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北海道石狩湾岸地域における地下水位変動の特徴と
地下環境モニタリングが果たした役割
Characteristics of groundwater level fluctuation and role achieved by geo-environmental
monitoring at Ishikari Bay coastal area, Hokkaido, Japan
深見浩司
Hiroshi Fukami

Abstract
Geological Survey of Hokkaido, Hokkaido Research Organization started the observations of groundwater level and land
subsidence in the 1970 s at Ishikari Bay coastal area. This study shifted to geo-environmental monitoring’ with starting the
groundwater use in Ishikari Bay new port area at 1984.
I summarized the characteristics of groundwater level fluctuations of the observation wells in Ishikari Bay coastal area for
each aquifer. The contour maps of groundwater level at lower aquifer group were also drawn by groundwater level
measurements of many private wells. From these results, the vertical distributions of the groundwater level were confirmed,
and the relation between groundwater level fluctuation and pumping rate was investigated.
“Geo-environmental monitoring” was extended, and finished in 2013. Though groundwater level decrease at the lower
aquifer group continued during the period, the geo-environmental deterioration was minimal.

キーワード：地下環境モニタリング，地下水位変動，測水調査，地下水揚水量，石狩湾岸地域
Key words : geo-environmental monitoring, groundwater level fluctuation, groundwater level survey, groundwater pumping rate,
Ishikari Bay coastal area.

Ⅰ はじめに

タリングも 2013 年まで実施され，地盤沈下の状況に
ついて多くの知見が得られた（深見，2013 b，2015）
．

北海道立地下資源調査所（当時，現在は北海道立総

石狩湾岸地域などへの上水道供給を担うダムの運用

合研究機構地質研究所，以下では地質研究所とする）

が 2013 年 4 月から開始され，「地下水揚水計画」
とそれ

では，1970 年代から，石狩湾岸地域で，地下水位・

に伴う地下環境モニタリングは終了した．そこで，本

地盤沈下に関する調査・研究を開始した．当初，当時

論では，2012 年までの地下水位の変動状況やその特

の公害（地盤沈下）
対策行政との連携から始めた調査・

徴をまとめ，長年続いた地下環境モニタリングについ

研究は，その後，石狩湾新港地域の開発計画とのかか

て総括した．

わりから，新港後背地の工業用地において地下水を水
源とする「石狩湾新港地域暫定工業用水道事業」
の地下

Ⅱ 調査地域と地下環境モニタリング

環境保全対策の地下環境モニタリングに移行した．モ
ニタリングに至るまでの状況やその後の経過は，深見
（2015）
に詳述したが，以下に要約する．

第 1 図に地質研究所の地下水位・地盤沈下観測所の
位置を示し，第 1 表に観測所の諸元をまとめた．1966

「暫定工業用水道事業」は 1984 年に開始され，7〜10

年に当時庁舎のあった札幌市中心部の中島公園で地下

年の予定であった（北海道，1984）
．しかし，様々な事

水位の自記観測を始めた（小原，1971）．1970 年代に入

情から，1991 年には「石狩湾新港地域に係る地下水揚

ると，札幌市の北部低地において地盤沈下の調査・研

水計画」と名称が変更され，表流水を恒久水源とする

究が始まり，石狩湾新港地域の地質や地下水の基礎的

工業用水道が開始される 1999 年まで，工業用水道と

な調査にもかかわりながら，札幌市北部から石狩湾岸

上水道に地下水を利用することとした
（北海道，1991）
．

に 7 観測所を設置した（1 観測所は廃止）．庁舎が移転

この際にも，地下環境保全対策としての地下環境モニ

した際には，そこでも地下水位観測（研究庁舎）
を開始

タリングは引き継がれた．「地下水揚水計画」
は，その

した．1980 年代には，石狩湾新港地域の工業用水道

後，ダム建設の遅れなどから，2013 年まで 2 度延長さ

に関する調査で 3 観測所（1 観測所は廃止），1990 年代

れた（北海道，1999，2007）
．このため，地下環境モニ

には 1 観測所を開設し，現在に至っている．第 1 図に
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Table 1

第１表 観測所諸元
Specification of observatories.

第２表 地下環境モニタリング実施項目
Table 2 Measuring items of geo-environmental monitoring.

Fig. 1

第１図 観測所位置図
Location map of observatories.

は 1984 年に開始した地下環境モニタリングの調査地
域（石狩湾新港地域と掘り込み港湾中心部から半径 10
km までのおおむね 10 km 圏と称される地域）を示すが
（北海道，1997）
，その範囲に 10 観測所が分布する．

による地下環境モニタリングでは，調査項目を整理・

調査地域の帯水層区分は，不圧帯水層である浅部帯

分類するとともに，地下水の塩水化の懸念にも対応し

水層，深度 100 m 以浅の被圧帯水層である中部帯水層

た．地下水の水質に大きな変動はなかったが，海岸部

群，深度 100 m 以深の被圧帯水層である深部帯水層群

に位置する観測井で電気伝導度と水温の連続観測を開

の 3 層に区分される（山口，1970；深見，2015）．第 1

始した．

表には観測井が対象とする帯水層区分を示した．調査

第 2 図に，地下環境モニタリングの調査地域を拡大

地域外に位置する観測所は，札幌扇状地上の中島公園

して示した．ここでは，地下水位・地盤沈下観測所と

と，扇状地末端部の研究庁舎である．帯水層区分では，

ともに，測水調査
（一斉測水）
と地下水揚水量調査を行っ

中島公園は不圧帯水層である扇状地帯水層とし，同層

た深部帯水層群の既存井を示した．但し，地下環境モ

は低地部で中部帯水層群に繋がるので（松下，1977）
，

ニタリング開始前に観測を終了した観測所は省いた．

研究庁舎を中部帯水層群とした．

調査が長年にわたるため，既存井では新設や廃棄に

1984 年からの観測は，石狩湾新港地域での地下水

伴う増減があるが，第 2 図では，モニタリング期間中

利用に伴う地下環境モニタリングの 1 項目となった．

に調査した全ての井戸を記載している．例えば，工業

地下環境モニタリングの調査項目を第 2 表にまとめた．

用水道揚水井は，1984 年には 1 井であったが，表流水

地盤沈下の状況を把握する精密水準測量（公共測量の

による工業用水道の供給が開始される直前の 1998 年

一級，測量基準日は札幌市と同じ 10 月 1 日）
とともに，

には 8 井になった．食品使用水以外を表流水による工

観測井による観測はその中核となった．石狩湾新港地

業用水道へ転換した 1999 年以降，工業用水道揚水井

域で地下水を揚水する帯水層は深部帯水層群であるた

は 4 井に減少した．後述する測水調査（一斉測水）から

め，それを対象に，測水調査，水質調査，揚水量調査

得られる地下水位等水面図（第 4 図）では，それがわか

を実施した．また，1991 年からの「地下水揚水計画」

るよう，調査時点の井戸の分布状況を示した．
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第２図 地下水観測所位置図及び一斉測水井位置図
Location map of observatories and distribution of groundwater level measuring wells in investigated area.

このような井戸の増減をふまえて調査地域の特徴を

1973〜76 年の"，1984〜1987 年の#，1991〜1992 年

まとめると，石狩湾新港地域の一部（暫定工業用水道

の$が，中島公園の地下水位の経年変動に影響を与え，

供給以前に開発された地域）を除けば，その周辺に地

それに季節（年間）変動が重なっている．V（A）の下部

下水の揚水井の密度が高い地域があることと，揚水記

に示した浅部帯水層の地下水位の季節変動は，扇状地

録井が多いことがあげられる．工業用水道揚水井以外

帯水層のような地下水揚水の影響はないが，石狩湾岸

で揚水記録がある井戸のほとんどは，石狩市の上水道

地域の被圧帯水層よりは大きいという特徴がある．

の揚水井であり石狩湾新港地域の南側の住宅団地に分

浅部帯水層の地下水位の季節変動は，地下水揚水の

布していた．また，石狩湾新港地域の上水道も深部帯

影響が少ない積雪寒冷地域特有のもので，春先の融雪

水層群の地下水を水源とし，石狩市・小樽市が供給し

期に地下水涵養が最大となって年間の最高水位となる

た．これらの揚水記録がある井戸で，札幌市域を除い

（深見，2013 a）．無雪期に顕著な降雨があれば地下水

た調査地域の揚水量の 90％ 程度は把握できていた．

位は上昇するものの，春期から冬期に向けて徐々に低
下して次年の融雪期を迎える，1 年 1 山型を基本とし

Ⅲ 調査結果

ている．
浅部帯水層は地表付近の排水環境の変化に影響を受

Ⅲ．1

観測井

ける．市街化が進んだ北発寒 B では，観測開始から
年間の最低水位が 1 m 以上低下し，融雪期の水位上昇

第 3 図に，帯水層毎の石狩湾岸地域の長期的な変動

も小さくなっている．また，石狩湾岸では 1970 年代

を月平均地下水位で示した．（A）は浅部帯水層，（B）

後半から掘り込み港湾掘削が行われた．このため，分

は中部帯水層群，（C）は深部帯水層群である．但し，

部越 B は 1980 年で観測を終了し，花畔 B と石狩工水

札幌市中心部の地下水位変動と比較するため，（A）に

No.2 を新設して観測を継続した．港湾掘削工事終了

中島公園，（B）
に研究庁舎を加えた．

後（1980 年代後半以降）は，掘削前の水位の季節変動

不圧地下水位の変動を示す（A）では，標高の関係か

とほぼ同様のパターンとなっている．このように市街

ら，上部の中島公園と下部の石狩湾岸地域の浅部帯水

化や港湾掘削の影響があっても，浅部帯水層の地下水

層 5 観測井とに，軸を破断して図示した．上部の矢印

位の経年変動は，石狩湾岸地域の被圧帯水層のそれよ

は札幌市営地下鉄の工事期間を示す．
1971 年までの!，

り小さい．
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地下水位経年変化図（1971〜2012 年）
（A）
浅部帯水層と扇状地帯水層 （B）
中部帯水層群 （C）深部帯水層群．（A）上部の矢印は札幌市営地下鉄
の工事期間である．!南北線，"東西線，#南北線延長，$東西線延長，%東豊線，&東豊線延長，'東
西線延長．
Fig. 3 Long term variations of groundwater level（1971―2012）
.
（A）upper aquifer and fan deposit aquifer,（B）middle aquifer group,（C）lower aquifer group. Arrow marks in upper
part of（A）show the subway construction periods. ! Nanboku-Line, " Tozai-Line, # Extension of Nanboku-Line,
$ Extension of Tozai-Line, % Toho-Line, & Extension of Toho-Line, and ' Extension of Tozai-Line.
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一方，扇状地帯水層（中島公園）
は，地下水揚水の影

の観測井で標高 0 m 以下となった．1979〜1982 年にか

響で季節変動が大きく，夏期に揚水量が増大すると地

けて一旦上昇したが，1983 年以降再び，低下傾向に

下水位が低下し，その影響による 1 年 2 山型になるこ

転じた．この地下水位の上昇は「暫定工業水道事業」が

とが多い（札幌市教育委員会，1996）
．季節変動や地下

開始できた理由の一つであった（深見，2015）
．地下水

鉄工事など周辺工事による急激な地下水位の上下動は

位の低下傾向は，その後，2000 年頃まで続いた．最

あるが，1970 年代から 1980 年代には，中島公園の地

も低下が大きい観測井は北発寒 A で，これは，調査

下水位は経年的な低下傾向が認められる．1990 年代以

地域外の南西部に位置する札幌市の工業団地（発寒地

降は低下傾向が小さくなったようである．

区）
における地下水揚水の影響である（札幌市・国際航

（B）は，深度 100 m 以浅の被圧帯水層である中部帯

業，1981）．1980 年代までは，山口 B の地下水位がそ

水層群の水位変動である．研究庁舎の地下水位は，札

れについで低い状態で推移した．札幌市の工業団地か

幌扇状地末端の被圧帯水層の典型的な水位変動であり，

ら最も遠い分部越 A と石狩 No.2 の地下水位は他の観

（B）
で最も大きな経年変動と季節変動を示す．石狩湾

測井よりも低下速度が小さかった．屯田 B は 1980 年

岸地域の屯田 A，樽川 A，花畔 A の地下水位では，

代後半から，他の観測井と異なる地下水位変動となっ

その影響を受けた経年変動が地下鉄工事などで確認で

た．

き，経年変動・季節変動は，扇状地から離れるにつれ

1990 年代に入ると，各観測井は地下水位変動から 4

て小さくなる傾向が認められる．長期的に見ると，1970

つのグループに分けられる．地下水位が低い順に，内

年代から 80 年前期には上昇傾向を示し，屯田 A・樽

陸部の北発寒 A，中間部の石狩 No.1・樽川 B・山口

川 A ともに地下水位は標高 0 m 以上に回復した．1984

B，海岸部の分部越 A・新港東 B，前述した屯田 B で

〜1987 年の地下鉄東豊線工事の際には，札幌市中心

ある．このうち，屯田 B は，深部帯水層群本来の地

部で大量の工事排水（地下水揚水）
が行われたため，石

下水位ではなく，その直上部の加圧層（あるいは深部

狩湾岸地域を含む広範囲で地下水位が低下した（深見，

帯水層群の最上部）の水位を観測しているらしいこと

2015）．しかし，工事が終了すると水位は速やかに回

が明らかとなった．このことは，Ⅳ．
1 で詳述する．

復し，それ以降，地下水位はほぼ安定している．

屯田 B 以外の観測井は，以下のような特徴がある．

研究庁舎の地下水位は，地下鉄東豊線工事以降，工

北発寒 A の地下水位は 1990 年代後半には標高―10 m

事の影響による何回かの地下水位の急激な低下と上昇

に達し，その後，その状態を維持している．石狩 No.1・

はあるが，基本的には上昇傾向となっている．屯田 A

樽川 B・山口 B の地下水位は，ほぼ似たような経年

の地下水位はそれと調和的な変動を示し，2000 年代

変動となり，2000 年以降は標高―7 m 程度であるが，

から緩やかに上昇してきている．花畔 A と 1991 年か

最近は上昇傾向となっている．分部越 A・新港東 B

ら観測を開始した新港東 A の地下水位も標高 0 m 以

の地下水位は，1998年まではほぼ同じであったが，1999

上で推移している．東豊線工事終了後，調査地域中心

年の表流水による工業用水道の供給開始に伴って新港

部の樽川 A の地下水位が最も低い状態（標高 0 m 以下）

東 B の水位が一時的に回復し，その差を維持したま

で継続しているが，2010 年頃から標高 0 m 以上に回復

ま，地下水位が変動しているようである．

した．
山口 A は札幌扇状地の地下水位変動の影響は小さ

Ⅲ．2

測水調査（一斉測水）

い．また井戸深度が（B）の他の観測井より浅いので，

測水調査（一斉測水）は，深部帯水層群を対象に年 4

異なった地下水位変動を示す．道路新設工事に伴う1992

回を目標に実施した．第 4 図に一斉測水から得られた

年 1 月の観測所移転で，地下水位に不連続が生じた問

地下水等水面図を 4 例示すが，前述したように，各図

題もあった．しかし，長期的な経年変動は他の観測井
と同様といえる．
石狩湾岸地域では，中部帯水層群の地下水位変動は，

の測水調査井などの分布は調査時の状況を示している．
（a）
は「暫定工業用水道事業」
を開始した時，（b）は地下
水揚水量が増加していた時，（c）は工業用水道揚水井

1990 年代になってから安定している．1980 年代の中部

数が最大となった時，（d）は表流水による工業用水道

帯水層群の水位低下時にはそれに伴う地盤沈下が発生

の供給が開始され（1999 年 4 月）
，地下水位変動が安定

しているので（深見，2015）
，本帯水層群の水位の安定

してきた時である．

が石狩湾岸地域で顕著な地盤沈下現象が生じない要因
の一つである．

（a）では，工業用水道揚水井は 1 井で，石狩湾新港
地域の一部と周辺地域に多くの既存井が存在する．調

（C）
の深部帯水層群の地下水位変動で特徴的なこと

査地域外の南西部の工業団地における地下水揚水の影

は，経年的に低下し，その状態が長く維持されている

響で，南西から西部に標高―4 m の地下水位低下域が

ことである．1971 年北発寒 A の地下水位は標高 2 m 程

拡がっている．また，石狩湾新港地域の南側の石狩市

度あり，他の観測井の地下水位も観測当初は標高 0 m

の住宅団地に，上水道の揚水井を含む既存井の影響で

以上であったが，年々低下を続け，1977 年には全て

標高―3〜―4 m の低地下水位域が形成されている．石
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第４図

深部帯水層群の地下水位等水面図
（a）1984 年 11 月，（b）1993 年 11 月，（c）1998 年 11 月，（d）2003 年 11 月．
Fig. 4 Contour maps of groundwater level at lower aquifer group.
（a）November 1984,（b）November 1993,（c）November 1998, and（d）November 2003.

狩湾新港の海岸部は標高―1 m 程度の地下水位であっ

水平分布は，1984 年の調査開始から現在まで，調査

た．

地域外の札幌市の工業団地の影響を受けた南西部と，

（a）
（b）
では，南西部の低水位域で標高―7 m となり，

石狩市の住宅団地の地下水位低下域を維持したまま，

と比較すると約 3 m 低下した．西部の低水位域では標

全体的に地下水位が低下したことが確認できた．この

高―6 m，住宅団地の低水位域では標高―5 m となり，

ように，石狩湾新港地域では，地下水揚水に伴う顕著

この付近では（a）
と比較すると約 2 m の低下であった．

な地下水位低下域は生じなかった．なお，水準測量に

海岸部も標高―3 m となり，約 2 m 低下した．石狩湾新

よる地盤沈下は表層地質の影響を受けた地域分布を示

港地域で工業用水道揚水井と上水道揚水井が増加した

し（深見，2015）
，この地下水位の水平分布とは明らか

が，新たな地下水位低下域は生じなかった．

に異なっていた．

（c）は石狩湾新港地域で工業用水道揚水量が最大と

Ⅳ 地下水位変動に関する考察

なった時である．石狩湾新港地域南西部で揚水井が増
加した影響が表れ，標高―7 m の低下域が調査地域西
部に拡大した．しかし，これまでと同様に，南西部に
標高―9 m，住宅団地に標高―8 m の地下水位低下域を
もつ水平分布は継続した．

Ⅳ．1

地下水位の垂直分布

Ⅲ．1 で，屯田 B の地下水位は，深部帯水層群本来

（d）
では，内陸部の低下域は 1998 年とほぼ同じ形状

のそれとは異なると述べた．そのことについて，屯田

であるが，掘り込み港湾の南西側の海岸部で，地下水

観測所の地下水位の垂直分布を求めて検討した．屯田

位の低下が継続した水平分布となっている．掘り込み

観測所の近傍に測水調査井があり（第 2 図），その深度

港湾北東部の工業用水道揚水井が休止となったため，

は 200 m，スクリーン深度は 132〜176 m の多層採水井

第 3 図（C）の分部越 A と新港東 B の 1999 年以降の地

である．この調査井（屯田 L とする）の測水結果を，

下水位の経年変動と調和的な水平分布の形態といえる．

屯田 A，屯田 B，樽川 B の観測結果と比較して第 5 図

これらの一斉測水から，石狩湾岸地域の地下水位の

に示した．

北海道石狩湾岸地域における地下水位変動の特徴と地下環境モニタリングが果たした役割
（深見浩司）

第５図
Fig. 5

４
３

屯田 A，屯田 B，屯田 L（測水井）
，樽川 B の地下水位経年変化図
Long term variations of groundwater level of Tonden-A, Tonden-B, Tonden-L（groundwater level measuring well）
,
and Tarukawa-B.

1972 年から観測を開始した屯田 B は，1985 年頃ま

このようなことから，屯田 L の地下水位変動が深部

では樽川 B と同じような地下水位の変動を示した．

帯水層群本来の変動パターンとすると，屯田 B は，

一方，屯田 L は地下環境モニタリングに先行して 1979

屯田 A と屯田 L の中間的な地下水位変動とみなせる．

年から測水を行っていたが，その地下水位変動は樽川

つまり，屯田 B 観測井は，深部帯水層群直上の加圧

B の水位変動と類似しており，1990 年代には樽川 B

層（あるいは深部帯水層群の最上部）
の砂層の地下水位

ほど低下しないが，ほぼ同様の変動パターンを示した．

を示していることになる．
そこで，屯田 A（スクリーン中間深度 68.3 m），屯田
B（スクリーン中間深度 117 m），屯田 L（スクリーン中
間深度 154 m）の地下水位が，それぞれの深度の地下
水位を表すと仮定して，地下水位の垂直分布を求めた
（第 6 図）．図では，1982〜2012 年の間の 6 時期を例示
した．屯田 A・屯田 B・屯田 L の 3 点ではあるが，全
てほぼ直線になった．中部帯水層群と深部帯水層群の
間の地下水の垂直分布は，屯田 L（屯田 B）の地下水位
が，屯田 A よりも低下してから，上部から下部への
漏水が生じる形態を維持していることを示した．観測
井だけではなく，近傍で異なる深度の調査井で測水を
継続したことにより，第 6 図のような地下水位の垂直
分布を確認することができた．
以上の考察から，屯田 B は，深部帯水層群本来の
地下水位を測定していないと判断した．また，これは，
地下水位が垂直方向で異なる地域で一斉測水の結果を
とりまとめる際に，測水井のスクリーン位置に注意が
必要であることを示す事例である．
Ⅳ．2

地下水揚水量との関係

地下水揚水量調査は，測水調査時にも聞き込みで行っ
ていたが，正確な情報は得られない場合が多い．しか
し，調査地域では揚水記録のある井戸が多く，地域の
第６図
Fig. 6

屯田 A，屯田 B，屯田 L（測水井）から得られ
た地下水位垂直分布
Vertical distributions of groundwater level obtained
from Tonden-A, Tonden-B and Tonden-L.

深部帯水層群の地下水揚水量の 90％ 程度を把握して
いる（札幌市域を除く）
．ここでは，揚水記録のある井
戸から得られた地下水揚水量と，深部帯水層群の地下
水位の関係を調べた．あわせて，1980 年前半の地下

４４

第７図
Fig. 7
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深部帯水層群の地下水位変動（上段）
と，地下水揚水量（中段）
・工業製品出荷額（下段）
との比較
Variations of groundwater level at lower aquifer group（upper part）
, compared with pumping rate
（middle part）and
industrial product amount（lower part）
.

水位の上昇の問題について考察する．

加が大きい．工業用水道だけを対象とした「暫定工業

第 7 図は，深部帯水層群の月平均地下水位の長期的

用水道事業」
から，上水道の揚水も考慮した「石狩湾新

変動（上段）
を，地下水揚水量（中段）
，札幌市と石狩市

港地域に係る地下水揚水計画」を 1991 年に策定したの

の工業製品出荷額（下段）
の年変動と比較して示したも

はこの状況に対応したといえる．1990 年代に入ると，

のである．地下水位では，深部帯水層群本来とは異な

石狩湾新港の周辺地域でも地下水揚水量が増加したが，

るとした屯田 B は除いた．地下水揚水量（日量に換算

これは周辺地域の上水道の揚水量の増大の影響が大き

3

して，m ／日で表す）は，地域別（左）と用途別（右）の 2

い．表流水による工業用水道が供給される直前の 1998

本の棒グラフで示したが，1978 年以前のデータはな

年には地下水揚水量は一旦ピークとなった．1998 年の

い．

総揚水量は 15766 m3／日，石狩湾新港地域は6012m3／日，

「石狩湾新港地域暫定工業用水道事業」
を開始した1984

周辺地域は 9754 m3／日であった．この時の工業用水道

年から 1990 年代前半まで，地下水位は低下傾向が継

の揚水量は 3345 m3 ／日で総揚水量の 21％ だった．地

続し，調査地域の揚水量は増加した．この時期は，石

下水位はこの年まで低下傾向が継続した．

狩湾新港地域で工業用水道，上水道ともに揚水量の増

1998〜2000 年にかけて工業用水道の揚水量が減少

北海道石狩湾岸地域における地下水位変動の特徴と地下環境モニタリングが果たした役割
（深見浩司）

４
５

しているのは，食品工業以外の業種の水源転換による．
この時の地下水位の変動を見ると，1999 年 4 月に付近

Ⅴ おわりに−地下環境モニタリングの総括−

の工業用水道揚水井が休止となった新港東 B の地下
水位が回復した．これは工業用水道の水源転換の効果
である．しかしその後，水位は低下傾向となった．
2000 年代以降は，周辺地域の地下水揚水量の増大

本論では，地下水位・地盤沈下観測所の観測から，
石狩湾岸地域の帯水層（群）
毎の地下水位変動の経年変
動を整理し，深部帯水層群の測水調査
（一斉測水）
から，

はおさまり，それに対応するように地下水位の低下傾

地下水位の水平分布の変動状況をまとめた．これらの

向が弱まり，上昇を示す観測井も認められた．しかし，

結果から，屯田観測所の B 観測井の問題点を明らか

海岸部の分部越 A と新港東 B では，内陸部の観測井

にして同観測所の中部帯水層群以深の地下水位の垂直

のような上昇傾向は認められない．

分布を求めた．そして，地下水揚水量を正確に把握で
3

なお，調査地域の総揚水量が 15786 m ／日で，1998

きたため，深部帯水層群の地下水位が地下水揚水に大

年とほぼ同量となった 2003 年では，石狩湾新港地域

きく依存して変動していることを示すことができた．

3

3

が 5064 m ／日，周辺地域が 10722 m ／日であった．食

以下では，深見（2015）
をふまえて，地下水の利用を前

品工業使用水は 1861 m3／日の揚水量で，総揚水量の 12

提として継続された地下環境モニタリングについて総

％に減少した．調査地域全体でみると，上水道の割合

括して，本論のまとめとしたい．

が大きいので，1999 年の工業用水道の水源転換だけ

石狩湾新港地域の水資源開発は，当初の計画水量が

では，地域の地下水揚水量を減少させる影響は小さかっ

（ダム）
日量で 100000 m3 以上と莫大なことから，表流水

た．このようなこともあり，上水道が表流水に水源転

を恒久水源とすることで計画された．しかし，様々な

換されるまで，地下環境モニタリングが継続されるこ

要因から，暫定的に地下水を水源とすることが検討さ

とになった．

れることとなった．石狩湾新港地域については計画と

1984 年以降の石狩湾岸地域の深部帯水層群の地下

の整合性も考慮して，我々は表流水（ダム）
とリンケー

水位の経年変化は，調査地域の地下水揚水量で説明で

ジした地下水の開発利用を検討した（第 8 図）．一般的

きた．しかし，それ以前の 1980〜1983 年代に生じた

に，水の需要量の増加は斬増的（黒の直線）
であり，表

地下水位の一時的上昇については，1984 年以前の調

流水（ダム建設）による水の供給量は段階的（白抜の階

査地域の地下水揚水量からでは説明できない．そこで，

段線）である．そして，ダム建設による水資源開発が

Ⅲで述べた調査地域北西部の地下水位低下の原因であ

先行的に実施されることはほとんどない．斬増する水

る，札幌市の工業団地（発寒地区）
の地下水揚水につい

需要に対応し，過大な先行投資を避けるためには，地

て検討することにした．この地域の古くからの地下水

下水の利用は最適である．しかし，1970 年代から 1980

揚水量の資料がないので，札幌市（と石狩市）
の工業製

年代前半にかけては，全国的に地盤沈下の問題が顕在

品出荷額の年々変動を調べた（北海道，1973〜1974，

化し，その対策などが各地で実施されていた時期であ

1975〜2009，2010〜2015）．工業製品出荷額と工業用

る．それらの地域と同様の轍を踏むことは許されない

水使用量は相関が高く，工業用水使用量は発寒地区の

との考えから，無秩序な地下水開発をさける一方策と

場合，地下水揚水量に相当するからである．札幌市全

して「暫定工業用水道事業」が捻出され，1984 年から

体の工業出荷額で発寒地区の地下水揚水量を正確には

実施されることになった．

代表しないが，1980〜1983 年にかけて工業製品出荷

事業では，個別揚水を避けるために，立地企業によ

額が減少しており，1980 年前半の石狩湾岸地域の上

る自家用工業用水道利用組合を組織して，揚水井を一

昇傾向を示す地下水位変動と調和的である．この時期

元的に管理するようにした．その際には，取水対象層

の調査地域の地下水揚水量はその総量も小さかった．

（深度 100 m 以深の深部帯水層群），1 井当たりの揚水

従って，1980 年代までの石狩湾岸地域の地下水位変

，揚水井間の距離（1 km 程度）など
量（1000 m3／日以下）

動は，札幌市の工業団地（発寒地区）
の地下水揚水の影

が定められた．その上で，地下水を利用するにあたり，

響を受けたものと判断される．その後，調査地域にお

その影響を把握する地下環境モニタリングを事業実施

ける地下水揚水量が増加して，その影響が大きくなっ

の条件とした．モニタリングの結果は毎年とりまとめ，

てきた．このため，1990 年以降になると，工業製品

地下環境の変化に応じて，水利用に反映できる体制も

出荷額が減少しても地下水位の上昇が生じないのであ

整えられた．これら一連の利用方法や保全対策の立案

ろう．

には，既存の石狩湾岸地域の上水道も深部帯水層群の

いずれにせよ，深部帯水層群では，地下水揚水集中

地下水を水源としていたことが大きく影響している．

域に近い観測井の水位低下が大きい．従って，石狩湾

また，事業を開始するにあたり，地盤沈下を生じさせ

岸地域の深部帯水層群の地下水位は，地下水揚水量に

ない地下水揚水はありえないこと，経済性を考慮して

大きく依存して変動していることは疑いのない事実と

軽微な地盤沈下であれば地下水を資源として利用する

いえる．

こと，を関係者の間で共通認識としたことも重要であ
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ごとに向上し，環境影響評価書（北海道，1997）
では，
予測と実測を比較できるまでになった．そして，モデ
ル作成に際しても，地下水揚水量を正確に把握するこ
とが最も重要であることを確認することができた．
地下水盆の形態と地下水の利用状況から，石狩湾新
港地域の工業用水道のみを考慮すれば事足りる問題で
はないことは，当初から認識されていた．このため，
石狩湾新港地域だけではなく，周辺地域を含めた調査
地域の設定が必要だった．また，地下水の揚水が長期
化することは，ある程度想定はしていたものの，予想
を大きく越えた．「暫定工業用水道事業」
開始時に考え
第８図
Fig. 8

地下水利用を考慮した水需要と水供給の関係
の概念図
Schematic figure of relation between water demand
and water supply considering groundwater use.

た表流水と地下水のリンケージ
（第8図）
でいえば，1999
年の表流水による工業用水道の供給開始は，石狩湾新
港地域における初のリンケージであった．しかし，転
換水量が少なかったため，その影響は小さかった．石
狩湾新港地域を含む石狩湾岸地域においては，上水道

る．

が地下水揚水量に占める割合が大きいので，上水道が

筆者らが，地下水の利用にまで踏み込んで「暫定工

表流水に転換された 2013 年が，第 8 図で示した最初の

業用水道事業」に関わったのは，個別企業による井戸

ダム建設完了時に相当する．従って，今後地下水利用

掘削を避けないと地下水の揚水規制が困難だったとい

が減少すれば，地下水環境は改善に向かうと予想され

う各地の臨海工業地域の先行事例を参考にできたから

ていた．実際，2013 年には調査地域の深部帯水層群

である．地下環境モニタリングを実施して，地下水揚

の地下水位は大きく上昇に転じ（深見・森野，2014）
，

水による地下環境の劣化が確認された場合に，その対

2014 年もまだ上昇している（森野・深見，2015）
．

策を速やかに講じるためにも必要な措置であった．

石狩湾新港地域での地下水開発に伴い，地下環境モ

深部帯水層群の地下水揚水やそれに伴う地下水位変

ニタリングを実施したことは，その周辺地域の地下水

動が，顕著な地盤沈下として表れないことは，その後

利用についても，波及効果があった．筆者らは，モニ

のモニタリングで明らかとなったが，地盤沈下を把握

タリング現地調査の際には，地下水利用者に，地下水

するためのモニタリングは継続した．これにより，地

位の現況などを報告した．地下水障害が生じていない

下水揚水が集中する地域とそれ以外の地域で沈下に差

にもかかわらず，節水とともに 1 井当たりの揚水量を

がなく，地盤沈下が軽微であることを明確に示すこと

制限する取り組みが，石狩湾新港の周辺地域でも行わ

ができた（深見，2015）
．また，海浜部において，軽微

れるようになった．

ではあるが，地下水位変動からは説明できない全層的

工業用水道・上水道ともに表流水に水源転換された

な地盤沈下現象を，観測と測量から確認した（深見，

現在，「地下水揚水計画」
は終了となり，それに基づい

2013 b，2015）．今後，観測が継続され，この現象が

1984
て実施してきた地下環境モニタリングは終了した．

解明されることを期待したい．

年から石狩湾新港地域で暫定的に開始された工業用水

当初，7〜10 年とした
「暫定工業用水道事業」
は，1991

道に対応した地下環境モニタリングは，1991 年には

年に「石狩湾新港地域に係る地下水揚水計画」
と名称変

同地域の上水道までその対象範囲を拡げた．しかし，

更され，揚水量の増量と揚水期間の変更が行われた．

石狩湾新港地域の範囲を越えて，多くの地下水利用者

その際には，石狩湾新港地域の工業用水道だけではな

を包含して，地下水を地域水資源として位置付け，地

く，同地域の上水道も含めた計画となった．1999 年に

域全体でその利用や保全をはかる体制を整えるまでに

は表流水による工業用水道の供給が開始されたが，食

は至らなかった．

品関連企業は水源転換できなかった．また，上水道の

同一地下水盆である札幌市の地下水揚水の影響は，

地下水利用は継続することになった．このため，「地

石狩湾岸地域にも影響している．札幌市は，1980 年

下水揚水計画」の期間の延長と計画揚水量の変更が行

代後半から，地下水の節水指導やその涵養対策などを

われた．石狩湾新港地域における地下水揚水量を検討

継続している（札幌市，1988；地盤工学会北海道支部

するため，「暫定工業用水道事業」と，この 2 回の「地

泥炭地盤の広域沈下に関する委員会，1996）．一方，

下水揚水計画」策定前には，地下水揚水の影響を予測

石狩湾新港地域では，利用帯水層を深部帯水層群とし，

する地下水位・地盤沈下の予測シミュレーションを実

一定の制限を設けながら新規の地下水開発を行った．

施した（深見，2015）
．地下環境モニタリングを継続し

石狩湾岸地域全体では地下水の利用が増大したが，大

たことにより，シミュレーションの精度は回を重ねる

きな問題が生じずにこれまで経過した．同一地下水盆

北海道石狩湾岸地域における地下水位変動の特徴と地下環境モニタリングが果たした役割
（深見浩司）

で水理地質や帯水層毎の状況を考慮して，既存の地下
水揚水を抑制（節水）
して，新たな地下水開発を行い，
地下環境モニタリングを実施して，その変動状況を確
認しながら，地下水利用を継続した数少ない事例とい
える．
「暫定工業用水道事業」
から始まった石狩湾新港地域
における一定の制限を加えた地下水の揚水は，様々な
要因から期間が延長されてきた．これに伴い地下環境
モニタリングが 2013 年まで約 30 年にわたり継続され，
石狩湾岸地域の水理地質や地盤沈下の状況がかなり明
らかとなった．この間，石狩湾岸地域の深部帯水層群
の地下水位低下は継続したが，それが地盤沈下に及ぼ
す影響は小さく，地下環境の劣化は軽微あった．結果
として，地下水の利用を大幅に制限することなく，石
狩湾岸地域の工業用水道や上水道が表流水に水源転換
されたことが，最大の成果といえる．
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