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常呂川流域におけるアンモニア性窒素負荷量調査

Survey on Loading of Ammonium Nitrogen in Tokoro River Basin
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Loading of ammonium nitrogen (NH4-N) was surveyed in Tokoro River Basin. Loading of NH4-N in the

river between Honami Bridge and Kunーneppu Bridge was found to be highest among all points surveyed.

Particularly, loading of NH4-N in the river at Kiyomi Bridge. the downstream point in Ketonai River

feeding into the section in Tokoro River, was remarkable. Loading of NH4-N at the point occupied ca.

half of total those in Tokoro River Basin surveyed. Moreover, the number of streptococci and Welch

bacillus, an indicator of fecal pollution, at the point showed the highest number among those in all

points surveyed.
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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,その調査結果から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,水道原水について異

臭の原因物質であるアンモニア性窒素(NH4-N)濃度の

上昇や糞便汚染の指標菌である糞便性連鎖球菌等の増加等

が認められ,より慎重な浄水処理の対応を必要としている.

そこで,水道水源保全対策の一環として汚濁原因の解明

のため, 1997年4月及び8月に第1及び2回現地調査を,

そして1998年3月に第3回現地詳細調査を実施した.その

結果,畜産地域からの排水の影響が大きいことが示唆され

た1).

さらに,道は保全対策をよりいっそう推進させるため,

1999年11月に常呂川を重点対策流域に指定し,汚濁原因解

明のための負荷量把纏に係る調査を継続することとした.

今回はこれまでの調査に引き続き, 2000年3月に平成11

年度重点対策流域保全調査として,改めて常呂川流域負荷

量調査を行なった結果の概要について報告する.

方　　　　　法

1.調査地点

常呂川流域を体系的に把握するため,流域の土地利用状

況などやこれまでの調査結果1)に基づき,常呂川本流6地

点及び流入支流1地点の計7地点を調査した.なお,流入

支流については,これまでの調査結果1)からNH4-N負荷

量への寄与が最大であったケトナイ川流域を選定した.調

査地点の模式的な位置関係及びそれらの名称等をそれぞれ

Fig. 1及びTable 1に示す･

2.調査時期

本調査は2000年3月29日に実施した･

3.調査項目

水質測定項目は, NH4-N,硝酸性窒素及び亜硝酸性窒

秦(NO2-N, NO3-N),全窒素(Total-N),糞便性連鎖球

菌,嫌気性芽胞菌,大腸菌,大腸菌群,塩素イオン(Cl-),

過マンガン酸カリウム消費量(KMnO4消費量),生物学的

酸素要求量(BOD),浮遊物質(SS),リン酸態リン(PO4-P),

全リン(Total-P), pH値,臭気,色度,濁度,　E260 (波

長260nmにおける紫外線吸光度)の18項目であり,これ

に河川流量を加えた計19項目について調査を行なった.

4.調査方法

(1)試料の採取と河川流量の測定:各調査地点における試

料を採取し,河川幅を測定したのち,適当間隔毎に河川流

速及び水深を測定した.流量はこれらの測定値を用いJIS

K00942)に基づいて算出した.なお,試料採取及び河川流
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速,水深などの測定は,当所の他,環境生活部環境室環境

保全課,北見保健所,網走支庁,北見市及び訓子府町が共

同して実施した.流量の算出は当所が行った.

(2)水質分析:NH4-N, NO2-N, NO3-N, Cl-, KMnO4

消費量, BOD,色度,濁度,　E260については,試料採取

後速やかに北見市広郷浄水場検査室に持ち帰り分析を行な

った.糞便性連鎖球菌などの細菌類の試料は当所に搬送後,

直ちに分析試験に供した.なお, pH値,臭気については,

試料採取直後に現地にて測定･試験を行った.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1993年版

(日本水道協会13)に準じた.細菌類を除くその他の水質測

定項目については,当所及び北見市広郷浄水場が共同で分

析を行なった.

Fig. 1 Location of Survey Points

Table 1 Survey Points

結果及び考察

水質.流量調査結果をTable 2及び3に示す.調査当

日(2000年3月29日)には21mm程度の降雨が認められた.

調査地点の中で,支流A清実橋はほとんどの水質測定項

目の分析値が最大であった.特に,細菌類及びNH4-N濃

度は著しく高い値を示した.調査対象地域は畜産地帯であ

ることから,畜産系排水の影響が現れている.以下に

Table 2の結果から算出したNH4-N負荷量等について概

略を述べる.

1.河川流量及びNH4-N負荷量

本流各調査地点の河川流量と流下距離の関係をFig. 2

に示す.
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調査対象区域最上流の⑥学友橋では　8.85m3/sec,支

流等の流入を受けた最下流(D広郷浄水場取水点では13.1

m3/sec,支流A清実橋では0.89m3/secであった.本流各

地点における流量の増加量は, ②穂波橋～③訓子府大橋間

で最大であり,次いで①広郷浄水場取水点～②穂波橋間,

③訓子府大橋～④清住橋問の順であった.

また, NH4-Nの負荷量[負荷量(g/sec) =各調査地

点の流量(m3/sec) × NH4-Nの測定値(mg/L)]と流下

距離の関係をFig. 3に示す.最上流部の⑥学友橋では,

NH4-N 0.09g/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, 2.75

g/sec,となり,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.支流A清実橋は1.42g/secであった.

Table 2　Summary of Stream flows and Water Quality Analysis at Each Point of Tokoro River Basin

Table 3　Summary of Biological Characteristics at Each Point of Tokoro River Basin

Fig. 2　Streamflow at Survey Points

Fig. 3　Loading of NH4-N at Survey Points

2.河川流量及びNH4-N負荷の流速

河川流量及びNH4-N負荷量の各調査地点とそれら区間

における流達～の寄与の割合(寄与率)をTable 4及び

5に示す.

流量については,①広郷浄水場取水点における値を100%

とすると,全体の74%程度が実測できており,未実測(調

査対象支流以外の寄与による流量に相当する)分では③訓

子府大橋～④清住橋間の寄与が最も大きかった.

NH4-Nについては, ①広郷浄水場取水点における値を

100%とすると,全体の約55%が実測できた.未実測(調

査対象支流以外の寄与によるNH4-N負荷量に相当する)

分では①広郷浄水場取水点～②穂波橋間の寄与が24%程度
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と最も大きかった.支流A清実橋のNH4-N負荷の流達へ

の寄与率については,調査当日の降雨の影響を無視するこ

とはできないが,全体の約52%と半分近くを占める大きな

寄与を示した.また,前報の1998年に行なった調査1)にお

けるNH4-N負荷量についても, 2000年時の調査同様,支

流A清実橋のNH4-N負荷の流達への寄与率が大きく全体

のほぼ3割を占めていた. Fig.4に示すように,支流A

清実橋は,流量は小さいもののNH4-N濃度が高くNH4-N

負荷量に大きく寄与していた.このことから, NH4-N負

荷量が, NH4-N濃度に依存していることがわかった.従

って,ケトナイ川の上流域には高濃度の汚濁源が存在する

ことが示唆された.

Table 4　Contribution Ratio at Each Survey Point and Section on Stream flow

Table 5　Contribution Ratio at Each Survey Point and Section on Loading of NH4-N

また, Table3より,支流A清実橋の細菌類,特に糞

便汚染の指標菌である糞便性連鎖球菌や嫌気性芽胞菌数も

1998年時の調査1)と同様に本流の各調査地点と比較して非

常に高い値を示した.

上記の知見から,前報1)同様,常呂川のNH4-N負荷量

に対する寄与は支流ケトナイ川の影響が非常に大きく,ま
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た糞便汚染の指標菌も著しく高いことから,今後,特に畜

産地域が存在するケトナイ川上流域やその支流であるポン

ケトナイ川,おかの川及び協成川等を詳細に調査する必要

がある.

Fig. 4　Streamflow (A), Concentration (B) and Loading

of NH4-N in 1998 and 2000

要　　　　　約

常呂川におけるアンモニア性窒素(NH4-N)負荷量を

把握するために前報1)に引き続き調査を実施した.

NH4-Nの負荷量が大きいのは穂波橋～訓子府大橋間の流

域であった.この区間に流入している支流ケトナイ川の調

査地点,情実橋では, NH4-Nの負荷量が大きく,調査し

た常呂川流域全体の約半分を占める大きな寄与を示した.

さらに,糞便汚染の指標菌である糞便性連鎖球菌及び嫌気

性芽胞菌も調査地点中最も大きな値を示した.

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,北見市及び訓子府町,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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