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上のような、もぴ）であるが，これは河川流量の変化あるい

は干満篶の大きさによつて限界線は上下する、、したがづ

て褒＞撃渇水期の最ブ瞬爵冨朝時および冬江季渇水期の高？朝鱒寺な

どにおける塩水灘上限界は今回求められた地点よ9もか

な1鋳i湯軽則にi移動」づ『るも薪）とゴ琢え．ら粛もる．しカ・L〆鷲周査畿

時の流麓を維持している限り，高潮時を除いては由良川

橋よP、ヒ流側に，塩水が潮1ニゴずることはまず考えられな

い韓

　　　　　　　　　
　窪．諺高津江地点におけ懸磁蔦川袈流水の水質

　高津江地、誓、くにおける由良川戴流水の水質は，欝蕪ほぼ

申頼1睾？鋤度6～紺豊q　，＄（』）諮簡ともに（3岬7P欝難拳呈度

で溶存塩類量は他の多くの河川水と比較しても少ない方

の部類に／、戴する．有機物の尺臓を示すC（膿はや峯灘以

下全麗酸／3一鷲p群壌集，全鉄（）．30鱒灘以下で水質全般㌶

っいても比較的良い．

　調査．当iヨの灘変化を右岸と左潔につい閃調べた結果・を

第窯表および第§図に示すが，溶存塩類すなわち塩化吻，

殖酸塩，顛炭酸塩などは，大きな変化はないが，濁！ラお

よび灘冒ド状物質にi歪旅すると、饗、われ駆金珪酸および

、黛鉄はかな陰大巾な変化を示しそれゼれ廊．4～玉7護鱒騰，

（）、（＞9餌（｝．3（／欝）妄の董籠闘で『奪イヒし、，ている。，（x）亙）も（）．畿睾脚

C／藩知騨麗磯化を示しているが，隔の程度∀）変化では，

　　｛則における汚水の　　響というも（7）は河州の藍1重争／乍用

で，この地，匡、、じではすでに1認め・れないと考えられ燕。右

岸側と烹岸側の比較では，右岸偵／の方が｛X）亙）が少ない、、

　なお，綜1良川の年変化についての舞鶴市の1瓜水道取水

地、戴における昭和3蔭禽縫（》、矯よ賛昭1舜露？年嚢月までの嵐年

間の水質の記録（舞鶴市の水道課の資料）甑では，硬度お

よびアルヵ》度が最も変化の巾が大港く，それぞれ／6－

3（）欝》薦，13脚黛7瑳）撫を示して鮮袋高イ直は最イ氏鎖：ξ乃約2倍に

達1している靹£玉　は嚢脚麟・貰）鵜の棄織囲内で茎変イヒt岬．ている器

こ津Lらの慮群嚢ゴ葛につ㌔・て／愈露欝霧図を…参羅異轡オLたい。

　簿．農　歯癒雌ド謹くの罐く質

　東舞鶴地区曝意，地下水を利用す1璽二湯は1濠とんどな

く，舞鶴市上水道あるい綜，朝来川などの表流水を利用

覧、ているので，地下水¢）水質調査は，主として灘舞鶴地

区について学テな、つノと、

　西舞鶴地区では，伊佐津川・高野川の邦i沿いの低地が

地下水の取得に講利で，水欝も比較的良い。伊稀津川右

懸軽財に獄，1舞御島糸泉に1貸鷲ブぐ玉鯵ゴ癒がノ蒸がつぐいるが，1勢戴三

津川よ鯵離れるに従－　基盤が浅く，、ヒ安付近では基盤

までの深さは鴛驚前後とな峯），地下水の取得は嫡難とな

る。ガく至幾竜硅麟ミ1分を欝気バく・衝鳶に1経も（乃で，1水1薦タ猛葦爆を

融？ 一（37η
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1中輩肖蝋で鱒1メ惣幾下1箋いところに懲1窪舞輯幸也下1水が存噴三する。

こ紛酸罫ド7翼は／迦区に暑kつて言可川幾流と密援i参な関遵彊持つ

てお！），そのよっな地区は良質な、地下水を大薫1こ取得す

るこ二とがで蓉愚ものと考31こら漬、る、，しかし孝群芦1…凝済嚢との

関蒸塾がうすい鱒ぎド7／くが．分墳fするま也区では1大謬1；の玉癒71くは、期

符しにくい．駕．たがつて豊岡付近平野期1以外の地域で憲

七まつた罵、の地下水を取水する勝含轄は，その地区，こ

いズ精密な地下水調査を行ない取水地、1、璽を決定すること

力裏ノ拝翼響であろう萄

　墨愚　糊山川齢畿流および流域地下水の水質

　水質1分析にぎ共しノご試料は，表流水に〆蟻ずぐはヌi将溌お』ヒ

び支灘の論1豊§、嚢丈声雄ま下ガくについては蓬1、ヌ、穣ラ総、計31）、き獣であ
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大きな実流および支流廊合流した後の本流を採取するよ

うにした、窟た地下水は，豊岡市の沖積地に賦存する携

噴性の被圧地下水および和疑肋町一離萄購3駕かけての自

由灘地下水を採取した、

　太質分析項賛¢）濁度・気濃・水温q）H・溶存酸素・酸

度・アルカリ度・、強硝酸・アンモ瓢ア・電気伝導度，お

よび鉄（鉛は，現地分析で求め，償の項目については，

水試斜を実験室に送つた後，実験室における分析によつ

て求めた．なお£（）工）・全鉄については，現地で採取直

後の試料を硫酸酸性にして保存・したものについて，．素i験

叢で求めた墨、のである．水質分析方法は原則として，Jl8

K穣瓢の方法（：地質調査所化学課資料工業用水分析洗霧

茎璽）であるり

　水質分析結果は第§表1’篭示すとお！）である．

　慮嵐蓋　毒炎溺嚢水の水擦婁

　1齢　蓬采黛気時の∫外的匙条塵卜

　薫（）月叙）1三i魯は後から乏1脚7時間，約慧○搬燃の降1翼がこ誉）つ

たので艶隻（）月烈1二恥採取試料で／まその驚繊響が水質分壕サ劉結果

に表われて慮り，濁度が葛い童、のが多くなつている。L．ド
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舛の下で採水されている，，

水質の塩化物・硫酸塊などを総喬した溶存塊類と相関を
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試錐井齢7年初め1こ掘さくしている．この試錐井は搬鷺

で岩盤紅達し，38－4“醜）瞬臓l！耀出烈妹購．、菰

覧．．て揚水したが’塒の記．墨では，塩素イオンは薫。，脚～

6（）伽P撚を示｛．〆，課の付近のP報、1川表流水のCトと1蒙ぼ

剛難になつている“城　縄漢1ではオ磯良好な地下水（7状

鍛取得は園！難である．

　3）江原響八鹿鱒馬，融区

　これらの地区で1・愈，沖麟属の繕達が小～簿く地下水1蛸

i晒1、賊 撰姥し、ズ低．聴の濁鯛／爵葺寡u◎・る’紅）で，

水質は輪．解，鰭の試，料で代畿される．一一幽こ塩灘、冒オ

ン喋／／醗瓢膠、下で拠好である力叢，翫。黛7は硫酸イオンお

，．IUび硬獲が多く，特殊な滲染を受けている㊤では癒いン》

と、1、饗われ鎌、、N鼎．21～ば／輔細蒔鞠）’、蜘「更、1三1からの湧水で，

他、の地下水に泌ll交uて水諜、1が低い1撤勃嬉轄，水1は慕愚

好である．

　の軸鰯醗
　i騨1，川戯1、！つた平地部で，屑れ屡課度3一窮達駕で，臨

下．水が取得醜，でいる、きll帆．、肺辞沖献易お、隆．欄構内

4雛一（鰹）
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¢擁癒、1、犠のガ弼綴マよ水瞳磁1粛やや1霧く，嵐罫C前イ菱を醸≒すが筆

塩素イオン　軽一？p興曳の比 較的良質である．これらの

地下水は円揮．虜iの水質（竹段三1地、ζ、1象く）と類イ以してお験，円

葺i川から／共i給され、ているものと、轡、わオも恐（下i炎疹封翼菱）窮

竹田地区でもi、漁覇様な水礫地質環境であ㌣，

ぎ一）讃産モiμll分1院（り鱗ヲ・勉kも1：導纏．びq欝響残iと1懲じi雪まの』雌く嶺㊧を汚養

し，1塗ll川からの辮そ給を受けているものと、懲われる、，

　円霞顯牽貸醗街誕1尼ギ

　　　　　c卜　　so避触　　N畿乖　　K＋　（譲窪牽腰幕㍗

　　　　　4，s　　　玉軽．玉　　　6．3　　　　烹．工　　　1！．4　驚，像，

　蓄il跡解騨ぎのメ癒下雌く（N霞）．鷺9タ　3ぐ））

　　　暮、7趣7．慧／、4脚賢事呂，レ脚呂．5　翼，§酬2，薫　／2沸》ま3慧．8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　禦イ強茸貸茎灘駕

器．結　　露

　以1二述べたように舞鶴溶瓢おける今鎌の産業用水資湯1

としてはlll良邦1二表鋳酸紅が莫彗馨妻し．うるがぞの肩鱗等にあた／）

て彰瓢　今鱒1の糞駐蕪、よりさらに／審鞍1な7麹質噂霧織査を賛嵐なうこ

とが嘉」要であろう，、づ憩なわち褒ン季渇7kま鞘の，最大藩頗朝碍寺お

よび高潮時における塩水湖上限界を求めておくことが今

後の取水計爾にあたつて重要であ恐．

　円μ．洲流域においては産業用水としての水利用はほと

んどでテなわれ〆てお1払つ講ン議ン後奉責樋拍勺に牽噂。用開発さオもる瓢

とが望ましい、，ただL、豊岡市付近平野部における被圧地

1ぐガ玄を今・イ幾・多1量に勤～肩尋するような選易譲誉には，員簸下7k｛鉱の

f幾下による1蕪水の浸入．ひいては地盤沈下などが生じな

いように充f分に繭己慮IL喋ぐ牽薙茅雛博熈ることが一熊要ζ甲ぐきある。，
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