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町内糸貫川河川水質の現状 ―BODによる類型区分―
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このパンフレットは清流の国ぎふ森林・環境税を活用して作成いたしました。平成28年３月　北方町

BODとは？
生物化学的酸素要求量（Biochemical 
Oxygen Demand）の略称で、一般
的な水質指標の一つです。水中の微生
物が有機物を分解するのに必要な酸素
の量を表したもので、一般にBODの値
が大きいほど水質は悪いと言えます。
コイやフナなどの魚がすむことができる
水質は、一般に5mg/ℓ以下と言われて
おり、人による汚染が無い川の水質は
通常1mg/ℓ以下と言われています。

保護区域（糸貫川の北方橋から清流平和公園までの区域）
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ホタルの生息が多く
確認されています！
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  A  （2mg/ℓ以下）
  B    （3mg/ℓ以下）
その他（10mg/ℓを超える）
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年2回の調査の平均値をもとに分類した。

年4回の調査の75％値で分類した。

平成27年度

7月 翌年4月
よく とし

がつ がつ がつ げ  じゅん5月下旬

水質改善により
一部ではホタルが
舞うようになりました！
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ホタル保護区域内では、
次の行為が原則禁止されます

①ホタルの卵、幼虫及び成虫の捕獲　②カワニナの捕獲
③毎年４月１日から６月30日までの草刈り、草焼き又は農薬の散布
④アヒル等の鳥類の放育
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活動拠点　清流平和公園
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　糸貫川は県の南西部を流れる延長15.2kmの一級河川であり、根尾川
から山口頭首工で分流させ、本巣市、北方町、瑞穂市内を流れて長良
川に合流します。北方町は中流域にあたり、高度成長期は水質が良くあ
りませんでしたが、住民、流域企業、行政の努力により水質が向上し、
近年では町内の一部区域で蛍が舞うようになりました。蛍が舞うような
良好な水辺環境を未来へと伝え守っていくためには、上流域、中流域、
下流域の各地域に住む人たちの努力が必要です。
　北方町では、新たに整備した「清流平和公園」を活動拠点とし、「清
流のかわまちづくり宣言」により環境保全活動を促進していきます。
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○川をきれいに守り、大切にします。

○川を活かしたまちづくりを行います。

○自然と共生するまちを後世に伝えていきます。
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町内の様々な団体、企業、地元自治会、学校などが糸貫川の
水環境保全に関する取組みを行っています。

ゆうすいの会（環境保全団体）
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みなさんも一緒に活動しませんか？
いっ しょ　　かつどう

　ゆうすいの会は、町内河川（糸貫川等）の美観
と生態系の均衡がとれた良好な水辺環境を創出し、
｢ほたるが飛び交うかわづくり｣を目指すため、多く
の住民が川を学び、親しみ、守り伝えるための活
動を行うことを目的とし、河川の清掃活動、環境
学習、調査、環境保全の啓発、蛍保護活動を行っ
ています。平成27年4月から活動を開始しました。

　　　　　　　　　　　　　　　 かい　　　　　ちょう ない   か    せん　　　いと  ぬき  がわ  など　　　　　　び   かん

　　　せい  たい  けい　　　きん  こう　　　　　　　　　　りょうこう　　　みず　 べ   かん きょう　　そう しゅつ

　　　　　　　　　　　  と　　　　 か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　め     ざ　　　　　　　　　　　おお

　　 じゅう  みん　　　 かわ　　　まな　　　　　 した　　　　　　　　まも　　　つた 　　　　　　　　　　　　　かつ

どう　　　おこな　　　　　　　　　　もく  てき　　　　　　　　  か   せん　　　 せい  そう  かつ どう          かんきょう

がく しゅう　　　ちょう  さ　　　 かん きょう  ほ   ぜん　　　けい はつ　　　ほたる   ほ    ご    かつ  どう　　 おこな

　　　　　　　　　　　　 へい  せい　　　　ねん　　がつ　　　　　かつ どう　　　かい　し

「北方町ホタル保護に関する条例」を啓発しホタルを保
護するために、平成27年5月24日にホタル保護看板を設
置しました。

河川等の美化運動
　町では年に2回河川等の美化運動の日を設け、
清掃活動が行われています。行政と町民と企業
などが一丸となり、自分たちの町をきれいにしよ
うという意識を持って活動しています。みなさん
是非とも参加をお願いします。

平成27年度の町内小中学校の河川学習活動の様子

岐阜土木事務所による出前授業を受け、魚とり体験とその魚についての学
習や水質検査などを行いました。

また、南小学校は、根尾川筋漁
業協同組合の協力のもと、ニジ
マスを糸貫川に放流し、組合長
による講話を聞き、投網の体験
をしました。

蛍看板設置

MeijiSeikaファルマ㈱
岐阜工場の

清掃活動の様子
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北方中学校の清掃活動の様子
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婦人会の清掃活動の様子
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平成27年6月6日に蛍観賞会を行い、たくさんの人が糸
貫川に飛び交う蛍を観賞しました。

蛍観賞会

町内河川美化運動
（4月上旬の日曜日）

北方小学校 北方西小学校

北方南小学校

町内一斉美化運動
（8月上旬の日曜日）
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岐阜農林高等学校の環境科学科とGFSC部の活動の様子
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※Global（地球全体の）Field（野外を）Science（科学する）Club（クラブ活動）の略です。
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●生涯学習センターきらりとの共同企画
「環境学習会の取り組み」を、町内の小
学生と保護者を対象に、平成26年度は2
回（天王川2回）平成27年度は5回実施
（糸貫川2回、天王川3回）しました。そ
の中の企画、それいけ糸貫川「夏の魚
捕り名人になろう」で、清流平和公園で
魚を捕ま
えている
様子です。

●糸貫川の自然や魅力について体験ブースを設け、地域の人たちとの交
流を通して情報発信を行いました。体験内容はこれまで生徒たちが学
校の学習の中で調査・研究を行ってきた成果を紹介しました。

きたがた環境フェア出展未来タウン北方ふれあいまつり出展

主に清流平和公園付近を定期的に清掃しています。平成
27年12月13日には、約90㎏のごみが集まりました。
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清流平和公園で行われた町の出前講
座で、河川環境について学びました。
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このように、
町内小中学校が
環境学習に
取り組んでいます。
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清流のかわまちづくり活動開始式で
の「環境体験コーナー」で、糸貫川
の自然の特徴についてポスターを使っ
て小学生に解説しているところです。

きたがた環境フェアでの「環境体験
コーナー」で、当日、糸貫川で捕まえ
た魚を見たり触れたりできる体験コー
ナーに参加する小学生の様子です。
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