの総THMFP負荷量の寄与は､第1回概況調査時と

同様に､ ⑧(2次支流⑨を含む)の寄与が最大であった｡

図4　調査対象流域(支流)または調査区間(本流)にお

ける土地利用状況

(3)総THMFPの流達負荷: 2回の概況調査における､

調査地点①上江別浄水場原水取水点の河川流量および総

THMFP負荷量を100%とした場合の､千歳川本流各地点

の流量および総THMFPの負荷率と⑥を起点とした流下

距離との関係を図5に示す｡また､調査対象とした1次支

流からの総THMFPの負荷率および未実測の総THMFP

負荷率(調査対象支流以外の寄与による総THMFP負荷

量に相当する)もあわせて示す｡流量については､起点で

ある⑥の負荷率がやや異なるものの､ ①にいたる増加の傾

向は2回の概況調査でほぼ同様であった｡ 2回の概況調査

における①-②間の変化率の差は､支流⑦幌向運河の流量

の差に起因する｡調査地点⑥および調査対象とした1次支

流の流量の総和である実測流量は､第1回概況調査で

33.95m3/sec､第2回概況調査では43.94m3/secであり､

流量に関する実測率はそれぞれ80.8%および75.0%であっ

た｡流量の未実測分は､主に調査対象支流を設定しなかっ

た⑤-⑥間の流量増加であった｡

一方､総THMFP負荷量については､ 2回の概況調査



ともに起点である⑥の負荷率は数%であり､流量のそれよ

りもはるかに低かった｡また､ ⑤-⑥間の変化率は対応す

る流量の変化率よりも小さく､千歳川流域全体の中で⑤長

都大橋よりも上流域での総THMFPの負荷はほとんど問

題とならないことがわかった｡千歳川本流の⑤よりも下流

域の各調査地点間の総THMFP負荷率は､第1回概況調

査では③-④間(44.8%) >①-②間(23.4%) >②-③

間(14.6%) >④-⑤間(7.7%)､第2回概況調査では③

-④間(30.8%) >①-②間(19.9%) >④-⑤間(16.8%)

～②-③間(16.2%)の順であり､ 2回の調査ともに③-

④間で最大であった｡実測した支流の総THMFP流速負

荷への負荷率は､第1回概況調査では⑧旧夕張川が24.9%

(2次支流⑨馬追運河の10.8%を含む)､ ⑦幌向運河が

19.5%と特に大きく､他の支流からの負荷率はいずれも

5%以下であった｡第2回概況調査では､総THMFP流

速負荷への負荷率が10%を超えた支流は⑧ (12.2%､ 2次

支流⑨の4.3%を含む)のみであり､以下､ ⑬ (7.2%) >

⑪ (6.8%) >⑦ (6.1%) >⑭ (5.8%)の順であった｡

調査地点⑥および調査対象とした1次支流の総THMFP

負荷量の総和である実測総THMFP負荷量は､第1回概

況調査で3.661 g/sec､第2回概況調査では2.685 g/secで

あり､総THMFP負荷量に関する実測率はそれぞれ58.9%

および46.2%であった｡総THMFP負荷量の未実測分と

しては､ 2回の概況調査ともに､調査対象支流を設定しな

かった②-③間での総THMFP負荷(第1回14.6%､第

2回16.3%)が最大であったが､第1回調査では③-④間

(10.8%)､第2回調査では①-②間(13.7%)および④-

⑤間(10.9%)の割合も高かった｡未実測の総THMFP

負荷量の起源としては､今回は調査対象としなかった支流

河川などからの負荷､本流の流下にともなう河川底質や周

辺土壌からのTHM前駆物質の溶出などが考えられる｡ま

た､長沼町舞鶴地区では千歳川から農業用水を取水し､農

業利用後に再び千歳川に放流するという｡この場合､下流

での本流流量は変化しないことになり､農業利用中に

THMFPが上昇するとすれば､それも未実測の総

THMFP負荷量に一部寄与すると考えられる｡

調査時期､調査前の天候､農業用水利用の有無などの条

件を考慮すると､ 2回の概況調査のうち､第1回概況調査

では､稲の生育期におけるTHMFP負荷の平均的な状況

を把握できたと考えられる｡また､条件の差はあるものの､

2回の概況調査により千歳川本流へのTHMFP負荷には

支流⑧ (2次支流⑨を含む)の寄与が最大であることが明

らかとなったため､詳細調査の対象範囲として旧夕張川流

域(2次支流である馬追運河を含む)を選定した｡

図5　河川流量および総THMFP負荷量の負荷率

2.詳細調査

第3回および第4回詳細調査結果を､表5および表6に

それぞれ示す｡

(1)第3回詳細調査:調査範囲における農業用水の供給と

放流はすでに停止されていたため､ ⑧旧夕張川および⑨馬

追運河の流量は､第2回概況調査時と比べてもさらに著し

く減少していた｡実際､調査地点付近の農業用水供給管箱

は干上がっており､旧夕張川および馬迫運河の流量には周

辺地域の農業用水の放流が非常に大きく寄与していること

を確認した｡したがって､第3回詳細調査では当該地域の

農業用水非利用時における実態を調べたことになる｡

旧夕張川最上流の調査地点夕-2 (西3線北12号橋)の

流量は0.019m3/secと小さく､いくつかの支流などの流

入を受けた中間点の夕-1 (堺橋)で0.145m3/sec､馬追

運河(⑨0.242m3/sec)の流入を受けた最下流の⑧では

0.408m3/secであった｡農業用水非利用時において､流

下にともなう旧夕張川の流量の増加には､それに流入する

馬追運河の寄与が非常に大きく､調査対象とした小河川の

寄与は小さいことがわかった｡調査地点夕-2､流入支流

A (零号排水機場)､ B (北6号排水)､ C (西4線北8



号橋)および⑨の流量の総和である実測流量は0.324

m3/secであり､⑧における流量の値を100%として､流量

に関する実測率は79.4%であった｡このうち59.3%が⑨の

寄与によるものであった｡一方､馬追運河の流量は最上流

の調査地点馬-2 (神社橋)から⑨までの流下にともない､

0.047から0.242m3/secへと約5倍に増加した｡第3回詳

細調査では､馬追運河に流入する支流河川は調査対象とし

なかったが､この流量増加には0号川などの河川のほか長

沼市街から排出される生活系排水も寄与していると考えら

れる｡

表5　第3回詳細調査結果

旧夕張川の総THMFPは､最上流の夕-2で0.153mg/l

であり､中間点夕-1では0.174mg/lとわずかに上昇し､

最下流の⑧では0.299mg/1と夕-2の約2倍となった｡こ

の億は概況調査時と比べ､ 1.5- 2倍高い値である｡各支

流の総THMFPでは､ Aおよび⑨の値が高く0.3mg/l以

上であった｡馬追運河流域の3調査地点の総THMFPは､

最上流の馬-2で0.589mg/lと最も高く､流下にともない

馬-1 (0号川合流後)の0.457､ ⑨の0.352mg/lへと減

少した｡これは､後述する含臭素THMFP (CF以外の

THMFP)に基づくものである｡

各調査地点の河川流量と総THMFPとを乗じて算出し

た総THMFP負荷量は､流量が小さい旧夕張川最上流の

夕-2ではわずか0.003g/secであった｡流下とともに総

THMFP負荷量は増加するが､夕-1 -夕-2間と比べ⑧

-夕-1問の負荷がかなり大きく､ ⑧における総THMFP

負荷量は0.122g/secであった(図6 A)｡調査地点夕-2､

流入支流A､ B､ Cおよび⑨の値の総和である実測総

THMFP負荷量は0.101g/secであり､旧夕張川の総

THMFP負荷量に関する実測率は85.8%であった｡この

うち69.7%が⑨馬追運河の寄与によるものであった｡

図6　第3回詳細駒査(A)および第4回詳細調査(B)

における各調査地点の総THMFP負荷量

旧夕張川上流域の調査地点夕-2､夕-1および流入支流

の総THMFPは､ CF生成能(CFFP)が主体であり､ 60%

以上を占めていた｡これに対し､馬追運河流域の3地点で

は､含臭素THMFPの構成比が総THMFPの50%以上を

占め､特に馬-2ではBF生成能が87.3%という高い割合

であった｡ ⑨の流入を受けた旧夕張川の調査地点⑧につい

ても､馬追運河からの流量の寄与が大きいため､その

THMFPの構成は⑨と類似していた｡旧夕張川上流域の

各調査地点の塩素イオン濃度が20mg/l前後であったのに

対し､馬追運河流域の⑨および馬- 1では200mg/l程度､

馬-2では1320mg/lという高い値であり､ ⑧でも139

mg/lであった｡これらの試料では同属のハロゲン元素で

ある臭素イオン濃度も高いことが推定されたため､夕-2､

⑧､ ⑨および馬-2の4試料について次亜塩素酸ナトリウ

ム法6)による臭素イオン濃度の測定を行ったところ､それ

ぞれ､ 0.24､ 0.47､ 0.81および4.72mg/lという値であっ

た｡臭素イオンを含む水を塩素処理すると､臭素イオン濃

度に応じて含臭素THMの生成比および総THM生成量が

上昇することが知られており7.8)､馬追運河河川水の高い

含臭素THMFPは水中の臭素イオンに基づくものと推察

された｡馬追運河上流には長沼温泉が所在し､その泉質は



塩素イオン10383mg/l､臭素イオン35.8mg/lを含むナト

リウム-塩化物強塩泉(1986年､当所温泉保健科分析)で

ある｡同温泉の排水は馬追運河に排出されており､農業用

水利用時にはその放流によって希釈され河川水中の臭素イ

オンはそれほど高濃度とはならなかったが､農業用水非利

用時には希釈効果が小さく温泉排水の影響が強く現れた結

果と解釈できる｡

表6　第4回詳細調査結果

表7　E260および有機物の指標項目とTHMFPとの間の相関係数

(2)第4回詳細調査:第3回詳細調査では､旧夕張川およ

び馬追運河流域における農業用水非利用時の実態をある程

度把握できたものの､総THMFPの負荷に対する大量の

農業用水の寄与を見積もることはできなかった｡第4回詳

細調査は､総THMFPの負荷に対する農業用水の寄与の

把握を主な目的として実施した｡

調査時は当該地域に広く存在する水田の田植え前であり､

しろかき後に放流される大量の農業用水の流入を受けた旧

夕張川および馬追運河の流量は､ 2回の概況調査および第

3回詳細調査時と比べ､大きく増加していた｡旧夕張川最

上流の調査地点夕-2の流量は1.35m3/secで第3回詳細

調査時の約9倍であった｡いくつかの支流などの流入を受

けた中間点の夕- 1で5.72m3/sec､馬追運河の流入を受け

た最下流の⑧では20.6m3/secであり､第1回概況調査時

の約2倍であった｡調査地点夕-2､流入支流A､ B､ C

および⑨の流量の総和である実測流量は14.23m3/secで

あり､流量に関する実測率は69.1%であった｡支流からの

寄与は､やはり⑨が41.4%と大きく､以下A (11.8%)

>C (4.7%) -B (4.6%)の順であった｡未実測分と

しては､ ⑧-夕-1間の流量増加が大きく､これには周辺

に存在する多数の農業排水路からの流入が寄与したものと



考えられる｡馬追運河の流量は､最上流の馬-2で1.19

m3/secと第3回詳細調査時の約25倍であり､中間点の馬-

1で5.02m3/sec､支流D (0号川)の流入を受けた最下

流の⑨では8.54m3/secに増加し､第1回概況調査時の約

2倍であった｡

旧夕張川の総THMFPは､最上流の夕-2で0.382mg/l

であり､中間点夕-1で0.331mg/lとやや低下したが､最

下流の⑧では0.410mg/lと再び上昇した｡各支流の総

THMFPは､ Cで0.688mg/lという高い値を示したが､

A､ Bおよび⑨では0.4mg/l前後で旧夕張川本流と同程

度であった｡馬追運河流域では､本流および支流の4調査

地点とも､その稔THMFPは0.41-0.43mg/lと同程度の

値であった｡馬追運河下流域の馬-1および⑨における総

THMFPの構成は､旧夕張川系のそれと同様にCFFPの

割合が70%程度であったが､最上流の馬-2の稔THMFP

は､ CFFPが約45%､含臭素THMFPが約55%と他の地

点とは異なっていた｡これは､前述の温泉排水に由来する

臭素イオンの混入によるものであるが､第4回詳細調査時

における馬-2の塩素イオンおよび臭素イオン濃度は､そ

れぞれ79.9および0.27mg/lであり､第3回詳細調査時の

1 /17程度の値であった｡

TOCなど有機物の指標項目やE260は､ THMFPの推定

に有効とされている9)｡本調査においても､表7に示すよ

うに､それらと総THMFPおよびCFFPとの間には強い

正の相関が認められ､ E260とCFFPとの間で最も高い相関

係数が得られた｡しかし､含臭素THMFPとの相関係数

は低く､それらの項目は必ずしも含臭素THMFPの目安

とはならないことがわかった｡また､第4回詳細調査時の

各試料のCFFPは､ 2回の概況調査および第3回詳細調

査の結果から回帰して得られたE260との関係式(CFFP =

0.8856× E260-0.0232)を用いて実測E260から予想される

値よりも著しく高いものであった｡ E260を測定する際には

水中に懸濁する粒子状物質を除去する必要があり､本調査

でも孔径0.45μmのメンブランフィルター通過液につい

て測定を行った｡前3回の調査における各試料の濁度が30

度未満であったのに対し､第4回詳細調査時の各試料は､

その濁度が440-1300度という大量の濁質を含むものであ

った｡この濁質に由来するTHMFPが相当高かったため､

実測のTHMFPはE260から予想されるよりも高い値を示

したと考えられる｡また､この濁質の多くは水田のしろか

き後に放流された大量の農業用水とともに河川に流入した

水田土壌粒子とも考えられる｡

各調査地点の河川流量と総THMFPとを乗じて算出し

た総THMFP負荷量は､旧夕張川最上流の夕-2では

0.516g/secであった｡流下とともに総THMFP負荷量は

増加するが､夕-1-夕-2間と比べ⑧-夕-1間の負荷が

かなり大きく､ ⑧における稔THMFP負荷量は8.528

g/secであった(図6 B)｡　これは第3回詳細調査時の約70

倍､第1回概況調査時の約5.5倍という高い値であった｡

調査地点夕-2､流入支流A､ B､ Cおよび⑨の値の総和

である実測総THMFP負荷量は6.004g/secであり､旧夕

張川の総THMFP負荷量に関する実測率は70.4%であっ

た｡支流からの寄与は､ ⑨が41.5%と大きく､以下A

(10.1%) >C (7.7%) >B (5.0%)の順であった｡馬

追運河の稔THMFP負荷量は馬-2の0.499g/ secから⑨

の3.536g/ secへと増加し､第1回概況調査時の約5.3倍

であった｡

第1回概況調査時と比べ､第4回詳細調査時の⑧旧夕張

川および⑨馬追運河の流量は2倍程度の増加であるのに対

し､総THMFP負荷量は5倍以上に増加した｡このこと

から､稲の生育期と比べ大量の農業用水を使用するしろか

き時期には､その放流量の増加分以上のTHMFPが河川

に負荷されることがわかった｡全流域面積の約1/4を占

める多くの水田をかかえた千歳川の下流部では､特にこの

時期に総THMFP負荷量が上昇すると予想される｡実際､

1993年の上江別浄水場の水道水中線THM濃度は､原水の

水温が上昇してTHM生成量が大きくなる7､ 8月よりも､

5月のほうが高い値であった｡千歳川は､流域における水

田の面積割合が北海道内で最も高いという特殊な環境の河

川であるが､水田地帯を流下する他の河川についても､し

ろかき時期には総THMFP負荷量が上昇する可能性が示

唆された｡

なお､上江別浄水場では､現在､粉末活性炭処理を導入

した高度浄水処理を行っており､その水道水中総THM濃

度は水質基準値の1 /10程度に保たれている｡

最後に､調査にご協力いただいた北海道保健環境部環境

室環境整備課(現環境生活部環境室環境保全課)､北海道

環境科学研究センター､江別保健所､由仁保健所､千歳保

健所､江別市水道事業､千歳市水道事業､長幌上水道企業

団および石狩東部広域水道企業団の関係各位に感謝いたし

ます｡

要　　　　　約

千歳川流域について､ THMFPの負荷を把握するため

の水質･流量調査を行った｡流域全体について実施した概

況調査の結果､調査対象とした支流のうち､旧夕張川およ

び馬追運河からのTHMFP負荷量が最も大きいことがわ

かった｡旧夕張川および馬追運河に流域を限定した詳細調

査により､春先の水田のしろかき後に放流される大量の農

業用水によるTHMFPの負荷が特に大きいと考えられた｡
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英　文　要　約

The surveys of water quality and waterf low rate

were made to estimate the loading of trihalomethane

formation potential THMFP)in the Chitose River basin.

In two general surveys over the wide range of the Chi-

tose River basin, the loadingofTHMFPfrom Kyu-

Yubari River and the secondary branch, Umaoi Canal

was found to bevery large among eight branches sur-

veyed. By the results of two additional surveysin the

limited area ofKyu-YubariRiver and UmaoiCanal,it

was presumed that a large amount of agricultural waste-

water, discharged from paddy fields after the seasonal

farmwork so-called shirokaki, shared a greater portion of

the THMFP loading.

Key words : survey of water quality and water flow rate ;

loading of trihalomethane formation potential ; Chitose

River


