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香南地域は､ 水の豊富な帯水層が少ないため､ 地下

水不足が深刻な地域である｡ また近年､ 工業用水の揚

水が計画されており､ 大量の地下水の汲み上げによっ

て周辺井戸に影響を及ぼすのではないかという住民の

不安もあった｡

そこで､ 揚水前の状況を把握し､ 揚水後の水質変化

の判断資料とするため､ 平成11年度より､ 取水井周辺

地域の水質調査を行った｡

また､ 平成21年度からは､ 飲料水としての利水の観

点も含め調査することとし､ 一部項目を変更して､ 水

質調査を実施したので報告する｡
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１ 調査地点

香南市内のハウス用水､ 生活雑用水等に利用されて

いる21ヶ所の井戸および香宗川､ 山北川､ 三又用水路

から平成11年度～22年度に年４回 (２､ ４､ ８､ 11月)

の周期で採水した｡ 採水位置は図1１)に示した｡

金田ら２)の調査により､ 各採水地点の水脈は3つの

河川に由来すると分かっている｡ 採水地点の分類と井

戸の深さは､ 次のとおりである｡

香宗川グループ：４地点 (K1～K4) ３～10m

山北川グループ：６地点 (Y1～Y6) ４～10m

物部川グループ：11地点 (M1～M11) ７～20m
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香南地域における地下水および河川水の
水質調査について

西山 佳央里・古田 和美＊・�宮 真美・宅間 範雄・西森 一誠
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【要旨】 香南地域は､ 水の豊富な帯水層が少なく､ 地下水不足が深刻である｡ 揚水対策事業として平成11年度～
22年度に実施した水質モニタリングデータを取りまとめた｡
１. 平成11年度～22年度の測定項目17成分 (pH､ EC､ Na､ K､ Ca､ Mg､ NH４-N､ NO２-N､ NO３-N､ Cl､ SO４､
Br､ PO４､ SiO２､ HCO３､ Fe､ Mn) を集計した結果､ 水質変動は見られなかった｡
２. FeおよびNH４-Nが多く検出された還元環境にある４井戸では､ 平成11年度の調査開始から､ 大幅な水
質の変動は見られなかった｡
３. 河川水のDO値は３河川でＡ類型以上を満たしており､ BOD値は２河川でＡ類型を満たし､ １河川でＢ
類型を満たしていた｡
４. 地下水のTOC値は水道水質基準を満たしていた｡
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２ 方 法

＜測定項目＞

pH値､ 電気伝導率 (以下EC)､ ナトリウム (以下Na)､

カリウム (以下Ｋ)､ カルシウム (以下Ca)､ マグネシ

ウム (以下Mg)､ アンモニア性窒素 (以下NH４-N)､ 亜

硝酸性窒素 (以下NO２-N)､ 硝酸性窒素 (以下NO３-N)､

塩素イオン (以下Cl)､ 硫酸イオン (以下SO４)､ 臭素

イオン (以下Br)､ リン酸イオン (以下PO４)､ 溶性ケ

イ酸 (以下SiO２)､ 炭酸水素イオン (以下HCO３)､ 鉄

(以下Fe)､ マンガン (以下Mn)､ 大腸菌 (ただし平成

16年の水道法改正までは大腸菌群として測定)

なお､ 平成21年度からはSiO２､ HCO３を廃止し､ 地

下水では全有機炭素 (以下TOC)､ 河川水では溶存酸素

(以下DO) および生物化学的酸素要求量 (以下BOD) の

項目を追加した｡

＜分析法＞

pH値：ガラス電極法

EC ：電極法 (25℃換算値)

Na､ Ｋ､ Ca､ Mg､ Fe､ Mn：原子吸光光度法

Cl､ SO４､ NO３-N､ Br：イオンクロマトグラフ法

HCO３：滴定法 (指示薬：メチルオレンジ)

SiO２､ NO２-N､ NH４-N､ PO４：吸光光度法

なお､ 平成21年度からは一部項目の分析法を以下の

ように変更した｡

Na､ Ｋ､ Ca､ Mg､ Cl､ SO4､ NH４-N､ NO２-N､ NO３-N､

Br､ PO４：イオンクロマトグラフ法
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表１に平成11年度～22年度までの各地点の地下水お

よび河川水の集計値を示した｡ 各成分ともに標準偏差

が小さいため､ 平均値で代表することができた｡ この

ことから､ 約10年間のモニタリング調査の間､ ほとん

ど水質に変動がないことが分かった｡

採水地点を水脈別に分類すると､ pH､ Mg､ NO２-N､

NO３-N､ SO４､ PO４､ Feを除いた10成分の平均値は､ 山

北川グループ＞香宗川グループ＞物部川グループの順

になった｡

金田２)らによって､ 香宗川グループおよび山北川グ

ループではFeが多量に検出され､ 窒素がNH４態として

存在する還元環境特有の水質を示す井戸が含まれるこ

とが報告されている｡ 引き続き､ 平成22年度まで調査

を継続して得られた結果は表２のとおりである｡

上記と同様にFeとNH４-Nが他の採水地点より多く検

出されていることから､ 地質および水質は調査開始以

来､ 大幅な変動はしていないと考えられた｡
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図１ 採水地点
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河川水のDO値・BOD値の結果は表３のとおりである｡

香宗川､ 山北川および三又用水路はともにDO値は河

川の環境基準 (表４) でＡ類型以上の基準値7.5mg/L

以上に適合した｡

BOD値は､ 香宗川および三又用水路ではＡ類型の基

準値２mg/L以下に適合しており､ 山北川ではＢ類型の

基準値３mg/L以下に適合した｡

地下水のTOC値は表５のとおりである｡

調査を行った全ての地点で水道水水質基準の３mg/L

以下に適合しており､ 有機汚濁が少ないことを示して

いる｡
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表１ 地下水および河川水の集計値 (平成11年度～22年度)

mg/L EC mS/m 25

mg/L 

表２ 還元環境にある地下水の平均値
(平成11年度～22年度)

表４ 河川に関する環境基準値 (抜粋)

表３ 河川水のDO値・BOD値 (平成21年度～22年度)



約10年間に渡り水質モニタリングを行ってきた結果､

一定量のデータの蓄積することができた｡ この期間､

水質に大きく変動は無く､ 揚水前の香南地域の水質状

況が把握できたと考えられた｡ また､ 飲料水利水の観

点からも調査を行うことで､ 住民に役立つデータの提

供を行うこともできた｡
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香南地域は､ 水の豊富な帯水層が少なく､ 地下水不

足が深刻である｡

揚水対策事業として平成11年度～22年度に実施した水

質モニタリングデータを取りまとめた｡

１. 平成11年度～22年度の測定項目17成分 (pH､ EC､

Na､ K､ Ca､ Mg､ NH４-N､ NO２-N､ NO３-N､ Cl､ SO４､

Br､ PO４､ SiO２､ HCO３､ Fe､ Mn) の集計値より､ 水

質変動は見られなかった｡

２. 香宗川グループおよび山北川グループの還元環境

にある４井戸では､ 調査開始以来､ 大幅な水質の変

動は見られなかった｡

３. 河川水のDO値・BOD値は香宗川および三又用水路

ではＡ類型に適合し､ 山北川ではDO値はＡ類型､ BOD

値はＢ類型に適合した｡

４. 地下水のTOC値は調査を行った全ての地点で水道

水水質基準３mg/L以下に適合した｡
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mg/L 

表５ 地下水のTOC値 (平成21年度～22年度)




