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目　　　　　的

良質で安全な水道水の供給を確保するため､水道水源の

保全は北海道において大きな課題であり､その汚濁実態を

把握し､水道水源保全対策を検討することは急務である｡

このため､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)では平成7年度に水道水源汚濁

源調査を実施し､この調査結果からその試験項目の検査値

が高い浄水場を中心に水質などの現地調査を実施すること

とした｡

常呂川から水道原水を取水している北見市広郷浄水場で

は､毎年3～4月の融雪水流入時に異臭をともなうアンモ

ニア性窒素(NH4-N)の濃度が上昇し､塩素剤の注入量

の増量や粉末活性炭の臨時的投入により対処している状況

にある｡そこで､水道水源に係る保全対策の一環として､

常呂川における汚濁原因解明のための負荷量把握に関する

調査を実施した｡

本水質汚濁源調査では､常呂川流域全体に関する概況調

査2回と流域を限定した詳細調査1回､計3回の調査を実

施した｡第1回および第2回概況調査では､ NH4-Nによ

る汚濁状況を体系的に把握するため､水源上流域全体を調

査した｡第3回詳細調査は2日間にわたり実施した｡第1

日日は広郷浄水場取水点から置戸町に至る流域を調査し､

第2日目は第1日日調査において､ NH4-Nの負荷量の増

加が大きい区間を調査した｡以下､その結果について報告

する｡

調　査　内　容

1.調査地点

第1および2回の概況調査を図1に､第3回詳細調査の

うち第1日目の調査地点を図2に示す｡また､第3回詳細

調査の第2日目の調査地点については､第1日日の調査結

果をもとに常呂川本流3地点および流入支流7地点の計10

地点を設定した｡その調査地点を図3に示す｡

2.調査期間

第1回概況調査は平成9年4月17日に､第2回概況調査

は同年8月19日に､そして､第3回詳細調査の第1日目調

査は平成10年3月26日､第2日日調査は同年3月27日にそ

れぞれ行った｡

3.調査方法

水質調査項目､水質試験方法および流量調査は以下のと

おりである｡なお､試料採取および水質試験は当所生活科

学部飲料水衛生科が行い､流量に関する河川流速､水深な

どの測定は､環境生活部環境室環境保全課､北見保健所､

網走支庁､北見市､訓子府町および当研究所が共同して実

施し､流量の算出は当飲料水衛生科が行った｡

第1回および第2回概況調査の水質調査項目は､ NH4-N､

糞便性連鎖球菌､一般細菌､大腸菌群､硝酸性窒素および

亜硝酸性窒素(NO2-. NO3-N)､有機物等(過マンガン酸

カリウム消費量: KMnO4消費量)､ pH値､臭気､色度､

濁度､塩素イオン(Cl-)､化学的酸素要求量(COD)､全

有機炭素(TOC)および紫外線吸光度(250nm, 260nm)

であり､試料は当研究所に搬送後､分析試験に供した｡

第3回詳細調査の第1日目の調査項目は､ NH4-N､

NO2-, NO3-N､ KMnO4消費量､ pH値､臭気､色度､濁

度､ Cl-､紫外線吸光度(250nm, 260nm)とし､第2日

目は第1日目の調査項目に加えて､糞便性連鎖球菌､一般



細菌､大腸菌群､ COD､ TOCを選定した｡第1日目調

査の試料については､速やかに北見市広郷浄水場検査室に

持ち帰り分析試験に供した｡第2日目の試料についても同

様であるが､糞便性連鎖球菌などは当研究所に搬送後､分

析試験に供した｡

水質試験方法は､上水試験方法1993年版(日本水道協会) 1)

に準じて行い､流量に関する河川流速､水深などの測定は､

JIS K00942)に基づき実施した｡

図1　第1および2回概況調査地点模式図

図2　第3回詳細調査1日目調査地点模式図

図3　第3回詳細調査2日目調査地点模式図

結果および考察

1.第1回および第2回概況調査

調査対象地域は畜産地帯であることから､汚濁源として

畜産系排水の流入が考えられる｡そこで､第1回および2

回概況調査では､汚濁源に関する項目として異臭の原因物

質であるNH4-N､有機物の指標となるCODおよび

KMnO4消費量､有機性窒素の微生物による代謝産物であ

るNO2-, NO3-N､また､し尿汚染の指標であるCl-､糞

便性連鎖球菌を選定した｡

第1回概況調査では､ NH4-Nの負荷量は上流⑦地点｢中

里大橋｣ (以下､地点は省略)から下流① ｢広郷浄水場取

水点｣にかけて必ずしも増加傾向を示さず(⑥ ｢学友橋｣

～⑦ ｢中里大橋｣および② ｢穂波橋｣ ～③ ｢訓子府大橋｣



間では減少)､第2回概況調査では､ NH4-N濃度は､ほ

とんどの調査地点で定量下限値を下回る結果となり､その

負荷量を把握することはできなかった｡

そこで､ NH4-Nの酸化物であるNO2-, NO3-N､有機

物汚濁の指標であるCOD､ TOCおよびKMnO4消費量等､

し尿汚染の指標であるCl-の負荷量､糞便性連鎖球菌を総

合的に評価したところ(表1および表2)､ ② ｢穂波橋｣

～③ ｢訓子府大橋｣間が汚染区間と推定された｡また､

NH4-Nは好気性下ではNO2-, NO3-Nに酸化されやすい

ことから､ NH4-NおよびNO2-, NO3-Nの合計量の負荷

量を窒素負荷量として算出したところ､負荷量の最も大き

い区間は③ ｢訓子府大橋｣ ～④ ｢清住橋｣間となった(図

4)｡

表1　第1回概況調査結果

表2　第2回概況調査結果

図4　第1および2回概況調査の各調査地点における

窒素負荷量



しかしながら､異臭の原因物質であるNH4-Nの負荷を

直接評価することは困難であったため､第3回詳細調査は､

第1および2日目と2回に分け､第1日目には常呂川本流

を主とした調査を行い､ NH4-Nの負荷量の増加が最大と

なる区間を把握することとし､第2日目には､ 1日目の調

査でNH4-Nの負荷量の増加が最大となった区間の本流お

よび支流を調査し､汚濁原因を把握することとした｡

なお､調査時期については､北見市広郷浄水場のこれま

での検査によれば､常呂川におけるNH4-Nの挙動は､毎

年3～4月の融雪水流入時にその濃度が上昇し､その後次

第に減少する傾向にあるとのことから､ 3月下旬～4月上

旬にかけての融雪時期に詳細調査を実施するのが妥当との

結論に至った｡

2.第3回詳細調査

第1日日調査の各調査地点における水質･流量調査結果

を表3に示す｡これらの結果から､ NH4-N負荷量(g/sec)

[各調査地点の流量(m3/sec) × NH4-Nの測定値(mg/l)]

を算出した｡また､本流各調査地点の流量およびNH4-N

負荷量と流下距離との関係を図5に示す｡

表3　第3回詳細調査1日目の結果

図5　第3回詳細調査1日目の各調査地点における

流量およびNH4-N負荷豊

まず､流量については調査対象区域最上流の⑦ ｢中里大

橋｣では4.53 ms/sec､支流等の流入を受けた最下流① ｢広

郷浄水場取水点｣では14.19m3/sec､支流c ｢清実橋｣で

は1.68m3/secであった｡本流各地点における流量の増加

量は､ ① ｢広郷浄水場取水点｣ ～② ｢穂波橋｣間で最大で

あり､次いで④｢清住橋｣ ～⑤｢1号橋｣間､ ② ｢穂波橋｣

～③ ｢訓子府大橋｣間の順である｡

また､ NH4-Nの負荷量については､最上流部の⑦ ｢中

里大橋｣では0.00g/secであったが､流下とともに負荷量

は増加し､最下流① ｢広郷浄水場取水点｣における負荷量

は3.97g/secとなり､増加量が比較的大きいのは② ｢穂波

橋｣ ～④ ｢清住橋｣の間であった｡

なお､ ① ｢広郷浄水場取水点｣ ～② ｢穂波橋｣間で

NEL4-Nの負荷量が減少しているのは､融雪水の流人によ

る希釈やアイスジャム対策のため冬期のみ取水口に設けら

れている仮築堤による河川水中の濁質の沈降促進によるも

のと考えられる｡また､ ③ ｢訓子府大橋｣ ～④ ｢清住橋｣

および⑥ ｢学友橋｣ ～⑦ ｢中里大橋｣問における流量の減

少は､融雪時期のため､調査時刻の差による河川流量の変

化が大きく影響したと考えられる｡

次に､流域での汚濁負荷は､流下過程で堆積､浸透など

によって減少､または支流河川からの流入によって増加す



るため､汚濁負荷が各調査地点に流達した割合(流達負荷)

についても議論する必要がある｡そこで､汚濁負荷の増加

の程度､すなわち負荷量の各調査地点における寄与の割合

(負荷率)を評価するため､最下流域での汚濁負荷を全汚

濁負荷とし､その全汚濁負荷に対する各調査地点における

汚濁負荷の比を算出した｡その結果を､流量および

NH4-N負荷量の流達負荷として表4および表5に示す｡

表4　第3回詳細調査1日目における常呂川本流と

流入支流の流量流達負荷

表5　第3回詳細調査2日目における常呂川本流と

流入支流のNH4-N流達負荷

まず､流量については① ｢広郷浄水場取水点｣における

値を100%として､全体の44%を実測でき､未調査(未実測)

分は④ ｢清住橋｣ ～⑥ ｢学友橋｣間が最も大きかった｡

NH4-Nについては､ ① ｢広郷浄水場取水点｣における

値を100%として､全体の47%を実測でき､未調査(未実測)

分は③ ｢訓子府大橋｣ ～④ ｢清住橋｣問の負荷率が73%と

最も大きかった｡また､未調査分の② ｢穂波橋｣ ～③ ｢訓

子府大橋｣間と支流c ｢清実橋｣の合計の負荷率も59%と

大きな寄与を示した｡

表6　第3回詳細調査2日目の結果

以上の第1日日調査より､常呂川流域におけるNH4-N

の負荷量の増加は調査地点② ｢穂波橋｣ ～④ ｢清住橋｣間

で最大であることがわかった｡したがって､第2日目調査

の対象は､調査地点② ｢穂波橋｣ ～③ ｢訓子府大橋｣ ～④



｢清住橋｣および､この区間における主な流入支流を選定

し､調査を行なうこととした｡

第2日目調査の各調査地点における水質･流量調査結果

を表6に示す｡また､本流各調査地点の流量および

NH4-Nの負荷量と流下距離の関係を図6に示す｡

図6　第3回詳細調査2日目の各調査地点における

流量およびNH4-N負荷量

調査対象区域最上流の④ ｢清住橋｣の流量は5.32 m3/sec､

支流等の流入を受けた最下流② ｢穂波橋｣では6.87

m3/secであった｡本流における流量の増加は､ ③ ｢訓子

府大橋｣ ～④ ｢清住橋｣間よりも② ｢穂波橋｣ ～③ ｢訓子

府大橋｣間が大きく､調査した支流の中ではc ｢清実橋｣

の流量(0.71m3/sec)が大きかった｡

NH4-Nの負荷量については､最上流部の④｢清住橋｣

では0.80g/secであったが､流下とともに負荷量は増加し､

増加量が大きいのは② ｢穂波橋｣ ～③｢訓子府大橋｣の間

であった｡なお､ ②｢穂波橋｣における負荷量は､ 2.06

g/secであり､支流の中ではc ｢清実橋｣の負荷量が著し

く大きく0.56g/secであった｡

次に､第1日目の結果と同様に､流量およびNH4-N負

荷量の各区間における流速負荷を表7および表8に示す｡

流量については､ ② ｢穂波橋｣における値を100%として､

全体の94%を実測でき､負荷率は調査した支流の中でc ｢清

実橋｣が最も大きく10%であった｡

NH4-Nについては､ ② ｢穂波橋｣における値を100%と

して､全体の83%を実測でき､未調査分(未実測)では②

｢穂波橋｣ ～③ ｢訓子府大橋｣間の負荷率が26%と大きく､

支流の中ではc ｢清実橋｣が27%と最も大きかった｡

なお､ ③ ｢訓子府大橋｣ ～④ ｢清住橋｣間における未調

査分のNH4-N負荷量および負荷率がマイナスであること

については､融雪時期でもあり､調査時刻の差による負荷

量変化が大きく影響したと考えられる｡

表7　第3回詳細調査2日目における常呂川本流と

流入支流の流量流達負荷

表8　第3回詳細調査2日目における常呂川本流と

流入支流のNH4-N流達負荷



以上､第3回詳細調査の結果から､融雪時における異臭

の原因物質であるNH4-Nの汚濁負荷の影響が大きいのは､

調査地点② ｢穂波橋｣ ～③ ｢訓子府大橋｣間の流域であっ

た｡

特に､ ② ｢穂波橋｣ ～③ ｢訓子府大橋｣間の流入支流ケ

トナイおよびポンケトナイ川の調査地点c ｢清実橋｣にお

いては､糞便汚染の指標微生物の一つである糞便性連鎖球

菌が1.6×103MPN/100mlと最も大きな値を示した｡

これは､調査地点c ｢情実橋｣のNH4-Nの負荷量が大

きいことと一致する結果である｡このことおよび清実橋上

流､特にケトナイ川は畜産地帯であり､他に大きな糞便汚

染に関する汚濁源がなく､一方､ポンケトナイ川はケトナ

イ川に比べて畜産農家が少ないことから､異臭に大きく影

響しているのは､調査地点c ｢清実橋｣の上流､特にケト

ナイ川流域の畜産系排水である可能性が高いと結論づけら

れる｡

なお､ケトナイ川流域以外の常呂川流域も畜産地帯であ

り､ NH4-Nおよび糞便性連鎖球菌が検出されたことから､

これら流域一帯の畜産系排水が汚濁源として影響している

可能性も否定できない｡

要　　　　　約

常呂川における異臭の原因解明のため､原因物質の負荷

量把握に関する調査を実施した｡調査は､流域全体に関す

る概況調査2回と流域を限定した詳細調査1回､計3回の

調査を行なった｡

流域を限定した詳細調査では､異臭の原因物質であるア

ンモニア性窒素の負荷量から汚濁の影響が大きいのは穂波

橋～訓子府大橋間の流域であった｡この区間内での流入支

流であるケトナイ川の清実橋の調査地点では､アンモニア

性窒素の負荷量が支流の中で最も高く､また糞便汚染の指

標微生物の一つである糞便性連鎖球菌が1.6×103

MPN/100mlと調査地点中最も大きな億を示した｡

これらの結果および清実橋上流は畜産地帯であることか

ら､異臭に大きく影響しているのは清実橋の上流域(ケト

ナイ川流域)の畜産系排水である可能性が高いと考えられ

た｡

終わりに､本調査に際し､流量調査にご協力いただいた

北海道環境生活部環境室環境保全課､北見保健所､網走支

庁､北見市および訓子府町､また試験室等を借用させてい

ただいた広郷浄水場の関係各位に深謝いたします｡
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英　文　要　約

In order to clarify the source of the odor pollutionin

Tokoro River, the pollution loading was surveyed with

particular attention to ammonium nitrogen as anindica-

tor of odor substancesin water pollution. The detailed

survey revealed that the water pollution between Ho-

namiBridge and Kun-neppu Bridge was remarkable on

the loading of ammonium nitrogen. KetonaiRiver which

is a tributary of Tokoro Riverin the section between the

two bridges, loaded the largest amount of ammonium

nitrogen among the tributaries surveyed. Moreover, the

number of fecal streptococci, anindicator microorganism

of fecal pollution, was 1.6 x 103 MPN/100 ml showing the

largest number among thosein all points surveyed.

The upriver basin from KiyomiBridgein Ketonai

Riveris a livestock area, and nothingis found to be a

pollution source other than the area. Therefore,it was

suggested that the water pollution of Tokoro River was

caused by the drainage from livestock farmsin the up-

river hasin of a tributary, KetonaiRiver.
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