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この報告は東海地城工業瓶水源調査の一環とレ

鐸　懲澱認
購鞠灘蝶査部
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いて，電気探査・水質分析魯流量調査を含む絶下水総合

調査を行なつた結果をとり塞とめたものである．
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鑓一（螂）



綱県大丼川至鱒ξ幾地工業用水源地域謬翫．1鷺 （辮灘．1男・罵崎次欝・本懸…郎・武／，雛叢之・駕繊騰〉

その総取得　愈80，（）○脇轡撫yに達してマ・る．そ¢）うち

熱…髭価地下水から惑（），蜘が！蘇y，被圧爾地下水から，

欝，○○○ヱが／轟y，グ．駒約5，00飯が障縛が表流水から得ら

酵唱㌻てマ、る暴

　（婁）　工業用水以外の地下水利用は大半が上水道水源

とL、ての利用であ賛，ほかに養魚用・農業用にも利、用さ

れている．その総取得量は約欝，（搬懸激職響でそのうち

糸勺嚢肇（）（x）窯欝／雌羅ぎ跨醤鎌藁鷺1騰」融胆ドガくである。、

　（感）　大井川扇状地の容水地盤は大井川にょつてつく

られた沖積地であ塗，砂礫に富み．、1ゴ驚部では粘1濤三少な

く艶　臨賎鍾鐵，1癒涯ぐ雌叉の，容擁く養也漿霊となー》て慮δ摯糞　沖下溝藝書i翼罵マ》

くに従つて粘『i：二が発達し，被罵無地、下水の容水飽盤とな

ぜコ）業》幅趨）こ

　（導）麟洲扇状地のイく透水／舷盤は第購礪か軽な
摯欝扇ン阪養喪、嫉ヒ｛辮1、1．i蓬患オ雛よ難磯文¢蕩翼灘？桑雛一ド蒲玉に避みら才しる鋳署

三紀層に連なやている．基盤の形態は大井川の左側に沿

所）プ漏絶也1茎1寿霊湾讐くき　擁ヒブヲ1．1．舞礁オ馨．戯び蕎女《ひ屠く養蓄耀繋凱1『韓壽義罵〉て

瀞灘浅くなつている蘇基盤廉での深誌は谷の軸鴫監1隷鷺三1市

付近が約恭毒燃，董．，響士，鷺橋付近が約膿○撒脚欝ある、、

　（§）　欝難次糞患一ヒ童灘麟三には．齪ぎな濃滋孫鐸磁賞噂く冷＆」、蓬霞i費鳳

塗算識1し饗？羨多遙に1・毎ナ．1、二に向力、鷲アぐ老竃重力覧．’てい導降　ご』の糞慰｝ド

水はおもに大井想の薦か餅供給さ駐，ま想陶，部の被

圧漁地下水および湧水の漁養源ともなつてい纂、、

　（7）　ブくヂ1りi博引1－1｛r葺嚇の蓄鰐鱗繊難茎に窯・つ）のゴ、きな拶勧麹

帯があ姿，．汎蕊器は餓猷，冬韓には講温を示す幸水窯夏

の鷺講く鰺1には離軽う蒙黛響醗⇔ラ∫冬の学賜擁く期には糸触誌職誌！蕪㈹の

害／≦㌢榊姶裏勇む暴してヤ・る。

　（8）　羅1賭葵撮三の1毎7　皆・薩誘鯵γ1瓢撒の地」黙瓢霞婆叢舗を

陰慣，む被1麟地下水分布地帯がみ～れ，懸噴によつで各種

の用衣に利用され杷ぐいる、、訟の，地下水は低滋か〆）良，鱈で

あi穿．事講壕歳羅．隔1ぐ溝翻i3憂、／繊にll薦砿ζく1溝じ勲うに聾糞響姦に“溺辱

し，』ぐヤ、ξ毒，、

　（§）　演1　周篠一の糸吉鐸海磐ヅく男り準表藩議は購“繋竃膏暮、虹墾糸勺4

隻薫灘 ヒ？薫の漢慰、1叙爵蒸ら鋳ぎ1＝君　 蓑　　夢。マ・茸ご滋灘繍1し㎡ぐが婿慌7〉二1犬

態を示し，　翼職麟、時には霧、醜、，．の約％に全、鼻恐　至漁撒響湧鷺強

がが婿奨暢　 餐L／き扇壕犬壽患覗）圭磁鐸マ憐kと隷ひてマ・る礁　まア麦講

．伏燵三に1瀧ノ壕濱へ灘藩者罵愛轟もそ置）済撫 に鑓㌶》た；水　 がそ浄し」野

藩ミ／糞艇1紫しぐ璽・

　（達．○）　扇状地’域からすでに取得され双いる地下水量

は糸勺慧7y瓢響遷歌yで凌〉韓　季勇貰餐董響からの1勇ガ監餐薫癒瀦為晦

4（きフγ芝簸ξ▽礁玉y　と．箆叉撫む・と，　鐸“、臓．．繋．．との漏凱激糸勺籔〉フy徽登／

雛羅y　とな撃，慕野嶺幾葵馨．．1罵．／鶯えら謹㌻る愛滋1 1ぐガく薫1藩壌窯○醗駅と難

縢響磁曙　と擁ζ定さ離，る．その鱗ち約銭》フ：y瓢雛ノ撫yは工』業

拝卸水とL喫1｛糞利な1敷覧か㎡》恒蓄撮の被烹蕪議酉畿下水に織

雄、ノよ1　濃璽、（、

　（慧）　大井川表流水の水質は溶存成分裟窟み，とく賦

｝Kxンゴ，sO♂贈，《蟻聾および全．硬，魔などの成1分にその

傾向が強い．燃れらの原因は流域の地・質藤よび流路の議

然繰件に求め愚鵯とが適当襟ある。地下水の水質組成は
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壷行なつた。
唱
本
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　なお調査鵜あた摯，静岡県総合開発課・、鶴羅市商工諜，

ならび轍調査地域内各寮町村関係各位かぢ絶大なる御協
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慧．講齋の規模

　調査範囲
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　野外調査時期
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流量測定　大井川本流
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蓼測線　鷲測点

　　　馨工場
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　　　　欝回

　　　　欝本

調査員および野外作業の分担

第！次

試居　1翁之　慈由灘地下水調査

第鷲次

岸　　和男

本間一郎

比留州貴
第暴次

尾蜷次男・岸

被証狂闘地下水調査・工場調査

電気探査

水質分析

和男　灘川流量調査　慈懲面地下水調
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　露．蓋大粥蕪の機難

　大井川は，その源を南アルプスの雄，赤石岳・間ノ岳

懸どに発し，古期岩類かむな愚地層を南麺流下して支流

寸又川を合流し，瀧勲村神尾付近から第三紀層中を流下

するに従が炉爾燦平野部も開け，盈魏数瓢鷺に及ぶ広大な

三角扇状塊を形成しで駿溝湾轍ぞそいでいる．本流の流

路難長は約縁娯凱，島額市よ夢、ヒ流の流域漸積は約

業，（懸擬がとなつている．扇状地轍入つてからの大井川

は河幅が1k驚轍ど轍広が！），平水時においては，水漸

幅慧嚢細＄伽の流氷路が数條に分れて流れている．河川勾

配は扇状地に入つてからでも，約ヲ顯であ勢，急流河川

紅属し，上流からの砂礫の搬出が激しく，年々河床が、転

昇してきた．河床は扇頂部付近では薫署お濫び大きな礫

からなり，下流に筆灘鵜従がい径が小さく癒り，？鵜二1付

近で撒礫および粗砂からなつて糖る．

　扇状地に流入する諸海川は，大畢柳の羅かに大代揖・

栃痢川績頼1芦川など，　＄つの小河川があ蓼，そのうち大

代潤が大井川本流に合流するだけで，その繊かの諸河規

は，扇状地を流れる用水などを合流して直接海にそそい

でいる。そのほか扇状地には網の魏のよう轍張診めぐら

されている農業用水路と湧水が水源となつている泉川な

どの水路がある．

　雛．繋　大井川襲灘おぶび諸寛流の水荊稽

　大井川上流部の表涜は，井川・奥泉・大井川など大小

いくつかの発電所で利用されてお！），今後もなお§カ所

ほどの発電所が新設される予定で，発電用としては最大

限に利用されている．下流部の表流水はおもに農業用水

に利用されてお渉，現在でも最大30が！鯉ほどが水利

権として得られ，今後さら轍醤ボノ鋤嚢獄どが取ら才聯

予定になつている。慧のように大井川表流は現在および

今後ともその大半が襲業水利権総おさえら淑，てお！），工

業用水としての利用をはかるためには，単急に大井川の

流量，農業用水量，河州維持水量等を調査して余裕水量

を求めておく必要がある。現鹿工業絹水としての表流の

利用量はわずかに葱翼羅，憩癒がほ碁で，、難田市の東海

パルプK，K、で剥用されている鵜すぎない．

　蜜た扇状地紅入る諸支流も，その嶽流量のほとんど全

量が農業用水刺権として取得されてお塾，今後，他の懲

1籍えの使用は困難視される．

塵．地響水葦踊§の現瀦

墨．藍瓢叢鞘永澗矯の覗況

調査地葦或内に1おけるおもな工場の工業用ガく取得量およ
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鰻凄婁巌　雌下水講、灘 縫

び利用現況は第翼表に罫し・たと：お！）である．この地域に

は工業用水を地下水に依存する工轟が馨○数工場存在する

が慧，3の工場を除くと食贔加工業などの中小工場であ

鎗，それらの1陽の地下水取酵歎はいずれも少繊なつ

ている，、廉たこの美甑蕩薫におけるユ1ン業用ヌ擬原はきノ鷲にラ藤■く

鳶、、1、暴董肺東海メルプK．K．における表流の利用を除いて，

ほとんどが地下水に依存してお静，地下水の工業用水取

得！量は』輯講7S，○（矯驚戦獣どである。そのうち賑海懸地下

水は，藤枝市から、ヒ流側の地域で工業用水総取得量の鍛

％に轟る約5暮，瞭矯耀撫yが，合計懲本の井戸か　取

得され，おもに冷却用と洗浄用に使焦1されている．訟れ

ら自由面地下水を取得している工業用井戸の深懸はほと

んどが菊～鍍5撒口径／、驚一2解であ1），ボアホールポンザ

で「揚・水してお墾，　工1本当1）の揚水；蓑は驚欝灘簿爆となつ

ている．被無三面地下水は藤枝市から下流の地域で約緯，

鰍嫌懇縛が取孝零塵れてお鋒，そのうちの大部分は焼津

市における食品加工工場て手洗浄用に使用きれている．燃

糎ら被磁藤地干水を舞駁得レてい蕎井｝は約欝数本あも），

蓉饗／鷺は畿とんどが！（x）璽鷺霞解愛婁　“二羅は婁岬三2ザとなつて

マゾぐき糖叡敷ポンプは韮葺難簸逡1鷺の／氏轄・程．がyプを奮轄用して

いる。

　盛．慧　工業用緊K以タトの雲惚下灌く牽辱爾の醗5鑑

　調査地域内におけ星1）工業矯水以外の地下水の利璽は襲

おもに上水道水と養魚用水であ勢わずかに農業用水に毒

利粥されている．｝ヒオ燐蕊とおもな養魚ノ馨水の蝿ギ／今叡取得

薫難およびその紫華用壕犬薮総は舞事驚糞に茸鮫卿た訟お撃である轄
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　一ヒ渉嬉藁ン／く藩試とレて翼寵震豪している叙／，0（）1）騰容緯慕yのうち

鱒％に当る約！2，c鵬翌烹耀総yが帥三細地下水か渇，約

工（）驚○○（）鵜謎／d蕪ぎ力駕｛犬毒1蒼ガ蒐捧嵩ら翼文霧さ壽■L，残i）牽㌻呂塁（1叙）騰零

！慮yが被圧驚眺1下水から取得慰れている．勲だレ被駈

販鱒患隻下ヌ餐は隣騒，によつて孝辱てマ・るので欝翻籔慰胤／艶距1二1してい

るオく・ kは欝鷲尋疇歎ぴ）餐幹1墾分ほどで野驚夢は劇忍・だに軽驚している

考畷壕犬である穀

　養、！，気用水は藁澱嚢轍示してあ茎、）ほかは多数諾＞打込み井

罫享紅、より，　肇薩縫猟臨心ド露くをご扮董恥瞬尋してい導だ！すでき糸惹

取得、款は2，（x）（捧轡蓋yほど紅すぎない難

鎧　調査地域齢地質鳶容水地盤

　銭蓋　墨惣褒裏患質

　大井川扇状地熱その北側に新第三系の下部に相嶺する

大井川騰群　諜第三系の瀬戸川篠，鮮および粗爾薫鵡1の

山地が連な鞘蕎鯛1に・砂礫1妻に1，翌罫む牧の原融蝿三をよう熱，

この問』西から疎蔓に糞鍵／かつて，扇ヌ疹の1ζき横擁韓畢がヲ難露／戎さ童ゼぐ

いる韓

　北套鞠、1、1地を講驚する大タ・1癖1爆2群は主として舞『是｝か1｝浮、忍
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濫原が隆起し開析を受けたもので，荒い砂轟よび礫から

毒1匁三叢水度の騰いま覆旨葵に属しているが，㎜i部に1嚢水腰
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も1豊1鷺馨窪韓弄fめ藁建）ま　穣1ではソく許卜芦1≧1揮翼藤ぎよ1）は恐壕為な

1、灘所にみられる趣このように』二歳ヂ・轡li、扇状地は羅黛灘、L麟雛恭

プく蒲耀》が1嚢雌煽xの／夏桑い蝿膿£漆為らな．婁筆《1鱗顛／、の声磁一Fオくぴ）

1溺嚢・1騰重糞がほとんど郵亨影デ罫）寒㌻ているどいえ．る轄

　霧．慧　簾く井資料によ篶地下地質

　1大三慧りi藤溺プ1醸こ／愈溜礎魔駁）脚i3（壌激の7郵ヂξ急7耀・惣ヲぐ爵奪ガス

井が相1　傷られるが，憲く井資率の残毒れてい恐井戸

の分瞬ぎが雰罵葵1却撫㊤」：疑流難3お，よび瀬1騨．部に片鄭よガつている

ため，広く地域全体の耀ぎ下地鞍を舞馨るためには信鳶譲懸蕊

う同資薯纏とな膝と艶その漫曳がご♪ない箒集めら綾㌻た禽・彦遭1鷹掌

本の誌く井柱状資料の警ち，一部を．戴一耀驚北一一南の方

鹸3に響己衝l！して・み恐撫舞峯3図鈴よう読なる。なおこ誕㌻らの

盗繕がえられた淋ニア驚の圭雛簸麹杓戴蓋総蓉愈難謬驚図に糠くしてある聰

　こ辱バしらの壕藁〉武資料窮）うち弄紅蓄毎身ξ蔦プ蓬叢舞二：瓢二携i｝黛話づ縷嫡》

紬以深に馨、騰疑記藩れてい恐ものは，、1，畢i市北方山地

を構成す恐瀬罫f川∫1一群に禰蟻すると思聴驚れ，また麟鉄藤

枝髪付“近の明治欝融．讐K講乱の？（｝撚以溜藷に基盤と記趣惣．て

い・ものは縢枝珪ざ北方山鱗の大井州1萎1韓に相当するもの

とみ蹴毒離’恐恭また煮範｝綴五、轄か1象藁方約麓／燃黒に｛窯置す

る焼1薦然ガス井の柱状資料によ蓄誌墓盤は約鴛賑潔以

鱗響こみら津も，　爵譲　獲から再ぎに訴ギ1かい懸、重敷に灘妻くな恐鱗箋1薄

叢鮮罫しズマ・る崇

大擁洲扇状趣の薦側では部講／嘘道水源井唯一本が塾

盤まで達してお1ラ，柱状薫料鵜よれば約熱（1欝以深が基盤

3？一一α頴、〉



趣　誕舗査所お瀦報　（第欝巻　第鷺弩〉

欝　3　蒔　5　蕪

h

　　…
　　　　纐
　　圭二

鋤　率
　　瑛　　箏

一ゾも翻

妻

鱗ゴ

募
鯵，

ギ
還
ヨ

驕
建

暮

セ

1く　f

韻

馨

灘3魏

陰，

i　l

l鍬き1

7　　8　　9　　緯　　穀　　嬬　　13　　羅　　貼

薩蓋難

脇饗
翼鶯輸羅、

口齢

翅
護ii

今　　饗

　　　　　　　／一
　　　　　　　ノi＼

　感　　儀　　　　　1　　　　　言欝　　浅　　肇

　跨　　　　　　一、、裟
　　　欝、　　、箏、　　　　　雛　　ξ．嚢　　畿　　襲

　脇　　黒　　　　　　　　　ノ、＼　　鋤　　勢　　　　　，窪

5　，艦　　／～　　穴　　　　　単　　　　　　　　1　　綴　 八／

　～胤　　！～　　　　　蕉　　葬　　　　　 駿　　1　　　縣

　　　　鰯粥　　結　　　　…
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　翅毒

大舞讃機舞駿岬曝孤お静るきく擬醗毅地難醜

お記蕊れている．この基盤はさく井蟻点南方約器（）懲の

牧の原台簸下部紅存躍祀る相．鎚麟群と達なつているものと

，穏、われ，慧の付近の基盤はかな蟄の職9配をもつて北方に

深くなつているこ廠を示している．

　以上のように大井鑓扇》沃地の帯水層の／事さは扇類部イせ

近で約獣）螢，焼津電付一近で約！7（擁箕駕塞で確かめ燃れてい

るが，扇状地中央部については鱗もかとなつていない。

憲熊捧積層は二谷窺橋付近から上流側婚はほとんど粘土を

含んでお熱ず，基盤薮で砂礫／，響が続いて塗噛爾地帖描1ズ水齢

良》・帯水層とな鰐）ている．一方谷難橋付近から下流側で

は粘土が多くな墾，砂・礫Pとの互層が続き，被墜磁地腰融劉

7襲疑）良寡翠な講慶灌く爆おなつてマ・る勝

　灘．灘　鷺戴欝1螢綜蕊懲欝激奮癒盤の規縷

　電薫探査は第2図縫示すとお参，第璽一第獲の3灘線

を設定レ各櫓欝糺／二鵜は，ほ鋼淑｝（）轟壌，｛X樽搬おきに合欝

蓋暮の摂導、薫を設け，こ才しら各欄婆、1慧において，比華猛勢㌃斐去のう

ち嬉極法嚢、1麹、探査を行なデた．各測点紅おける電極籐開

の方覇は第蕪図に示したとお鈴であ茎入電極閥隔馨識雛

婁艶よ！）始め3，難，馨，嚢，鶯，聯，撚．慧貸，40，難（），繕．

婁○，鎗○，欝○，22謬，3蕊難と増1大し，叢叙1欄32s凱ま（で

測定した．測定に際しては，深度の糟大に伴ない電流・

電位電極騨）数を増力鑓／て，測定精度の低下慰繋愛ぐ燃妻紅

努めた。そグ）測定結果を深疲比抵抗曲線’として第鑑図一

第ε図紅，またこれらの曲線を解析した結果を，比抵抗

断顧図として，第学図岬第嚢図に示した．

　第唄翼一第懇図蹴）深度比抵抗曲線によると，各測点と

も深度の増大に伴なう比抵抗の変化は，低論高・低のi型

態を呈し，三層構造を示している。その比抵抗値は地蓑

付近で200佃8奪○漁一灘を育妻し，深くなるに従つて漸次高

くな！3，耀ξ高茎，○○○鯉2，00（）嚢一撚に達し，それからは掌余々

に滅少レて，最低暮○～叙）漁一瓢を示すが，さらに測定深

度を増せば一一そう低い比抵勢慧イ直を示すよう鵜なる、

　憲た，第薫測線においては，同一瞳漿度に対する比抵抗

値は，欝測点間発かな！）の相違が認められるが，第蕉・

第羅測線と移るに従い，ほ∬…定の値を承す傾両が兇ら

れる、なお，第鷺測線の測点rA」における曲線は，こ

の麹帯の第三紀層の露頭上において測定し・たものであ唱り．

窟ン第董測線の測、傑ヂ4」は，，大井ノ馨右嫌の洪積台鱗、熱

3藝・一（慧紛
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にて測定したもので鮮で撫の1則、熱撫は雇犬薪兄を異に1して輸・る窃

　次に比抵抗断爾図（第？図酬第灘図）幡ついてみると嚢

各測線とも3層構造が認めむれ，第工層は地表下窯一3

撚紅水平轍分布し，その比抵抗値は欝恭一？○○，轟一凱諏か
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鋒霧嚢蒙1　　ま動豊馨勢t麟・懇碁灘（享1鱒蒸翼灘嚢菱）

癒1）不規則な肇 菱を示している．第一層は各測線訟も懸園

中央部付近が議も厚く，灘線の端に麟かう轍従つて漸次

鷹メ　ごき，慧じ艶　その嚢紺誉雄完は嚢叡）掬慧，3（）（｝晶一懲の嵯藷Lノマ隔藷蜜

㌢・糞．．ゑ噺テ紫してマ・る。　この心～ぎ薄誌雛は糸勺叙）解駅）蕪一工議の／践マ憶

比抵抗憾ど撃す第鎧譲が分布し，第製測線において鐵，

比較的地下浅齎よ！）認められ最も深い漸でも地表下約4（1

灘美携深に一分矯写しでマ嘱る力叢，参霧叢錘鐸峯翼慧潜擾泉と警蕎㎜i弐」蝋るに

つれて深くな、1），第羅測線紅おいて騰～亀、深い所では，地

繋鳶帯ド蓋誉○螢をス1梁に・ぞの分・布力鱗慧めらオ灘る鵜1欠にこ奪bらs

擦鷺の耀三撫灘約．な、落麹巽を言暴瀦1に桑麟拶ナ脚郵愚と，舞羅／覆尋ま婁　簿瀞／

糞線におい｝ぐい一ダ津寿蔓、．霞蝋皿柵ヂ2酎3ご鷺絹り猛に亙2；く1分燐落して

いる窃

　簾導2驚のラ》麟霧幾懸葉は空舞客嵐潰擁泉においては／l癖灘Y舞．癒ソぴ

申き璽罵繭寸表幾で，藷憲馨謎塚㌘邸3凱まで震、懲め軽オ集，　壽ごこ二から；大，擁二

洲麺1類かぐ）て灘1次麟厚を増し，大井州河原では，地表下

畷徽まで分布している．大井川メ　の第二慧測線において

は，久、叢衛綿瑚寸近で地蕪野約1籍蓬で第2層が、，ひめ

津も夢鋳讐国瀞線と縫鱗叢にブく蓼書り1蓑こi自憩壽yつて溝妻費欠驚舞馬茎、勲嚢聴し

大讃・／彗事彰華拳お難“ぴ／漁牽勺獄）騰の毒霧さ窯で論懇冨）られ，鶴塾大渉1二

州右鼻．， 鱒第鷲澗線では初倉村大柳付近で地表下器墾まで

第2層が認められ，牧¢原台地紅向かつて漸次浅くな1），

1覇1三1二1付・近になると地表“下約1欝撚と濾＝つている岱第1藻測線

においてはヲず灘の瀞擁泉に妻雛絞瓠て舞i客2．霧は澤幾もノ蓼1く，懸暴

枝群下琴熱・鐘近で地表下約蕪撚塞で認められ，第翫，第

鷺測線烈講様紅大井川の方に向かつて漸次層厚を増レ大

ヂ搾1緯町プ翠：嚢舞猛で糞藪璽）彰饗くな墾，瀕叢馨疑下糸勺騰（）撒まで二分噴芽

し畷いる．また大井鑓右爆の書鐵町大幡付近では，深度

約鋳鷺窯で第慧層が分布してお！り南方の牧ヂ）猟欝地紅向

露』ぜ）てき麟1火ど驚くな畷〉いぐマ、るむ

　第3層は，類2層の下位／広く分布し・てお渉地下深部

裟て等達沈／でヤ・る瀞

　こ津L建、）3／灘の澱話、麗はシ　さくヂ事饗馨率穿，養蓼三．糸灘薄糞懸凝護、、熱に

おいて澗定した曝識探趨、資料および，牧の原洪積毒地』ヒ

続おいて測定じた竃繕、査資料などから寧lj断すると，第

！層は表土を表わし第2層は捧積屡，第鱗．、よ第三紀

／欝を曜モしていると撃蓼え旺）オ～る沿

　講藷簾に　1る才中積璽碧激おもにヅく井川のす鰐床堆薫責物から

な麹　その比抵抗臓が各測線とも濠で一定跨値を紫して

いることからして．その堆拳責相に著L．　変化がないも銘）

とノ轡、翫）薄㌻る。

　第3層慰嶽る第三綻壕は調査地・周縁の山地を構成する

第三紀層轍連な1り，扇状地容水地盤の不透水性基盤をな

すものと推定される、この不透水雛墓盤の形態は地下谷

の騰多をLてお！）？毎に陶力誌い漸次携1、薫を煙蓬．擁じ，∫谷¢）至紬は豊

現在の大井川の左轡／溝岸に沿つていて，爾側のlil地に海

かつて漸次浅くなつているごとが明らかと瓢つた．

蕪．　重趨下罐く鷺慧

　叢．蓋　海麟薦士趨下欝蘇

　薦盗地域内における藍潔≡1瀬地下躍くの流動状鰹を知るた

め，昭拳籍34年馨月と3静、三雲月に糸箏4難傘、縣の浅ヂ朽盤地㎜ド

水の水比抵抗・水位・水滋などを測定した．それ鈍の結

媒は第鐙図と鐸騨2図に示L』ぐある．唱次にそ溺、らの澄／定

懸1鐸塾の梯毛要書を滋慧ジミる螂

　水紘抵抗

　調査地域内において約拠○点の浅井戸を選んで水比抵

壽慕を測定L・たが，それによれ、ば，全調熱約にいつてレ扇状地

力縄い雛鑑示じ，海辮部に向かうに従つて低い

縫を示している．そのうち大井絹右岸の金谷ウ鵬、は平均

Lノて篠1い髄1を示らし，，．大代絹が山闘部をでた付近が最も1、i、葺

くて鴛，○○鍼藷畷難奮を示し，金谷町1東方で8，《）（X）窟鴫鶯を

薄≒レてい灘の一1方大ジ率川ズ翔の畢鶴購鷲賓寸1近では涯二業幾葡3で

は憩，（ぬ0漁稽瓢台を示すが紘の地墜．に比較毛，〆て距1雛の

餐鱗合暑ご髭ヒ嚢難癒の／氏甜脚粁力翫大きく窒塾績橘1、．1ゴ驚イ寸章蕊で毒ラ（）（X羅誌一

煮難　脅を蔀し・ている砦　威たこグ）鍵懸惹でソく講二川裟孝誉つた茸慧

講二の薩慧表1ぐま慕mをス重渠iの．i趨｝1ぐ雌く｝激　ま也表1葦濡諾麦鷺レ・蝿ぎヂガく

とヲ藝憐醸を蘇、にレ参ガく紮じオ黛毒雛汰賦），（X矯Ω一償簑駈二単し幾i購維

猷聾樵讐1藩鞭鋭なくな／：》てマ・る。

　谷／二／橋から下流の扇状地では谷1瞬翻・1近が矯，（鵬蕪一

覇雄を胃憂し鉾擁難峯：密1聾こi惣ゐー）てイ態くな夢5妥蟹）0識一磯箕台

を紫している．

　地下水位

　舗査地全体の地表瀬からの地下水位は⇔．5獄一鷲螢と

なつでお！）地区によつてかな！ラの養がみられる。そのう

ち魂鷺以㎜1：瓜を雪ヤす鍵1懸こ雑1，金二谷ケ欝麺）糟．i．．ぜ騰郡付近，大井州

り舞飛、講響状地の ．ヒ端部付1、鷺，および島／鷺授道説島・御講付

近轍み　離．，とくに島田市付近で憩鵜以．．熱を示す地区

がみられる毒また津鐙群、内の浅い地i鑑は，金谷1町北方付

漣蹴婁富、発橋から太平橋にめ、けてのプく誘轡衛覇岸付1逓となつ

蚕）一ぐ蟹羅）
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　　　　舞蓼！置醸1　　鵜講，．，隷母溶／プKま駄繕奪．鯵；に嚢聾撫懸薄二轍

　　　　　　　　　叡異愛灘業態脚ド譲く雌く妻嫉慧〉叢葱麟叢鐸雛鞘イ1

て㌢・恐辞

　地，下水灘

　∫慰下ガ麟雛の漂il定／愈艶昭｝麹1議茎鱗鷺の聾疑撫1と13鐸麟遍芝二）冬塗鱗に

行なつてお鰍　　織期には慧遡》驚℃の纏を示L．冬才難驚

は鴬一癖℃を5糞しているが，　分布形態は謝無菰婆4期と

ではかな！）異な窮　罷期に低混を示す地区が冬期㌫1訟1ぎ，1

編玄を叉難し事寒た夏妻縮鶏1婁．蓋を／騨づ蝋義1鎮鷲が腐嵯夢繋鱗は低イ　＿示

すどいン現象が鐸地猷みられる．六ごえば金谷ケ原（地

下水濾乱は夏期紅は」蔚驚部が！2℃台跨低温を；示鳳．下流

寳1誕こ麟壌かう続蒙詑つ刷ぐ鐵三くな参ぎ　1金谷駒嚇峯プyでは蕪欝£・爵

を潔しているの賦対L・，　冬期には、．ヒ流至，i玉が選、7℃　の1撮

を万衛し樫ド藩難瓢に酸1かうにゴ察／）て蕉桑く乳£郵）穿　謡謡谷鰺ギ薦、弩ヂ』欝

爲噴費を示してい養．また島灘市付近大井川沿い地区の

耀喪下怨鶯以携嚢の超三下水顕三1．は，第葺図く楚1穀．，．．てあるよ

うに年間鴛～欝℃露1難で変化し，礪添．勲び表流水混

と灘臨涯ぐ擁煽騒のコ野融、漆蕊窯愚㌦墨力．月おくれ乱．嚢邑録めらオ曝る軽

　以．．翫の燃撫から大拘鵬．1状地㊤地下水の流動状態と供

給調）状態を推定すると，この慰域の地下水は，大井川本

藩蔦およ《罫）綻豪癒・弄韓ガくなどの蓑　篶ガくと纏斗妾な関1系、劾蓬寺ち警

瀧幽嵐糞流水か　供給憲れて活発に流え氏，δている墨、融と

写ぴ，竃爵琵恐“そして筆雲罎「下ガくの演醗1の1嚢1　窺なものは艦、露

所ほどにみられ，いずれも大井川本流か1）の供給が1、糞も

〕大きな忌．蕃乱球凄奪をしめて㌃ψ恐鞭

　大井川宥燦金谷ケ原の地下水1叢牧の原台地と撫大井川

扇伏地残．簸．とのあいだ緯　大井ノ鰹窺の伏没灌透水を鹸

辛禽さ叡今大代川表流か　 笥も、プて代揖が山閲，議をでた付近で

供藩ヤさ承してい灘瀞葺．　残1二から大選壌酸繋、窯橋．餐での、絡い

だか註もプくヂド川鐙賛諏1．衣が蓉鞍給さ敷てい考　　こ騨）耀三区の

地下水の｝動は全爆に活発であ樽誇をの鷺　『をなし、てい

灘碧？は，五教1村譲拳藏三寺一一謡谷1町代塚仁岬罫一一葵響灘蕎鰐畷か

窪慧愈遭塾つてマ・罫も調〉と擁難さ象し養“大露凱川．／1男娠薫麟t虐》鈴

4蓋一（業35）



地質調癒’統月報儲噛3巻第繋勢・

〆㍉ス囎磯　騨
純

⇔　一搬聯難㌻寒麟灘獣獅養勢警

軸 舳轟逡挙擁離鑓韻蒲難露土轟水も費融声

講捻麟　覇藤灘覇鰍水熱癒綻・旗濃等敏線および齢嚢辮・灘水欝の藻鞭1

2本の水源井はこの地下水の流融、の端の所に掘られてお

！），深さ翫糞，径蓉驚の箋号井戸で惣O識1癒の熱お衝地

下水を得てお！3，i号井芦から約⑳漁離れたと鑑ろの2

号井欝（深さ鴛撚径i禦）でも！号井戸と隅時に揚水し

て撚勲壽撫の地下水を得ている。，

大井鎖左岸島繊布付近には，稲荷町付近から谷覇橋の

1方に向かつて地下水の流れがみられるが，ここでは大井

川表流からぴ）供給はそう多くは行なわれておらず，流動

状態もそう括発ではない．むレろ慧の地域では大井川莚

沿つた地域の地表下蔦驚以深の所汐）地下水が漁発に流

鋤しで恥る．この地下水は前にも述べたように水混が年・

閥慧一欝℃の間で変化し，しかも気温とのずれが約3

力薄轍どおくれて認謹）られるが，このような現象を示す

地下水は表流水から多量紅供給され活発就流動して野る

ことを明らかに物語つてお！），おそらくは大井川の表流

水が大分離れた地点で地下水に転化し，ある月覇を経て

流下してきたものとみてさしつかえない．

大井川左岸谷鶉橋から』下流側り扇抹地の地下水は，谷
　　　　　　軌『　　　　　　　　脚　　鯉麟　　寧稀
蹟橋から憲士箆橋裟でのあいだの広い範囲韓おいて大井

　　　　　　　　　　　　　　　　懸摺表流からかな！り，多量の供給を受けて焼津市の方に尚、，

かつて比較的活発に流動している．窯た谷鑓橋よヅド流「

　　　　　　　　　　　　　　　　饗の右岸地滅で薦大井川畿流からの地下水供給が行なわれ

ており，吉剛町の方紅向かつて流動している．

藏議湧水
もともと湧水とは地下水が地表爾に湧きだした墨、ので，

ふつうでは鐵磁面地下水の水瀬が地表薗に接したところ

に湧幽する．したがつて，湧水帯撫は地下水の水位が浅

いと鑑ろの範囲を示す甕、のであ墾，塞た湧水量が多いと

いうことは，そこの地下1水が豊欝であるともいえる．大

井川扇状搬の湧水帯は第捻図轍示してあるよう韓，大井

川溝韓付近爾燦蕊金硲町北方韓みられ，蒲翼付近蕪っの

湧水帯はぞれぞれ約惑岬8㎞鐸もぴ）広い地域から湧水し

て籍る．それに対し金谷北方の湧水帯ははるかに小規獲

であ！り，その｛葡積は約畿4難鵜皇嶽ど紅すぎない．これ

遮2一（且総）



静岡舞，鑑大井鎖扇状地工業用水源地域調蓋報欝（岸勲男・罵崎次、響黒本闘…郎・就屠油z・エ繍薄暇）

ら1睾つの湧水帯の大きさは扇状地の自由面地下水の水位

が浅マ・ときと深いときとによつて，すなわち豊水期と渇

水期によつてかな蓼変化レ鮮そ叡、に伴なつて湧水量もプく

ぎく変化する．

　河1二lf寸近窯つの湧，水帯の湧雌く量は費両岸湧水帯とも嗣

じ程度であ夢，合計して，夏の豊水期には約§ガ／瓢，

冬の渇水期でも4瀟廷機鷺馨懇豪の水量が溝出している．水

温は他の河川や農業用水などの表流水に較べて夏期茜．は

低温，冬期には高漁を示し，流水路の水混を測定しただ

けで，その水1洛の流水が湧オくからのものか，そうでない

かがはつき診、兇分けられる、裏た比抵抗の値も8，00麗》

灘以上を示している．窯た，この湧水は，水質グ）点か

ら潔水量の点からみて，大井川¢）表流か驚そのほとんど

全量が供給藝れているものとみて蹴、つかえない。

　金谷町北方の湧水帯の湧水羅は豊水期で約慧が！灘，

渇水期では○羅漁言撫難£ほどにすぎないが，水潟は河隣

付近の湧水帯とほとん顔剛》であ！），水質はいくぶん良

質となつている．そしてこの湧水は，大井川および大代

川よ1）供給されているものと考えられる．

　慈．欝　被鷹薦蠣下水

　焼津市から南側海糞毒ま沿いに牧の原台地突露赫1に至る幅約

71欄の地域に印嚢帯を含む被圧面地下水の賦存地帯が

みられる．第鴛図に焼津市市街地を除いた扇状地内の被

圧面井芦の分布と欝噴する範囲を示Uてあ恐．これら被

圧磯井戸の約半数は，上水道水源に利用されてお1），残

鯵は養魚辮とか工業絹に利用されている．井戸の深さは

海岸付近で憩○一i3（1鯨であ墾，燐韓市の南側付近で～最も

深く吉田町に向かつて艶蜜た海岸よ！3離れるに従㎡て〉て漸

次浅くな認ている．これらの井戸は口径4グ以脚Lのも¢）が

大部分をしめ麟噴してお勢圧力漁1の高さは海岸に近いと、

鵯るほど高く，現在海岸付近では地上鐙数驚にも達す愚。

それ1こ伴なつて海麟付近の井戸の感騰　1は多く，4ゲの井

戸でi，Q（めm呂／藤Ly程度：窪創の井戸で2肇（矯Q魚iワdξ起y以

．ヒとなつている。しかし，肖噴帯の．爆駁付近では当然圧

力灘1が低くな郵），1ξ趣質量もぐ身なくなつて，深さ約7雛慧の

8が井で約80（hが績叢y／黛ど．深さ約難暮燃の井戸では・全

然1却嚢しなくなる．

　現在，趨噴帯全域の尉機　．は慧三i　i！，（／0飯がほどと、児

込まれるが，実際に使用している．難は約半分ほどである．

濤1嘆帯の宏．側末端に当る甥津轟市街地では野約難本の深

井罫聾こよ！ヲilヨ議や嚢，（）○（擁x葬ほどの肇皮狂慧蒲地下欝くを工

業用水として使用しているが，各井戸とも藏横　仰が極端

韓少なくな陰，自畷のみでは所定ぐ）水　蒙が得られず，ポ

ンプ耀水を行なつている．そ離、らのポン・プは，　4酬曝ダ

のヒ慧一1がルボンプであi），Uたがつて揚水水位は欝燃

以上にはなつていない．

　また焼津駅付近から東側の地区では，焼津ガ黒田の影

麹を受けるためか，地下水中にガスの成分を含むように

な参，山地に向かつて漸次水比抵抗の纏が低ぐなタ，水

滋も高くなつて工業用水としての使絹に適さない状態と

なり量的轍も少なくなつてくる．

　撫噴帯上限よ鯵、ヒ流地域で，すなわち嶽噴によ敷ない

で被圧．薦地下．水を取得している井戸は扇状地の縁に当る

藤枝市の明治製菓K課瓢の工業用井戸と，その反対側の

縁硫当る憲濁町簡易水滋水源井のみであるが　前述の電

気探査の結果などか1翁状地中央部でも，被圧面地下太

を取得で導るものと、愚われる．
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藤妓灘1灘絵製藥K．蚕《．澱鐘罪濱）懸旗試1．．、ぎマし1録

　憲た明治製菓K．K．の深井戸（深度賂燃，径！単）の

揚水記録（第蔦図〉によれば，現在のところ蕊本の井

芦で冨隻，○○○驚暮雌鰐・礁ど賦）水叢垂鎖が適．驚．揚水の範隣至内でえ

弗れるとい5繰件をそなえていることになる。そし。て多

少鰯減はあろうがこ¢）程度の水こは惣餓多を含む被圧

面地下水分布地域内のどヂ）地、夢獣でもえられ懲ものと思わ

れる．

　これ群の被騰面地下水の水温は欝一／§℃を示し、，水

比抵睦識の値も8警○○（｝脚lu，（x沿蕊一c灘の比較的霧讐い値を

承し，奉痩圧面地下水分布蝿三域i麹ではどこの地、薫でも大き

な変化は認められていない．このような、1献から，ここの

凝建圧灘地下水の流才レは，ある限られた1幅のせ憲い1水脈と

Lて流れてい騰ものではなく，扇状地全域に帳広く同に

ように流れぐお夢夢しかもその潜動が繕発iであることが

うかがえρ。れる、，そして，水質がすぐれている、彊から，

囎　て欝わ
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L湧水しているものと考えられる。

　支流のンち取も大きな流域面積を有する瀬詳ず川は，獲

は！／購覇受賃育塾搾疑縄鑑から糸勺3蝕撒ほどほ翁晦力、む｛犬没：噴城る修1

海があ1），藤枝市塩ケ原で測定じた流舞約暮惑叢轡灘が

牽麟蒙川合流点窟で紅伏没してしまう．支流稲塞川は，瀬

戸川河道に入るとすぐ轍伏没を始め合流、薫から約憩⇔鶯

下流の所憲で1鵜全．羅が伏没してし象う鞭なお34年鐙月

紛薦査の折には藤枝市勝草橋付近でも伏没の傾向がみら

れ，流誌び撰1加鑑伴ない伏没灘もある脚、㌦までは増加す

るもグ）と、慰、われる、、

　朝捻奈川および業梨川は，大代川・瀬戸川と同様に伏

没¢）傾向を示し，爾支流合1、÷○．翫が煙Cが伏没してい

る⑦

　孝輝山鐸1・ぞ慰芦瀞精・鱗《シ覧繕藷川については費ミ濃：グ）≧伏墾験は撚豊

かめら津もていないが鮮き灘宋の）沃嶺兄・や｛漁の嚢1ぎ川めツ翻児か一〉

判断しで多少は伏没しているもの熱懸、われ蕎．

　大井州右爆側，牧の騰、洪積脅地紅源を発する湯蒲川は，

騒3・一（蓬駅》）
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伏没の状態は認められず，下流側で増加する傾向を示し

てヤ’観

　各支流の比流量を第祭表に示してあるが，それにょれ

ば支満叢山間欝呂の比流量はξ》澱磁露酬（｝懲（藤＄灘諺ノ醗窺爆撚震を

示L、ているのに対し，平野部み比流量は金谷ケ原が○澄瓢

鎌墾留臆が瀬戸川爵轟燃北の部分の扇状地が○論器難が〆

㌶鰐璽ζ慧繕と勲桁プくぎく夢大ヂ穆1準璽欝ぞ寸近湧ガく鶴譲鍔＞比濁蒸蟻慧

は轍3帆○惑燃讐お難鷺撫驚慧という大きな数値であ！舞湧水

帯の湧水能力の大きな樵とを示している．
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婁，　鳶く鶴麟く質綜欝秘曳て

　調査地域内で表流水，帥三繍地下水，被圧面地下水蹴

どの試料総種を採取して分析を行なつた．水質分析結

果は第暮表，試料採取地点は第鍛図に示してある．

　水質分析結果から次の分類を行なうことが適当撫思わ

れる．

　、《　懲疑溝激襲（N（》．工鯉4）

　融　終1由面地下水（N轍難一鴛）

　£　；被后三謙1超ズ讐ン冠

　　鷺一一駕　壕無葺餐グノレー一プ（N祭．欝脚烈墨）
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　　嬢…・s　簿蟹叢饗グノレープ（N蔭．3嬢酬黎の

　N艦爆の試料は，井戸穂上げなどの、叡を薦慮して，

上の分類から除外した．

　各種測定成分の概要は次のとお蜂である．

　馨．葱　騰き翫罐く

　表流水の水質は本邦河川の平均値と比較して略記する．

　蕪くx〉ゴは韓3．＄　樽乳3欝欝驚で愛N礁濤i試蕎叫（33、諺藤｝騰〉

を除けば，本邦1可川の平慧肇値（43．簿欝騨雛〉に鰭簗べてL慧
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聾灘）歓較べて○．瓢一〇憾倍の低値を；轍し，NO．玉の試
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に較べて低く，Nパは3爆一欝マ灘灘で，N甑工試料
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鱒驚で艶本邦河川¢）平均値（！0誕難撒）に較べて乱3
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はき韮安台藩川⑫（）．鷺翌辮灘駕）などとともに，藩謝駕大1藩川の
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ある。全硬度は2．驚一3．撫曝鷺で，本邦海川ぴ）平均緯

②器蘇潟媒鮫べてL瓢畷溺倍の高い値である．
諏くにN熊工書試零卜（歌7襲憾鷺）／慮夢　叢繍欝ノll（S，8碁驚鞭勢
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　墨，ヌ上¢）特ぞ数を列記すれば次のとお餐である．　（大井州

の水質と本邦河川の平均水質と鋤較する．）
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値を示す．
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　自由面地下水の水質は，表流水の水質との関連を主訟

レて瞬拳記》タ弼る繋

　欝鷺は導漁脚7灘で，大井川構辺の試料が中性に近い

櫨な示し，高い水滋と低い雛紙病とを示す試料が微

弱酸性を示す、、罫灘（X〉議は3澄脚2欝論舞登瓢で，水滋

漁8℃以上を示す試料韓膿難熱以上の蕎い縫がみら
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遮7一α感葱）



葦癒蒙鷺蓑覇窪．蓑拶？月麟蔓　（ 纂2獅
第ξ3表　大井蒲扇状地凱

Nむ．

書誌転琴，、｝諺裟薫麺愛慧、，、『礁弊霧蜀駆…登翌董

　　　　　　　　　　　　　　　縄　　　／　　　　　　　　　　　　　　　　　織）　　贋誇i
類）H

iD欝、（1隔i群ズ難難

（総ノ藍、

嗜

な

な
ll

§

春…

7i

馨1

験

／1、‘

講i

繋

惨
i釧

欝1

欝壱

欝ミ

2慧i

23i

蕊i

27…

艶
2望1

3／）

3慧i

鍵

総

一大瞬り誓誉婁藩港く二歳夢蓄二／9

　　が　　　1金塗巽鷲ゴ藩惹 、、欝

議毒／套嚢濱義ツ！く　藩 糠罫iマ賛羅鑑婁

灘嚢蒋弩繍蔓藩藝露く　翼藻宅吏1蓬ぎ雌く／ミ

熱皐跡　大井、／二」水道組翻　1井

離蕪寵　　　　　　　i
　が　蕎海バウヅK・K謹彗ξ麟l

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　星総井二蓄づ繕　1

　”　　　　　　嵐帰井　1
離1市　華一凌霧撫諾“
　潔　 黛籔悦麟、き簡ガく達窒藩螺至、、．替　　　1

　・ツ　瀦ll，》　民き舞こ

藤枝マ硫／．幾騒、　　　　i

　が
ブく、擁二糞律嘗＿ヒ薄警覇　萎裂鰍彗：

　が　．薦翌三霧着葺洛雄く道k灌く鋳舞二

　〃　壕輝／彗　灘澄く

峯鉾蕪津∫滞静島，き　1穂雌く

（浅／

約蕊

約照

約護5
（浅）

（浅）

（箋）

＜、裁）

　　　　　　　　　　　　　　　　欝～編　　　　鐸1藻轟茎馨褻髪叉，翌く、葺薬慈芝二工二葦峯

　　　　　　　　　　　　　　　　／鶏叢．5カ’、彗

鰯　　　餐群韓果烈ミカ“ス茎く。葦竃．，蝶く拶『許ヲぎ

　〃　　、、ポ濯寡ヅデ、猟乏く。翼《．　　　　　　　　　，圭（）呂

　〃　　ノ畿誉礫3K．K．　　　　　　　置／導椥！2㌘

　〃　　カマボ鷹／，1暮糸蓑蓉≧　　　　　　　　／慧8

　zノ　　舞、㌶、糞斐購！葎《．要竃，　　　　　　　13輝釜4（）

　〃　　ブく著糞葬擬　 1　羅　　　　　　　　拳㌻！（）1）

　〃　　石灘嘱簡熱水遂水、、」、俘　　　　　　達．慧

　〃　　　　　　　　　　　　　　　　鷲7
　〃　　 ／鉾／．騨垢　　　　　　　　　　　　三3！

　が　　激彗鷺／、．ゴ幡嚢碧テ　／／｛二　　　　　　董（）7陶芝21．

　が　　ヌ＿、1謬姦幾寮　箋糧拶テ　　　　　　　　湿捻

ヅ噸麗辱賛縷ぎ　1拝華ぎ§隊i轡落湊譲　　　　　　　　蠕奪　饗○

　が　 ドノ／、イ霧　、雄煽蓮雄く鑓薪墜聾麹懇二　　　亙．ぐ）○柵嵐烹叢．

　4　
1醤り1縫顎 季趣塗峯蓄職蕪繕　　　　　　　（婁、・）

　■ノ　　　3く　　　　　　　　　　　　　、1，、穿　磯｛）

藩髄i町緯尻イヘ保1三1三1氏鑓　　　　　　約ξ3（／

　グ　　　 盤ぞ誌ギ擁、ぎ1．謁　　　　　　　　　逢○慧

　〃　　　　　　　　　　　　約53

i　i7」
　　　i暮．＄
1！畷、轟　暮．慈・

1鷲．慧…7．（》

i菰8i義媛
慧．婁i7冷i

鷲3i戴＄i

17． 蓉．7

ε．7

i繋．総i　藝、謹

！呂．難i　ξ1．5

獄鑑i｛嵐藝

欝．2

三誓）、8　　6．蕊

鷲．慧

隻8，7　岱。銀

三7．謹1暮．6、

の閥欝．4i

！8．2i

懲．／3

c（㌔
（鱒瓢）

7歴（）・

7．葉。1

6．参1！。蓋3
　　！

凱3i3・魏i

7，0　聾．26i

欝．導i

4．○

嵯．（）

2．○

蔦Oi
4。Ol

3．Oi

7．1）i難．s暮i藝．○～

7．Oi（搭，嚥）i

7．玉ミ磐．s難

7．ま’畿巻1i
’
7
．
ま
　

§．暮（）i

7。（）　！．翼露，

§．騨　（）．7嚢1

7．烹’｛）、23

叙）i我8s
7．（）　3，4（）

馨．2　 導．gi3。8嬬

学．⇔

！8、慕i　学．2i

i7．嚢i裳鷺

！暮．2　慕．静i

蓬ぞ．礁　　6．8i

生甑ii載幕i

i葺講i熊慕，
／難8　ξ3．マi

li7．藷・　窃、7’

il蓋7ま3　ξ凱難・

亙G，韓　 13、毒・

至暮．5　　G．惑

”．3，

影．3…

芝蕪．2　　7．1

薫8．蓋i6．§

！蔽鷺、7謹）

難．○

欝．○、

8．○

黛◎…

烈．o

蕪α）ゴα幽iN病謡

　　　　　き（欝嚢凱）　（鍍》麟）・（翼獄竃）i

鷺！、0！23、孟

学．（1…

難．◎

欝．｛）

礁3iL7’蝋⇔Oi
33．暮i　s．6・導．（翼）i

s2．∠釧難．7…参．○Oi

瀟2い越豊・…
礁難i藩滅i熊馨Oi

74護i鈴○…瓶○Oi
　　　　　…　　i§8．3i3．li捻．
　　i　　i
　　き　　　　き
質』13i媛．3io．鑓1

惑＄．｛）i3．黛　（1．（）（）

マ7．（）i　導．愚　 t野．

　　i
導畿磐i　2・慧i　t凱

導8．§　　2．（）　○．｛x）

76．4　　蕪，§　　tr．

ε3．7　 3．7i　t書、

　　　慈．§　鞭．
鑓．，）、4．｛）、毒麟醗i

継・7i鍍ば）轍瓢

＄2．礁、　5．（》・ξ）は）7

7．！　（）．｛）6　亙2。（》蓋（）9．6i

γ．2i（）．26　煙．（｝i蔀4．護

7．3（）．62i嵯、（》ii漁．慧i

　　　　　　　i
乳3i｛）藩暮 5惑1／1慮J

7誰○蕊i諏）i撫涯1
7漁i甑2媛・載Olま獄2i

導瀞i3憾聾捻・（）暮oほ唱

？．（）i3．i2・　診．（）　呂3．難
　　～

7．慧，i　　　　　82、7i

　　　　　　　　　　I7．蓋、蓋．9§　　藝．1）　蓼誌．馨

学．（）…乏≧．（14　§．（）8蕪．隻i

7．（）ト　　　　6，0　7嚢．＜墨i

7．（）・（．惑蕪）i7．033．§

7．（｝唱（）．薫峯　籔1）、ぞ7．（）i

　　　　　　　　　　き7灘｛駕簿…豊Oi霧謹i
7．2i　　　3．（1・態蕪．蓋1

撒i編裂4・｛）、9薦i

凱慧i豊49、焦嵯唱7紙3…

襲．難、（凱叙》

7．！　｛）．（）（）

　　　　　i

蘇．3　（），（x）i

5．嚢　｛）．（1（）き

　　Q．／）3

4誰i　・
ノ7憾it鳶㌦、

7・3 0涯）31

2．2　（）．（）（）1

鑑学　惣認．i

3．3　（）、（殖壱

3．4　｛）、｛）窪．～

鷺．ギ3　〔）．（）o、

2．盈　○．（）蓋

蕊◎　宅器、

2．叢　ぐ）．（）（）

§。1　（）．｛）○

慧．ξ多，　t罫．

魏　 『の3贋で（漆／と難入鶏　『ゾ熟もの慧大緯1鱒嶽墨拭醗鈴麟1三鐵羅麺ズド灌く

　　〃　　 唱（謬蔀と翼顯入／咽ノて｛跨るも鑓琢ま姦窪蕪窪轟菱舞嚢ギド濯駄町讐1蟹縫翠1糞覆ζも説｝

48一くi鍾2）



　　静岡県大井川扇状爵琶江業用水源鑛域調嚢報蕪（岸灘男・尾聴次謝㌧叡閥一錦・武履一由之・比留堆貴〉

おげる水質分析結、繋
　　　唇曲 「｛自自崩”配m自自一ヂ

＄鰭瞬附
鰹碧（遡。摩緊

N譜i

（欝墨｝織烹〉・

　　　［『｛『『『自自…

鎗媛i
35マi
鉱難i
蜘1
編i
欝漁i

略
剛
鶴i

欝烈

繊引
齪…

黛7．4

驚：1，

撫．澱

撫．冒

　　　1

鷲i

欝．8i’

薗舗

　　　l
！4．嚢i

茸、摂

諾怠

瓢．毬

濃．婁i

、露春i

7．（）i

翻

簸蔀．

鍛1
0臨11、1

。、娯

〔｝，襲

織
lll

t鶴i
慰ゴ．

1∵

（瓦si

ど嶺

tご．

llli

（1，屍

甑3i

稲i

鱈
ll顎

1煮

鞠
・．烈

（）．葱i

撚剛
㌧陥篇
、 臓7…
ヱ．麟　7．劇

亙，感　蕪．嚢、

路
、

鉱！

u陣
1▽、

②届
i，！　P　4，欝薙

叢．呂i6．8
　　　i

慧illl…

蟹階…

鴛．3i8．暮
　　　i

鷺i捻誘

玉噺懇轟
　　オ

鷺曝

漁
亙・31

雛i

L4i
L劇

隻．輯

r驚

Lエi

／急

（1議

暮．3

暴、8

呂．慕

辱．？

謬．欝

藝．慕

蕪．5

難．呂

㌘。感

F轡階
轡墜烈．、映蹴㎜、

．　

㈱陶露織
llll☆1驚
（）．03iQ．（）窯欝．慧i

　　　　i　　　　i
　無ゆ・解　鷲憾1

（｝．○○…（／．○緩i瓢．帽

　　　　1

麟i鯛脚
顎器諺器、

輔4i囎㈱i
　（｝．ζ）《　i（）．○鴛　　23．灘　1

。．蔽／．（｝4鴛、潔

　i・一7同

瓢器矧
　　　　［　　　　i
（）・磯○誠1認憾i

…ll凱灘翻

醗☆翻

1▽◎1

　　　　…瞬鴛撚蕪i

鰯ド鵬…知i

　　　　　∈）．｛）2　　4．71
多

　　　　　1）．鱒　，焦2．馨1

i舗曙率E
lP　…

纐職）i纐雛）

　顎慢〉t歌／　正「ヂ（）t蕪三

蕪麟鯛s霞○窯
蘭沼（騨）…

酪ド鵬…

　　　Q澄烈（）．○帽認，嚢

五．蕪麟4．欧）．○藝“※甑難
隻L2い気膿，

　　コ　
慧．嚢［

鷺i

4．司

二雲．∠茎i

　　　i

玉・71

黛．娼

　　　1

2引
　　　1

懸i
窯．乏導i

　　　i

”1

矧
3メ蓋

l禽

L魁

器l

　　　l

llli

　　　l

llli

ll創

　　　1

器i

2曙

腿i

器…

容．7舜

器i

lll，

E
夏
㈱
藁
r

　むなむきぽ　き

墜！…．、噌1、幅

lll☆l
　　　　　　　　l

焦7磯剣
3瀦…鋼1
認…漏l

l騨潟
3趣i鵬i

鍛嚢il購、

　網
3涙蟹3i窯護

譲i3磯
爆，（｝7i3董、．7，

3．籔1欝．4、

蹴陶

嵐≦∵諜…

3．42i薫8．（）

　　　き

☆☆

難，π　2蕪．蕪、

畿綿 滋畷
　　　　ヨ
遵．4護、i難．7ト

　　　　1

媚…1～％i

魏iy慧

痢期感1覇鏡3
嫉．欝ほ、7．4

　　　　1

3ほ舞、嚢藩、
　　　　ミ

翻劉
工磁μぞ羅

焦＄磐i烹難焦i

　　　　　欝

　　　　　　　　　　構　　　　　醤
　　　　（欝嚢芝鴛〉P

　　　き
叡無　（｝灘嚢1養

2．7麟．○艇
　　　
　　　｝
7．ζ）　　　t欝．

3．（）…○．《）○

　　　…

撚捌
懲㈱
肇、．7’｛｝、（／（｝

　　　　　　　　感欝．病参薦櫨
3軌○　（〉．〔x）
　　　　　　　　・キヤ婆嚇影牌嚇拶醸雌く

3．藩　 （｝．〔装）　婁蜜含選：

4．劇　　（＞．lx）　　寄ぎ量ゐぎみ誹一暫

．1．難　　〔＞．1二）ζ二1　　　　　護’

3．．業　〔／．（矯　　　が

，4．蓋　　（二1，◎○　　　　　 群

5．姦　 ○．○（）　プ覚ll雫鐘蕪麟羅毒亨欝

窯．雛　　1）．ξ）（）

慕，（｝　　（｝．（）（l

t．学　　奪．1）（｝

3．（〉　（｝．○藝　　擁ぞンツぼ木髪鼠霧轡／よ鋒li欝

i，．7　　ξ）．鴛暮　　　　　　　　　粛

窯価・魂　　〔｝．2難　　　　　　　　　が

2．慕　Q．照　　　　　が

繋．3、（｝．薫繋　　麟1難疑毒急　噂く｛謝　・1一熱零器》

鴛臓鰍欝糊
隻．験l　t，r、i　粛

購i鰍　　　海岸紗．1黛の一臨
嚢“〔＞…｛）識｝饗井

1饗蹴
ゆウ　（｝．〔〉（）　　粛

耀鱒i撫（）疹云雛
購澄（x｝忍
3．7　0．○（／　　が

蕪．．“《）．∬　　　壌峨 軒・黛．ξ麟

欝．（｝　乏》．（欝　　　　　が

焦熱i（》爆

囎一て蓋萄



地 蓑拶辛　籍　霧牒　 （鐸彗盤．暮巻　 1購翻　醤）

欝騨欝）駐λ夕抽激マ．｛）至）茎）類メy、』下糊び，　一一講ゲ）｛擁1こ塗震ずく｝ぐ嚢難ヤ・

値である、、叙義意欄は稔．蓼解27遵聾鎚で，騰流水に較べ・

》ぐ・や楼　黄‘レ際新’滋㌶襲麟薄力叢避糞ら津も謹）、，

　董斗率／愈（瓦学鯉黒、蕪玉）茎）撒急，　N畿噺1激3・導鯉2羅・葱欝轡曳葱世ぴン

罫沁．春の試料碧外では，／まぽ縫C（）ゴに藤i関して変化し，

｛箕涌　とダ）率麟雛鷺1嘘・き象）め騨ぐイ氏マ・。　罫難慧一垂／訟／漫1誕豊ノき拶〉霧℃搾・ト

碁鑑ty．声曜（）．＄§星）墨》雛愚力豊噴禽1錆さオ㌻ぞ）“　£轟2華　／激璽容．慧｛ず2乳蔀

欝讐達簾　ツで，　ブ畷爵り彗ノ隷鷲藷の震試、醤簿ゑ叢！織マ、イ薩を茜蚤憧嚇瀞　藁㌧雀慧諭争1汰

ヱ．7柵6、蓼轡羅で，規則的な分布はみられない。全硬獲

畢霊2．1灘癬難暮ぎ曇魏甲ぴッ董翌くx）ゴ　と率鰯轟レて巴窪驚イ無づ唖る〈垂糞

シ肩翼参1ξ籔魯　翼《》．（3薯鷺、よ1覧ヂN無、董欝グ）馨幾恥1濠蒙詳讐才しおスタト騨）

試料と異なつた、傾瀦を示す⇔〉

　↑誕貫慕i　S装㌔／壌！i．二≧酬馨、、4茎讐》鷺蒐畷き，　華疑演羅オく滲》らぴ）繍芝

欝雛ヴきプてきマ導裁率曇ξ・に23．暮茎）憲灘慧おλ．L調）マ罫、i華マ・／直オ＆、兇鑑）藩㌻るむ

翌く蚤璽糞（》姦悲（雛欝、　垂窪！．7～繊（》難峯》貰ゑて拳参　耳く書鑓紳／元轟タン墳一亨騨ぴ羅、

　おス．1二に海翻く叢二麹1．鞠1葡．1甑下鷹数4）ヌ歎餐掌》 ；）夕馨翁叢滑くとの韮／

漣，性を拶　ど峯すれば要大井川、周辺の黍撰三1面地’下水1汰薄糞流

，水壽（乞）藩熱．撮1〆も灘翼き翫）め留ぐソくきマ・、、　（N（篤尋鑓）欝や辞糞麟1｛孫」タト

糞聾垂瓢毫難タ登／鷺ヌ弊彗、さマ嘱、，）N瓶顧》　・1蓋4ぴ、〉i隷磐1耀漁ラ　讃　　7紅

と申鰹薮薙鷲の奉隠課鷺言鮒で・ある碁

　婁．雛　融嚢羅講叢惣署ン郵

　嚇驚懇£議i麺艶弩ぐガくのヌk鍵妾賦．l　lグ＞墨二惑峯争轡薄ぎぴ）暴響．ゲノレー・ヂ

象こ欝7委すて灘各欝慕》女　
費

　黒潜は鑓一靴5で，申部めレ・弾…プの試料濡獺蜘盤三

を茸なじ，　醤醗第雰　塘穣罫〃》レ…一グ。¢）ii麟斗量譲夢　1鍬ミ覇ぎl／生騨ぴあ一鳶

：欝蹴α㌔は滋一1郷）舞　で，南部グ、ルー一プの幾料

ゐ慕餐幾レ・耀戴であ、婆豊鐵銀ぐ＞難は｛）ぎ｝蕪　菱1．婁難¢c／1で，　中萄蓄グ

ノレープ騨）罫，魔料1、晰1、、唐・髄を孝藍試料・が多い。

　峯｛ぐ1（1）ゴ／議マ鑑慧・柵駕葱3．黛蓄》裏誼　 で・，　耳慧鋳をゲノレー　　の難積

料が繊ぼ欝1）欝茎驚三以．、Lの属、熱ぎ江暴値を拳す訪（〕レは1婁．（レ》

嚢灘聾獄で，北部ダル挿一一プ蹴）試料にやや蕩い櫨がみら

れ都ヲ、外は，明らかな、傾同はみら敵，ないさ驚）許は導．嚢

欄慧熱｛）峯》欝雀達1嵐｝欝，餐鑑して中書蓼ク》シー一ツ。の摩裁筆薩噂離簿レ・看薮（亙8

欝峯》璽畿属ジ、、 ヒ）　甲で凌）るむ

／敦4．7細慧S．蔀欝P覆で・奏　1　蛸客グ’ノレ・一フ鄭の雛瞬瞬・寿窯爺　　無．を

示し，i、1繍げル…　　∠喜マ鞭窯雛の低い値がみ1れる巻

露｛9慧噂‘／汰慧．曝　ノ5．§茎璽謎雛て芦，　呼1露1をゲ擁！一一プゆび）諄磯寧尋寿編践マ・

嚢　磁聾鹸響曲窃

　〈）縦窯売プ『努戴毯》（鷺欝鷺儀望蒸員○）　／愈1箏音葬グ燕〆一響め¢）欝武壕ミ導海嵩，．彗

マ嘩＿iキし，獄譲縛捻．郷μ、、．Lである幕北部グ、ループの試料

に｛）レ，ぐ　噺お．よび蟻鳥藷ツMダ畢の顕著な増、灘がみら

れないことは，蒙三紀天然ガス鉱床が第鐵紀の塘下水に

ぽとんど影，．，熱辱えていないと考え∫）れ、る証明の一つで

もあ欝雌・黛蓑翼獲務寒ま。2i細難烹マ曳鰹週て拳，　1二1漂覇導ク｝，ルー一一フ豫）

ぎ試、静彗姿こ翼i彗マ唾薫毒蛮沸界蒙》薄伽，　群簿蒲鋭ゲノレー一　　乃欝幾率こi母ご1激L慧盈網

鷺．8§葺至癒どの低い髄ン）＆み畢れる心蕪（》○ゴ、、ご全硬麓の

難1嚢巽（麟ヂ1嵯i灘参導獣）　／まラ　申音i峯クやノレ漏：プ疏）嚢式う懸鱒“金藩建／菱

＞蓬望c（：〉ビ甲び夢　誉欝密葬薯欝、よぐ第壌媛黙ニゲバ戸一ア“騨）叢幾遷鋳て欝1譲無難烹

駐簿呵ぐ蕪〈xl）、ヂダ）／騨l　lを港蚤匙弼．，　3ク㍉レー一丁ノ騨）i塞菱、嚢を1灘靴）寿、

妾ご考蚤Lノ甲ぐヤ、る。、

　学倉瓢茎蕪豊（）濤／試蓬3．暮脚3続暮欝璽）欝篤㌦で要　峯書醤…郡グ＞レ・一フ》）

試料轍薦》・纒を示すものが多い艦K数甑○遥轍撒はL？

淵欝．○茎墜蕪で，NO．鐙試料の熱鵡茎塑置無、秘ゴ除くと，

誉鰭鷹7藍藩礁よ｛メ勲1墨1疑讐士臨購ドヌ敷1ご彗佼パシぐ嚢桑マ・／薩罐尋澄）懲響　欝／汰

参．蟹）岬（）．26欝璽）亙塵てき要　中葦祁グうノシー・鴫τプび）驚幾寧導凱1汰t凱£λ醤ず

bで欝る爵＆，　霧露霜ネ5よ鴫び；紅轡i三グ》レ声一弓ズ¢）霧識琴槻評で1激，　／黛響葺叉

｛）4翌》欝鋸嵐£λ．、．ヒダ）墨》漆畷寅匙穀さ藩しイ題）繕

　メ江ヌ．／爵撒奏叢許も　締ξ蟻三翠薫葵嚢ぎ下7／く銘1）ヌ麹　焦跨属ら，　論1ま舞鉱凝鵡素3ぜ）

二叢寅懇葺1嚢漫患隠ぐ7敷／演夢　；挺寳i3多　申醗3激き鵡歎導裳霧響嘗llグ“購幽一罪醤こ㌻ンけ

鴇こ二葱カヌ灘、．．糞て』’聾！），　ソくヂ率君1灘蓑寵ア斡とび〉藩瀕慧1二鋤1鷺，　蝶謬護

グ。衛一プグ）鼻、窺料が3者申一　1で麟わる鵜

　韓．墨　大井弊1畿妻琉水水質の異常機に闘す懸灘繋

　ソ鷲三擁ヲ精馨、済藝踏くく！）擁く壌難議1羅姦ノ．篤蓬｝1こ1繁蓼婁　とくに｝茎Cぐ㌔牌艶

額）許，癒溢，全硬度およびKM顛義醐嵐　など’にこの

i畷1絢力鑓1熱v、め

　異常を示す成分について，大井川・安倍耕お，よび本邦

河川平ま〆ゴの数値は第7表のとお1）である熔

7繋疑　　ヅく三∫拳鐸i繋艦覇撫疑）、」＼．郵建（2〕〉幽難懸駕

　碧｝甚£は。t凱椥瓶3董）欝螢臨ぞ登壕瞬蓼翼グノレーマ。の篶式率芽薄叢

歳3欄む爆響膿の！鍬・値を1承』　申部，爾部グレレー一プの

試料は轍2響繋離．乳下である．K傘は○，嚢一ユ．霧轡漁で，

規瑚的な分布はみられない藷N麹率は導黙一綴．蓼聾灘で，

中部グル…プの1試料が澱低値である磁N《》．蕊の試料は

唱讐倉　力＆3鑑諺欝釜》璽篇で多　添嬉礁ぎ戎i撞卿でぴ）責鷺携弩奪豊を茸なL多　葦擁

もかに（》鍵筆灘鎌隷羅無乳iiの水質組1戎である．K噺，Nバ

諺よび（K帰隼Nめとむ至鮪との糊1講度はきわめ甲ぐ小慰

く，鷺（X）ゴとの相関度の方が大きい．疑脳は鴛．幽磯．

瀦2茎単瓢で，北部ヅルーヅの試料が》籔蕎値を紫す“羅紙蟻盤

、試料菰，岡｝置砺瞬臼瀞檸｛・1醸鷺熱

　　　　　　　　l　l（・饗）1…轡讐）1鰭脚〉／璽勢i亡逆茎ず

妻灘灘癖1盤illl能認i器鎖！盤

本邦剛鋒単均！難71畦鍛ド熱絹臓4頃鮒il鷲○

　　率　嚢惑竃羅茎　鐸、稽繋護撃　vむ玉．　！｛）事　媛雛．　響漆・ら讐碁糞

　　寧寒炉鉦鼠藝韓翼卿義賦閉ノレ搬夢、律窯隔ら撚肇峯

壬費嚢二毯ヲ1無羨楽鑓墳くガくぎグ）コ筆築麟塾懇三にく二残へて1痩，　1賞鎌纂欝舞などに

淑》一・（！謹4）



静岡県大井漸扇状地葺二二業用水源地域調鳶鑑、葦（岸灘男・尾醗次男・本閥一郎・試／識1之・駕留肝貴〉

驚霧喪大井鎖扇巽プ気地串部遜地下水の水質

薄

　　　　　　　　　ストレー一ナ1

　　　　　、熱

　　　　　　　　　　　（鋤

一食熱Kほ熊　　 鴛欝細玉託欝
（輪，鋤

Tw
（噴）

懇．2

㍑畿麟臨．l

　　　　　　l
、…懸釜（鷺購）1

　　　　　　　　　　1　　…　i　i
秘照小学校　i欝7＿三瓢　　 搾、2i　欝．、欝
　　（N甑　28）　　　 　　　　　　　…　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　i
　寧　蕪黙韓肇旗全，奮瀕叢は雲A翼・　総の登垂罎　ジ罪1鑓露嚢な驚硬）峯キ残驚1雛曇即鉱ミ購二項i．美勲躍暮、た

　　　£劃緊盛（芝〉ラ｝峯響譲プゲ∫『ヤ隷マトニ　セ　欝藩菱　　　至塞妻ザ驚齢礁

欝．鑓

病　　 c蕪護　　q一　　（熟簸ic轡醸鐸紳

ぐG慧ノ至）　　　　　（鶏ζゾ蕊）　　　　　（難玉）工鷺）　　　　（嚢難呈雛）　i（難欝ま蒸鷺　噸〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

／）．器3軸i　　（｝．薫嚢　　　　欝．（）　　　2三』蓋　t　　驚．驚馨唱

i．総
／｝．／x｝ 4．7　　　　慧藝1＄ 婆，娼

諾．る懇細な考察が行なわれてい愚が，その要点は，安倍

芦1．ll二渥爵戚にノムく1づン・布壌嚇る濾ぴ証ぎ芦l／　捻銘ノ鰹襲葦1奪，1欝藷報慰

譜1孟轄タン噴ゴづ構る写ご懸磐；1の礁、｛ヒ劃の毒擾イヒ捧　、1糞藩黍、試難　乳器中

轍多くみ）れ脚ぐ三紗分の溶出など捌瑞蓉iである㌶い樽、サ、1

■戸で～楚）る。

　大井超k総水の水質／関しては，一ヒ流部に濃衆お、よび

、熱§など，．躊難の水質嚢　かを烹，ヌ・え孝．）霧力触原因1・雛寓、嚢えら

才し録マ・雛薙醤繋葺1丁イ・齢慮／峯イ鷺姦失津藤、，勲導強懸など嵐ノ蔭賦ll巽憾∫姦薫茎1三

摩一る海叢黒　そ藩嵐，らの蟻き執ゆ馨鼠雛誉‘暮掬3（）騰1写s灘窺l／藏ぴ）1

を1準す表流水の7麺質を異常化し．ているとは考え・戚・ない鳶

　静概嫉の華覇集に、よ楼孝籍騨簿峯く地至業賦iおよび麟　　　燃よ躍’し

芸野ブくヂ1りikア，）．i．蹄　難　1’激li響／楼尋洋lli蔓翼寿匙礁丈く．y布し簑

釜渋、ら1譲一蓉照ノ辱奪1難解委薄1、厨曽灘宝悉5、動｛伊歩＼黙芦き欝灘羊と1翼麹ずだも

撹てい難瀞　とくにソ熔終c／醇　　　　　　　　匹　3覇こ；φ満，響

！鱒鯉揖慮，亭響滋磯瞬君1など／撒、、致ぞ犀・／韓の韓解幽磐鑑藝瓢な．どヤ憾

翌耗，．く，巖1．．．i二流部（．匪譲嶽付述に！、託鰻｛の…難が含ま

れ，全1的1こ風化が進んでい恐と報1湊れている、、大井

ヌ彗の溝護1絡1強，鼻縣田縫ぎ嬬勲蓼一1’蹴踏シ響は嚢購ぞ肥滋“．駄1髪で号1ね　撫

く／鵜ノi雛繋織丁墨獄潅二（／1）溝ミ畢／簸羊疑　懲i唇し甲ぐマ・る露纂鐸響1よ一 魂欝

翠　講i鞘、“でき　量畜翠暮融講勿などぴ凝，離1摩嚇るき莚霧駿離三藩驚ソてザざある。

　耳λ一1．の季1　要欝餐噛鱗讃’，：大擁為州浅二溝び戚櫛ま滋質は　蟻潔

的に風化，崩籔現誉が進み，かつその｛．路は、欝麟講／が大

半を占め，きオめて　葺鉱物成分を1欝解す灘桑幾　が多い

、と㌔・うこ二と力新矯き騰、ン墨携1（）／羅ヌ誤墾鶏横蓬水〔与1容ギ韓驚 テ繋

とくに蕪く×）、ヂ沙＄〈〉♂聯襲C撚3』卜磐　無慈／騰甚婁，よひミK無葱黛《』〉誌

雛減真s．　など騨）禽二糞難をi影、養ヨくL．・てレ・、．ンも（挙と手驚露隣瞭才しる婁

　婁．餐　焼津ガス購との関濾樵

　焼津ガ．ス1三鷺については，本！、藷詳公鱗などによ賑“1藍細な報

拳』季力窯なさ露”鮎て秘醸る、ン　がス難韓巌7採の妻藪／ヒ学恐輩iく聲、擁敷／濾肇

　1）　Cセの含禽 二が轟いp（議1，響約窯，§（）（）聾撚〉

　鴛）　c叢島畦碑¢＞黛禽洋　；漆1、 、1マ・。　（蟻　 緯難撫〉毘）欝論）

　1美）　深度轄対し受水涛毫賛、iい“　（坑井轍度約菰〔｝慕撚糖ζ∋

　　　71く重騒ゆ良糸勺淑）蟹業）

　，以．、1：二（乃／頃向を講調、蕊して軽鑓灘鱗溝也一1ぐン叡の｝餐馨業を考え鵜と

　（とく鏡灘葺膿グノレ・一7蒐）の雛薫率導）浮離ヒ誉（）雛贈藩δよのミ雌鳶

瓢ii動る1殺i，）、1．詑敷（ヂ／寺謎報こ一一1ダ鴨　1隅考認壕護爵慮芋鰐馨碧し魂募マ・漆叢》

水澱ゲスに、よる遣縫．i法でえ詳‘した水中溶1毒、ず．裟申に明ら

かノ　のC｝転が糠轟1癬れた講叢を挙げることがで愚慕鳶

な藩譲ゑ撫難匙挙！瓢桑1，　1鐵メy澄環鑓蒙馨臨オ㌻ノ瓢終二熱蕊タ》レーアゆ¢）簿幾

率護ぴ）麟、3．軟癒1鶏8ダ烈撒ず蓉し甲ぐ凌＞礁継

嚢．　㌻磁下芝斡賦）隣套雛“塚灘旨盤ならごダ1凱醗発

　　保壼瓢対する調奮漸難

　以、1 ｝ような ，ノ捧川扇状地の水　繕1、、金体につ≧，・・ての調

　　　　　　，帆望二麟け恐．臨下水の騰発滞龍　ならびに

i篠誌シ　嚢　1．箋胤ll諺吸る1鮒．弾　　璽とめ蝉ご叢雛よ・そ1三蹴軽）、よう1瓢

なろう、、

　ぐ1窺）　“1起擁り1雛、1壊ナミ燈》），奮瓢 ゼガ鰻震一鼻喜緯ぜ）護鷹1戴を霧粂マゾぐ，

蝕毒爵勺に璽轡、1　即瓢藩謙饗陥ぐ2磐／畷凄馨舞雰　ある麓畏奪（〉蜜と塞

　プ　麹（ア）業恵ほマ雌くゐ素、ぜ翼1、潔磁賦〉｝ヒ漢欝壌Pぐ／畿鋒聾ll畢i．斑陣ドガく1弊㎜F

藩爵壌シび1激三熟レ知，甲ぐ養麹 黙預葬臨一iぐ漆くとし～躯ぐヂ繊恐燃とご》ド鑓き、獣

う．

　（藩）　■轟汰超髭全1“縫1き球鍵審辱憲患ドぐ》・避鋸・毯藩ぐ噂く藻難壌置騒》欝

鎌！⇔£Y婦／農慕y｝で1第i）隼　嚢き一斜1凋薫．i慈袴隔譲審1一．｝る謬7斡講龍ぎ著1跨｝ξ今

1勇7敷雛を駅x／筆（）叙）雛碧μ蓋難yと．艶，込ぞ、繋、と雲ソくびiり蘇瞬鷲瀦ぱ／罫ら

の．妻甑丁下雌く緯礁饗ζと（著）欝1き1慮脳x）穿嬢槍雛》写（捻ぎとえ意導。　鉱〆

かレ今｛、麺．薫麿1，絹可能鍛と乳，、・て、罵気，煮の　 鄭を黍舞搾、季爵する燃

と／意疲犠懸噛繋凄舞跨　た、翫乳／、灘薫　　i二，　とくに講琴鐙擁ン＼騨）二野

渉，ilガ面の／癒下！l好’1’なう塩水の呼ひ撫み録ど蹴．琢慮す

蔦と，　契甲ダ烈X》，叙X！脚3〔X》，菱）叙）騰雪雛蔽y鳶厩殿を蜜懲ミ．紅ぎ覆峯．峯

／ノリ羅》雌く． 藪乏． 樗え’の漆防灘蕪釘鐙寿〉ぞ㌻ち、気、、毒蔦し‘身ゐ戴く毒

そび、う㌔霧　一）繕7難）（｝宰〔｝（）ξ》鷺y》ζ振yを畿二1導　暮71蒐と気．照ぐき嘩警鍵》

て有利な恒ll　か肇低、矯絞田醐下水としてえられる
¢）轄ぴ暴　養摯1…＾冨簿鼠x｝艶（x！《レ》蒸歎）繋（）（）（）　　ノ（置ξ響薄嚢㎜舞．誌欝葺鉱・

等・瀦鴫おL、いぐ牽i！擁IL、誇｝る（7）で凌＞る嚥

　（騒）　‘騎なく㌧も氣）態叙瞬鰍叙鎗豊IX矯塞篇胃薇》という灘葦

ナ三鐸灘ぎ霧議、繋柔．；大講り葺‘弩藤　　 ．漆宝3（）厄雛＄！雛畿y¢）筆．蓉のプ慧

井州本流のみか・｝の供給樵定量騨費あ参，鵡のほ加、ll状地

ピ、二』人る課ζ溝蘇葦聡1薩噌転の麟添欝爵！灘翻這薄毒1，1書．，るレ壕誰漢数縫ilの1騰

1水1も噸一欝　ゴで滋ろ詳聾漆演ら，　め蔦煎i）1糞煮勲．を蔦‘み7輪箋喪穿シぐあ婆

難蓋一（儀姦繋）



蟻質調蓋所月報（鑓惣潜第2懸）
鱗鋸際には審らに臨瓢蕪難〆1）ゾと営髭蓬熱が驚／l三鷺貰ぎ霧麩窒難、婁才しξ聾歳どろうわ

　く護）　糞熱黙：継翼こ詳外いぐ蟹》《）登露　覇勢　i5慧碧μ盤蔓y　ぴ）葵難拶講

のと篭ろもあ騰め烹．強激ず教とし・て業蟹），｛翼）｛）雛3／撮雛牽髪の1．！二

妻勢よ夢蜜　磯妻㌢・鷲残塩　窯群讐（）叡鄭櫛・3毒豊（》の○窺声／耀慕y達幾象聾鐙（芝）ノ翼

水薫灘コニ場を・分散潔ヌに立地鱒せ愚、，舞うに願コ／鵜け、る慧とヵ輸）

ぞ’象璽ーレ、な

　碍）扇状地下瀦1部では現在1職で／踊醗建れている帯

水層はi淑）璽騰ま甲讐の響驚さぴ）もの環欝あ鞍．　癒おこタ訟．毒猟探1の

都分について，

を調査しておく慧とが必要であろう．

　〈黍）　㌔・一ず葺㌻にuても薄蓼ガくをも曙驚めて籏舞舟重斑の∫趨㎜ド譲く

は，そのほとんど3墨辱瓢の1水義歎爵発大麟り弩夢習幾から嚢馨疲さ壽も

てマ・馨翼今である毒蔦碧ン，羅齢1飛麺！、に。，1入鷲）でオ属らのプ噸書ニヌil懲婿寵

水董奎⇒墓．イ翼ぎら爵縄乳）聡婿慕と、、よつて署黎霧かに鋳舞るシ零・敏ら津も艦）よ

獣賦、、葱があれば，繍然縮下水供給灘髪にも・敏感に影響じ．

既脊1の利瑚施設／こも被審を生℃1る犠かその弔，／用可能黛，

懸発¢）隈界も縮少意ざ驚）をえ叡くなることは鯛らかノ1£か

熱，水利絹の計嚢1鉱は充分慎璽な懸三廠を伴なわなくて雑

流菰ら糞舜、病窃

　　　　　（昭和二翼年暮携，讐風警および麺135年2

交餓
i）　・誓態谷好之助二7万§ニヂー分葱糞縫三質図幅　1遷謂良瀞　なら・

　　　　　　　　1び紅雪兎醗肇熱！≦鷲隣胤嚢黛馨

2）　・ヂ塗墨薦愁之嬢力＝学万慕醤二1分墨墨魎！薦図ll婚購浄1覇」な壱〉

　　　　　　　　〔メに書党明譲峯，翌．嚢3！

3）　　　　　　20万分の量静岡県の地質図ならび鵜解説，、

　　　　　　　　！．鶉蕪

∠茎）　　　　　　　　霧劉覇響斐鰭辮激1雛蓬穏3癒果糞奪ガ、鷹蝿三イ猛彗無灘擁

　　　　　　　　鍵蓑幸浸拳誓多∫癌鯵璽雛華査謬筆さ譲撃讐シ　N窮．　む74，

　　　　　　　　！9欝

惑）　夏　　試他：静岡県蜜滞川水系嚢流水水観ξ調査報

　　　　　　　　一告翌蝿獲電認藻査筋至薄率縫うvd、貰），N《）．

　　　　　　　　藝　騰灘
　　　　　　　　　摯

（1）　蔵1三9延男纏、葛静欄県安脚叡餐系工業用水源地域調

　　　　　　　　鎚i藩叢繋籍呉蝿三繋譲矯査1響鱒拳擾夢v《羅．7ラ醤瓶

　　　　　　　　墨藷婁　i裂塔暮

7）　蒸轡　 良嚢オぐ虻鴬桑轟舞霧雪妻繋に⊇細ける涯二港嚢の効葺襲．慈幾

　　　　　　　　業技術研発所報告罫，臨．薫1，欝総

婁
．
〉　漣．二　授釜…一：ソて擬二川一著ミ百溌δ紘プぎ欝璽懇欝婁ぴ）ゴ也葦虹摩噴雛繕糞蓬婁、

　　　　　　　　　　　　　　　v（議．　概墨夢　一螢く》．学馨1，　疑嬉（1

警2一一σ盛紛




