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北海道東部に位置する別海町は、冷涼な気象条件や広大な土地資源を生かし、日本でも有数な大

規模酪農が展開されている。Ｈ１１年度から実施されている国営環境保全型かんがい排水事業では

別海地区、別海南部地区が完了し、大規模酪農の発展及び周辺河川等の環境保全にも寄与している。 

この事業により、これまでに整備した浄化型排水施設及びそれらが流出する河川では水質調査等

が行われ、水質浄化等に関する検証も行われている。 

本報文では、これらの検証結果と近年の水質調査結果を含めたとりまとめ内容について報告する。 
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１. はじめに 

 

北海道根室振興局管内に位置する別海町（図-１）で

は、以前から広大な草地を利用した大規模な酪農経営が

行われ、その過程で発生する家畜ふん尿や農用地等から

流出する土砂が周辺河川等への水域に流入し、水質悪化

が懸念されていた。 

そのため、国営環境保全型かんがい排水事業の事業実

施により、肥培かんがい施設及び水質浄化機能を併せ持

った浄化型排水施設を整備し、農業生産性の向上を目指

すとともに環境保全型農業の推進を図ることとしてき

た。 

これまでも、先行の別海地区において水質浄化効果の

検証を行ってきたが、本報文では近年完了した別海南部

地区で整備した浄化型排水路での水質浄化効果と周辺

河川での水質浄化の検証結果を含めて報告する。 

図-１  位置図 

２.  国営環境保全型かんがい排水事業の概要 

 

本事業の目的は、環境保全に資する各種事業との連携

の下に、水質浄化機能等多面的な機能を有する農業用用

排水施設の整備を行い、農業生産性の向上を図り、併せ

て環境保全型農業の推進に資することとなっている。 

主な整備施設としては、用水路（肥培かんがい施設含

む）、浄化型排水路（排水調整池、遊水池、土砂緩止林）

がある（図-３）。これまでに別海町では、別海地区（Ｈ

１９完了）、別海南部地区（Ｈ２７完了）、別海西部地

区、別海北部地区が実施されていて、浄化型排水路及

び周辺河川での水質浄化が図られている（図-２）。 

図-２ 事業区域・主要河川・調査地点図 
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図-３  事業による主な整備内容（イメージ） 

 

３.  過年度（H２６）までの別海地区における水質浄化の  

検証結果 

 

（１）浄化型排水施設の水質浄化効果検証 

a)水質モニタリングの調査概要 

別海地区では、地区内の農地等から排水路への土砂流

入を抑制するための土砂緩止林、土砂緩止林で保護され

ない排水路への流入土砂を除去する排水調整池、排水路

下流端で排水路に流入した土砂や水質汚濁物質を最終

的に除去する遊水池を整備している（図-４）。 

図-４ 浄化型排水路の施設配置 

 

b)排水調整池及び遊水池の浄化機能の検証結果 

検証の対象とした項目は、「環境保全型農業農村基本

計画」で定めた全窒素、全リンについて、流入部、流出

部で採水して濃度を測定し検証を行った（図-５）。 

 

図-５ 遊水池での採水地点イメージ図 

 

 

全窒素は、排水調整池：２施設、遊水池：３施設で調

査し、概ね１０年程度のデータより整理した（図-６、

図-７）。排水調整池及び遊水池ともに流入濃度が高い方

が、除去率も高い傾向にあり、土砂緩止林等で保護され

ない排水路の末端流域からの流入土砂を除去する目的

で設置されている排水調整池で流入濃度・除去率が高い

傾向にあり、結果として下流に設置される遊水池への負

荷も抑制される傾向にあることが分かった。 

図-６ 全窒素の流入濃度と流出濃度の関係 

（排水調整池） 

 

図-７ 全窒素の流入濃度と流出濃度の関係 

（遊水池） 

 

全リン（図-８、図-９）も全窒素と同様の傾向が想定

されたが、全窒素と比較し、単位当たり濃度が全窒素の  

１／１０程度であることから、顕著な傾向が見られなか

った。 

しかし、基準値の０．１０ｍｇ／Ｌを超える流入濃度

のケースでは流出濃度が減少する検証結果となった。 

 

 

 

 

 

除去率(%)=(流入濃度－流出濃度)÷流入濃度×100 
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図-８ 全リンの流入濃度と流出濃度の関係 

（排水調整池） 

図-９ 全リンの流入濃度と流出濃度の関係 

（遊水池） 

 

（２）河川水質モニタリングの水質浄化効果検証 

 

a)河川水質モニタリングの調査概要 

検証の対象とする河川は、別海地区内のほぼ中央を横

断している西別川でＨ１０年度～Ｈ２５年度まで継続

している調査地点（西別川橋、新生橋）(図-２)の水質

濃度をもとに検証している。 

b)検証対象河川及び観測期間 

全窒素は、事業着工前のＨ１０年度からＨ２５年度ま

でにかけて、ばらつきはあるものの経年的に低下傾向を

示していた。（図-１０） 

図- １０ 全窒素の流入濃度の経年変化 

全リン（図-１１）も全窒素と同様にばらつきはある

ものの低下傾向を示していた。 

図-１１ 全リンの流入濃度の経年変化 

 

Ｈ２６年度時点では、別海地区での整備による水質浄

化効果の傾向を検証し、実施中である別海南部地区、別

海西部地区、別海北部地区の整備進捗が図られることで、

さらなる水質浄化効果が期待されている。 

 

４． 近年整備完了した別海南部地区及び周辺河川の水

質浄化効果の検証 

 

（１）浄化型排水施設の水質浄化効果検証 

a)水質モニタリングの調査概要 

別海南部地区も別海地区と同様の目的で、浄化型排水

施設の整備を行っている。 

別海南部地区の受益は、大部分がヤウシュベツ川と風

蓮川の流域内にある。地区内で早期に整備し、長期に観

測している第七川排水路の排水調整池、遊水池について

は平成２０年から平成３０年までの４月から１１月の

月１回の採水から得られたデータにより水質浄化効果

の検証を行っている。 

 

b)排水調整池の浄化機能の検証結果 

全窒素、全リンの流入濃度と流出濃度の関係について

整理した（図-１２、図-１３）。 

図-１２ 全窒素の流入濃度と流出濃度の関係 

（第七川排水路排水調整池） 

全窒素（図-１２）は、水産用水基準を上回っており、
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流入濃度が高くなるにつれ、除去率が高い傾向にある。 

排水調整池（図-４）のとおり、上流側に整備されてお

り、農地から直接流入する土砂等を捕捉・沈降させる機

能を有している。 

そのため、高濃度の負荷物質を含んだ土砂等は排水 

調整池内に流入することで、流速が低下し、沈殿・捕捉

されやすくなる。それにより、流出濃度が低減され、排

水調整池としての機能を果たしていると推測される。 

図-１３ 全リンの流入濃度と流出濃度の関係 

（第七川排水路排水調整池） 

 

全リン（図-１３）は、ほとんど水産用水基準を満た

しており、流入濃度及び流出濃度どちらもほぼ同じ値を

示している。このことについては、流入濃度が低いこと、

濃度変化が小さいことから、排水調整池では捕捉・沈降

が生じにくかったため、どちらの濃度も変動が小さかっ

たと推測される。 

 

c)遊水池の浄化機能の検証結果 

排水調整池の下流部に設置された遊水池での全窒素

濃度、全リン濃度の流入濃度と流出濃度の関係について

整理した（図-１４、図-１５）。 

図-１４ 全窒素の流入濃度と流出濃度の関係 

（第七川排水路遊水池） 

遊水池での全窒素濃度（図-１４）は排水調整池を通

過した後の水であるため、流入濃度が低下していること

が確認できる。 

また、排水調整池の結果と同様に、水産用水基準を上

回っているが、流入濃度が高くなるにつれ、流出濃度が

低減される傾向にある。 

遊水池（図-４）は排水調整池の下流側に整備されて

おり、上流側で処理された土砂及び水を再度捕捉・除去

する機能を有している。 

そのため、遊水池の捕捉・沈殿作用によって、更に流

出濃度が低減されたと推測される。 

図-１５ 全リンの流入濃度と流出濃度の関係 

（第七川排水路遊水池） 

 

全リン（図－１５）においては排水調整池の結果とほ

ぼ変わらず、水産用水基準を満たしており、流入濃度及

び流出濃度どちらもほぼ同じ値を示している。 

そのため、流入濃度が低いこと、濃度変化が小さいこ

とから、あまり捕捉・沈殿されにくく、流入濃度や流出

濃度の値が変動しなかったと推測される。 

 

d)自動採水器を用いた水質経時的変化の事例 

別海南部地区内では早い時期に整備されている第七

川排水路遊水池において、水質の経時的変化状況を把握

し、濃度ピークや滞留時間を把握するため、降雨時(図

－１６)における自動採水器を用いた調査を試みた。 

調査では遊水池における濃度ピークと滞留時間を考

慮し、流入部や流出部において採水開始当初６時間は３

０分間採水、その後は毎時採水とし、計１８時間で２４

試料を採取した。その結果を(図-１７、図-１８)に整理

した。 
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図-１６ 厚床地点の降雨量 

図-１７ 流入濃度と流出濃度の経時濃度変化 

（全窒素） 

図-１８ 流入濃度と流出濃度の経時濃度変化 

（全リン） 

    

全窒素、全リンのピーク濃度は、ともに流入部に比べ

て流出部の方が低くなり、濃度から算出される除去率は、

全窒素で２２％、全リンで６３％と算出された。 

これらの値は、事業計画時の除去率設定値である２

０％を上回っていた。これについては遊水池を流下する

過程で窒素等を含む土砂等が沈降することで、濃度の低

下が見られたものと推察される。 

調査を行った第七川排水路遊水池の遊水池及び排水

調整池では土砂堆積に応じて併用後１～２回の土砂上

げが行われており、適時の土砂上げが機能の維持に寄与

していることが推察される。 

 

（２）河川水質モニタリングの水質浄化効果検証 

a)検証対象河川及び観測期間 

本報告での効果検証は、別海南部地区に関連する風蓮

川とヤウシュベツ川を対象とした。（図-２） 

観測期間は、風蓮川では上流の下風蓮橋、下流のサケ・

マス捕獲場を対象に平成５年から平成３０年まで、ヤウ

シュベツ川では上流の矢臼別橋、下流の浄美橋を対象に

平成１１年から平成３０年までの４月から１１月の月

１回の採水調査を実施した。 

 

b)効果検証項目 

 浄化型排水施設と同じ検証項目で水質浄化効果の検

証項目は全窒素と全リンについて検証した。 

収集したデータには降雨や融雪の影響のある出水時

データが含まれている。出水時は水質濃度が短時間で大

きく変化するため、経年的な変化を検討するには流況の

安定している平水時データを用いる必要がある。そこで

まず４月のデータは、融雪に影響されている可能性有り

として除外した。また降雨の影響期間については、１０

mm 以上の降雨があった日から３日を降雨の影響がある

データとして除外した。 

 

c) 風蓮川の水質モニタリング調査結果 

風蓮川では上下流の２地点（図-２）の平水時におけ

る全窒素の年平均濃度の経年変化を図-１９に示す。 

図-１９ 全窒素濃度の年平均濃度の経年変化 

 

全窒素の年平均濃度を２地点間で比較すると、事業

実施前と比べ事業実施中では濃度が高い状態が続いた

が、事業実施後に近づくにつれ、濃度が低下する傾向が

みられ、水産用水基準の１.０mg/Lを満たすようになっ

た。近年においては濃度の変化が横ばいになっており、

今後は風蓮川の上流域内での整備により、濃度が低下し

ていくと推測される。 

次に２地点の平水時における全リンの年平均濃度の

経年変化を図-２０に示す。 

図-２０ 全リン濃度の年平均濃度の経年変化 
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全リンの年平均濃度を２地点間で比較すると、２地点

とも水産用水基準の０.１mg/Lを満たしている状態で推

移している。事業実施前後と比較すると、事業実施前よ

りも実施後において濃度の低下が認められる。 

 

e)ヤウシュベツ川の水質モニタリング調査 

 ヤウシュベツ川では上下流の２地点（図-２）の平水

時における全窒素の年平均濃度の経年変化を図-２１に

示す。 

図-２１ 全窒素濃度の年平均濃度の経年変化 

 

全窒素の年平均濃度を２地点間で比較すると、上流側

の矢臼別橋よりも下流側の浄美橋の方が、濃度が低いこ

とが認められた。事業実施後においては、どちらも水産

用水基準の１.０mg/Lを満たすようになった。 

 肥培かんがい施設の整備や排水路等の整備により、負

荷物質や土砂の流出が減少したためであると推測され

る。 

 

次に２地点の平水時における全リンの年平均濃度の

経年変化を図-２２に示す。 

図-２２ 全リン濃度の年平均濃度の経年変化 

 

全リンの年平均濃度を２地点間で比較すると、２地点

とも水産用水基準の０.１mg/Lを満たしている状態で推

移している。事業実施前後と比較すると、事業実施前よ

りも実施後において濃度の低下が認められた。 

要因としては全窒素と同様に肥培かんがい施設の整

備や排水路等の整備が進んだためであると推測される。 

 

５. まとめ 

 

本報告では、国営環境保全型かんがい排水事業での事

業効果が継続的に発現していることを確認する観点か

ら、Ｈ１９年度に完了した別海地区の水質状況を振り返

るとともに、近年完了（Ｈ２７年度）した別海南部地区

で整備した排水施設及び地区周辺の河川における水質

調査結果を加えて、水質の経年変化と水質浄化効果を検

証した。 

事業区域内に関連する河川として、西別川、風蓮川及

びヤウシュベツ川が挙げられるが、これら河川の流域内

には、別海地区、別海南部地区に加え、別海西部地区、

別海北部地区が実施中である。各排水施設や河川の水質

調査結果からは変動があるものの全窒素及び全リンと

もに改善する傾向にあることが分かった。 

事業目的である「農業生産性の向上を図り、併せて環

境保全型農業の推進に資する」を実現させるためには、

当該事業による施設整備だけではなく、受益農家をはじ

め、町、農協とも連携して、施設の適切な維持管理を継

続し、熟成したスラリーを適期に適量を農地に還元する

など、営農面での取組による負荷物質の抑止も必要不可

欠である。 

今後も引き続き、整備した施設及び周辺河川での水質

調査を実施しつつ、水質浄化機能等多面的な機能を有す

る農業用用排水路の効果検証を行う必要がある。 
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