
Ⅰ．はじめに

船津川は，太田新田から反里口，中深見，船

山，陣場下，割野を通って信濃川へ流れ込む．

町内を流れる他の川と比べると，短いことが分

かる．しかし，船津川の流路にはいくつもの湧

水が点在している．そのため，船津川は 1年を

通して安定した水量と水温が冷たく，激しい温

度変化が少ない 1）．そのため，冷水域に住む水

生生物が多く見られイワナなどの魚類も確認出

来る 2）．この湧水のおかげで，水田に水を引き

込むことができている．用水路も人が生活して

いる場所であればほぼ通しており，人との生活

にかかせないものとなっている．

この船津川を会として調査してから，今年で

2年目となるが，昨年は会として単体での調査

が主体となっており，学校や地域住民との連携

が行われなかった．

今年は台帳の基礎となるデータ作成を主体と

し，地域と連携して子ども達に水育を行い，自

分たちが住んでいる津南町を見直し，考え，魅

力を見つけることが出来る活動を行った．

Ⅱ．船津川と段丘の関係

図 1では，貝坂面，正面面，大割野面と 3つ

の段丘面で色分けした．これは船津川に湧水が

多いことを説明するためである．

中津川左岸の赤沢大地は，魚沼層群の上に苗

場山から噴火した溶岩が流れ冷え固まって出来

た台地である．この魚沼層群はとても硬く，水

を通さないので，魚沼層群と苗場溶岩との間を
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水が通る．これらの水は，赤沢大地に多く点在

する池のほとんどから湧き出している．

段丘と段丘の間を流れている船津川に湧水が

多い理由は，これと同じ現象が起きているから

だと考えた．図 1を見ると，貝坂面，正面面，

大割野面に沿って流れている 3）．図 2は，図 1

の赤い矢印のところを切った断面図になる．こ

れで段丘面ごとの高低差が分かる．雨が降ると

水は大地に浸み込み，植物の栄養となる他，地

下水になるが，水は低い方へと流れていく性質

があるため，低い台地の方へとむかい，船津川

の湧水から湧き出していると，現段階では考え

ている．

Ⅲ．活動内容

1. 目的と方法

昨年行った調査を元に，台帳に必要なデータ

の蓄積や，昨年の反省を踏まえたうえで，次の

調査を行うことにした．

a. 船津川の生物様相

b. 津南小学校との連携

c. 船津川の水源調査

この 3つを重点に置き，2018年の活動を行っ

た．特に，津南小学校との連携は今後の活動に

も関係するため，特に重要視した．

調査方法自体は昨年同様，pHと CODを使

用した化学分析 4）と，水生生物から特定する

生物分析を使用している．

しかし，今年は地域住民との交流という目標

の 1つを達成するために，津南小学校 4年生の

総合学習を一緒に活動してきた．私たちが積極

的に生物や化学分析を行うのではなく，子ども

達が生物を捕獲し観察をする．また，化学分析

をして数値化することで，分かりやすい指標を

提示することができる．

子ども達が水生生物や化学分析を通して，津

南町には船津川という川があるということ，船

津川にはどのような生き物がいるのかを知って

もらうため，水育 5）として今年は行った．

2. 津南小学校との連携

今年は，津南小学校 4年生の総合学習のテー

マと内容が『津南町の川』であり，小学校と連

携して，活動の 1つとして実施した．

ここでは，各活動の様子を紹介したい．
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図 1　船津川と段丘面

図 2　段丘の高低差



活動日程

5月 29日 船山集落内

7月 3日 旧中津小学校裏

7月 20日 割野浄水施設裏

7月 23日 津南小学校　はばたき学習室

9月 3日 中津川　石坂橋下

<総合学習の様子 >

5月 29日

図 1の aで行った．

活動した中で捕まえた生物を発表し合い，生

物の名前や特徴を伝えた（図 3）．

この時は，サワガニ，イワナ，スナヤツメが

主に観察された．

水生昆虫はトビケラ類，カゲロウ類が特に確

認された．また，ガガンボが多く見られた．

7月 3日

図 1の b，旧中津小学校裏の大面ビオトープ 6）

周辺で行った．大面ビオトープ周辺の班（図 4）

と，旧中津小学校裏（図 5）の 2班に分かれて

活動を行った．

イワナやドジョウ，ヤゴを確認した．

水生昆虫はカワゲラ類，トビケラ類，カゲロ

ウ類が特に確認された．

pHは6.8を記録し，水温は湧水地点で10.1 ℃，

流水で 13.2 ℃であった．ビオトープの池では，

それぞれ上から 18 ℃，18 ℃，20 ℃と温度差が

確認された．

7月 20日

図 1の c，浄水施設の裏の下島川で行った（図

6）．

サワガニは下の図 8の右側に見える斜面に巣

穴を掘っており，石をひっくり返せば見つかる

ことを教えると，子ども達はサワガニを探し始

めた．サワガニはたくさん確認できた．他にも

各種トンボのヤゴ，成体 7）が確認され，特に，

新潟では絶滅したと考えられていたが，今では

ここでしか確認できていない，アオハダトンボ

も確認できた．また，今年ここで初めてカジカ

を 2匹確認した（図 7）．同じ子どもが同じ場

所で 2匹とも捕獲しており，この 2週間前にお

きた大雨の影響で増水したことで，カジカが迷

い込んだ可能性がある．

水生昆虫は主にトビケラ類が多い．昨年はホ
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図 3　船山集落での活動

図 4　大面ビオトープ周辺

図 5　旧中津小学校裏



ウネンエビを 1匹確認できたが，今年は出来な

かった．

水質調査には pHと CODの調査キットを渡

し，手本を見せた後に，子どもたち自身にやっ

てもらった（図 8）．

7月 23日

津南小学校にて出前授業を行った．

化学分析（pH・COD）と指標生物による水

質調査の方法を説明し，水生昆虫の重要性，水

中における生物の多様性を説明した（図 9）．

化学分析の説明には，事前に小学校側が用意

した水を用いて説明を行った．

これまでは水生昆虫よりもトンボやサワガ

ニ，魚に興味があった子ども達もこの時は真剣

に聞いて水生昆虫の大切さを学んでくれた．

図 9　津南小学校にてはばたき学習．生徒たちに生物による

水質検査の方法，化学分析の方法を教えた．

9月 3日

図 1の d，子ども達の中から，船津川と他の

川を比べたいという声があったため，中津川で

船津川との比較を行った（図 10）．

ここでは，カジカガエルの成体や幼生（オタ

マジャクシ），イワナとカジカが確認された．

子ども達からは，船津川にはない大きな石が

多い．水量が多い．流れが速い．石の向きが同

じなどの意見が飛び出し，最後に集まって説明

をした．

図 10を見てもらっても分かるように，奥の

方は流れが早いため，子ども達には奥へは行か

ないようにしてもらい，活動範囲の下流では先

生がロープを対岸へと渡し待機してもらい，引

率も人数を増やし，ライフジャケットは数に限

りがあったため，全員には行き渡らなかったが，

着用をお願いした．
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図 6　割野の浄水施設裏

図 7　カジカ

図 8　化学分析を行う児童



3. 源流調査

船津川の源流がどこなのか，はっきりとした

ことはまだ分かっていない．なので，船津川の

最上流部である太田新田で聞き込み調査を行っ

た．

区長の中沢信正氏によると，船津川の源流は

中沢川であり，昔行った圃場整備で元あった流

れを変え，今では中沢川から水を引き入れてい

るという．

<現地調査 >

8月 3日

聞き取り調査を元に，太田新田にて現地調査

を行った．

太田新田集落内を流れる中沢川（図 11）を

上流の方へと歩いていき，取水升，取り込み口

やホースなどを探した．

結果として，中沢川には小川からの流れ込み

が多く確認出来たが，船津川への流れ込みは確

認できなかった．

4. ワークショップ

8月 5日に旧中津小学校裏で行った．

当日は私のほかに，涌井泰二氏，村山郁夫氏，

中沢英正氏にご協力をいただいた．旧中津小学

校裏の下流部から大面ビオトープを目指して調

査を行い，大面ビオトープの説明や生息する生

物の説明を行って，このワークショップは終了

した．

当日はイワナやドジョウ，スナヤツメやイト

トンボのヤゴやオニヤンマのヤゴなどが捕獲さ

れた．

今後の課題として，当日捕獲した生物の取り

扱い，その周知は決めていかなければならない

ことである．

5. 分析結果

2018年の調査結果を，ここではそれぞれ化

学分析と生物分析に分けてまとめていきたい．

a. 化学分析

ここでは 2018年に行った pHと CODによる

化学分析の結果について述べていきたい．まず，

表 1を見てもらいたい．

これらは基本的に 7月に行った津南小学校と

の総合学習内で計測した結果となっている．7

月 24日だけは後日計測した．

これを見ると，まずは基本的に船津川におい

て，数値の変動はほとんどない．水温が高い日
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図 10　中津川での調査

図 11　中沢川

表 1　化学分析結果．小学校 4年生の総合学習内で調査した

地点の化学分析結果．

pH COD
7月3日 16度 6.8 3

7月24日 23度 7.0 3
大面ビオトープ1 7月3日 20度 6.8 3
大面ビオトープ2 7月3日 18度 6.8 3
大面ビオトープ3 7月3日 18度 6.8 3
湧水 7月3日 10度
割野浄水場裏 7月20日 22度 7.2 3～5

調査場所 調査日時 水温
水質

中津小学校裏



に限って 22度と 23度を記録している，7月 20

日と 7月 24日の両日では pHの値が 7.0と 7.2

を記録しているが，あっても 0.2～0.4の間での

変化でしかない．これらの数値が表すのは中性

の数値である．このことから分かることは，船

津川は比較的きれいな水質だということであ

る．

7月 20日の浄水施設の水温と水質に関して

は，2週間も雨が降らなかったことが影響して

いると考えられる．

b. 生物分析

水生生物は基本的には水質の変化に敏感な生

き物が多い．なので，その生物が捕獲出来ると

いうことは，その川はこれまで水質がきれいな

川であったということになる．水生生物による

水質判定には，国土交通省 HP内記載の判定法

に則って行った 8）（図 12）．

では船津川はどうなのか．上記の通り，化学

分析ではきれいな水質だという結果が出てい

る．

今年行った調査地点は図 1で表記されている

津南小学校との総合学習 a～dの地点と，個別

で旧中津小学校裏での調査のみである．

船津川でよく見られる代表的な水生昆虫とし

て，カゲロウ種があげられる．この中でもよく

見られるのがエルモンヒラタカゲロウ（図 13）

である．

エルモンヒラタカゲロウはきれいな川にしか

生息できない．きれいな川にならどこにでもい

る，最もポピュラーな水生生物だとも言える．

しかし，水質が悪化すればすぐにいなくなるの

で，水質が安定している川でなければ生息でき

ない．他にも，サホコカゲロウ，チラカゲロウ，

モンカゲロウ，フタスジモンカゲロウなどのカ

ゲロウ種を確認することができた（表 2）．こ

れらカゲロウ種に関しては，昨年も同じ種類が

確認出来ている．

しかし，1つ問題があり，船津川にはタニヒ

ラタカゲロウも生息しており，2018年の調査

において確認は出来なかったが，このタニヒラ

タカゲロウとエルモンヒラタカゲロウを見分け

ることはとても難しく，成虫へと羽化する時期

での判断しかないと言われている．このタニヒ

ラタカゲロウもエルモンヒラタカゲロウも，き

れいな水質の場所に生息するため，確認されれ

ばきれいな水質と判断できるが，種類の特定と

なると難しい．

船津川にはカワゲラ種も生息している．この

カワゲラ種は基本的にはとてもきれいで水温が

年間を通して一定で冷たい川にしか生息するこ

とができない 9）ため，水質同定には，カゲロ

ウ種よりも重要な生物だと考えている．船津川
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図 12　国土交通省 HP内記載の調査概要

図 13　エルモンヒラタカゲロウ？．タニヒラタカゲロウとの

見極めが難しいため，？を表記．



でもカワゲラ種は旧中津小学校にはまだ生息が

確認できたが，船山や陣場下に行くと数が減り，

確認出来ない日もあった．反り口では多数確認

されている．特に顕著なのがカワゲラ（図 14）

である．このカワゲラの他に，オオヤマカワゲ

ラ，オナシカワゲラ，キカワゲラ（表 2）が確

認されているが，現段階において，他の種類は

確認できていない．

このカワゲラ種の中で一番重要なのは，キカ

ワゲラである．このキカワゲラが生息「する」

と「しない」では，川の性質が変わってくる．

もちろん，カワゲラが生息しているということ

で水質がきれいだということは分かるが，特に

キカワゲラは重要である．キカワゲラは主に平

瀬 10）の流れがある場所に生息し，メロン大以

上の石がある山地で水質がとてもきれいな場所

でないと生息できない．なので，少しでもこの

条件に合っていないと生息が出来ない水生生物

なのである．現在確認されているのは反里口か

ら上流部のみであり，反里口よりも下流部で，

どこまで生息圏が伸びているのかはまだ分かっ

ていない．

トビケラ種も多数生息が確認されている．特

に多いのはヒゲナガカワトビケラ（図 15），ニ

ンギョウトビケラ，マルツツトビケラ（図

16），ヤマトビケラ，ウルマーシマトビケラで

ある（表 2）．トビケラ種は基本的にはきれい

な水質から少し汚れた水質まで幅広く生息して

おり，水質同定には不向きな生物であるため，

トビケラ種がいたからと言って，水質がきれい

かと言われれば，肯定は難しい．

船津川の上流から中流にかけてみられる水生

昆虫がいる．それはガガンボである．船津川に

はマダラガガンボが生息している．マダラガガ

ンボも水質がきれいな川を代表する生物であ

る．

他の水生生物はどうなのか．

サワガニは名前の通り，水がきれいな渓流

（沢）や小川に多く生息しているので，指標生
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図 14　カワゲラ

図 15　ヒゲナガカワトビケラ

図 16　マルツツトビケラ



物となっている．サワガニは船津川の上流から

下流 11）にかけて確認されている．特に陣場下

から割野では多数確認されている．しかし，船

津川の源流だと言われている中沢川や，更に上

流部に生息を現段階では確認できていない．今

後の調査が必要である．

元々割野の諏訪前周辺ではホトケドジョウが

よく捕獲できていたという．しかし，去年も今

年もホトケドジョウを捕獲することが出来な

かった．絶滅したということはないだろうから，

調査方法，調査場所が悪かったということだろ

う．

他のシマドジョウやドジョウらは旧中津小学

校裏から割野にかけて確認できている（表 2）．

反り口から上流にかけては確認できていない．

船津川には上記で紹介したドジョウ種以外の

魚類として，イワナやスナヤツメも生息してお

り，イワナは旧中津小学校裏から反里口にかけ

て繁殖している可能性が高い（表 2）．もちろん，

放流された個体もいるなかで，野生化し，繁殖

を行っていると考えている．

スナヤツメ（図 17）は，東京など場所によっ

ては絶滅危惧種として指定されており，新潟で

は準絶滅危惧種に指定されている．しかし，船
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表 2　船津川と中津川の水生生物目録 12)．2018年，津南小学校 4年生との総合学習を含む全調査で確認された生物の目録．

中津川

反里
口

中津
小裏

船山
陣場
下

割野
処理
場

石坂の橋下 早瀬 平瀬 淵
石の　
表面

石の　
裏面

落ち
葉

植物　
群落

1 エルモンヒラタカゲロウ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 フタスジモンカゲロウ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 シロタニガワカゲロウ ○ ○ ○

4 サホコカゲロウ ○ ○ ○ ○ ○

5 モンカゲロウ ○ ○ ○

6 チラカゲロウ ○ ○ ○ ○ ○

7 クロマダラカゲロウ ○ ○ ○

8 オオマダラカゲロウ ○ ○ ○

9 ヒゲナガカワトビケラ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
10 コオニヤンマ ○ ○ ○ ○ ○

11 オニヤンマ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 クロサナエ

13 ハグロトンボ ○ ○ ○ ○ ○

14 ダビドサナエ ○ ○ ○ ○ ○

15 モイワサナエ ○ ○ ○ ○

16 アサヒナカワトンボ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17 ニホンカワトンボ ○ ○ ○ ○

18 ミヤマカワトンボ ○ ○ ○

19 アオハダトンボ ○ ○ ○

20 コシボソヤンマ ○ ○ ○ ○

21 ミヤマアカネ ○ ○ ○ ○ ○

22 マダラガガンボ ○ ○ ○ ○ ○ ○

23 ヒラタドロムシ ○ ○ ○ ○ ○

24 ナミウズムシ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

25 キタヨコエビ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

26 サワガニ ○ ○ ○ ○ ○ ○

27 カワニナ ○ ○ ○ ○ ○

28 シマイシビル ○ ○ ○ ○ ○

29 ヘビトンボ

30 ミズムシ ○ ○ ○ ○ ○

31 ゲンジボタル ○ ○ ○ ○ ○ ○

32 イワナ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

33 アブラハヤ ○ ○ ○ ○ ○

34 スナヤツメ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

35 ドジョウ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

36 シマドジョウ ○ ○ ○ ○ ○

37 ホトケドジョウ ○

38 カジカ ○ ○
39 カジカガエル ○ ○ ○ ○ ○

○生息を確認
※処理場のところは、下島一帯という意味で記入し
※今年は津南小学校4年生との活動内での水温調査、水質調査を行っている。

No. 種　　　名
船津川調査地点(周辺)

水深　
(ｃｍ)

川幅 　
(cm)

生　息　場　所 生　息　箇　所



津川ではスナヤツメの数は一番個体数が多い魚

類だといっても過言ではない．

ここまで船津川において今年の調査内におい

て確認できた生物を紹介してきた．

まず生物全体を通していえることは，船津川

の水質はきれいだということ．上流から下流に

かけて，きれいなところでしか生息が出来ない

生物，少し汚れた水質までなら生息できる生物

を多く確認出来る川である．一部汚れた川で見

る生物 13）もいるが，種類自体は少なく，きれ

いな水質の川から汚い水質の川まで生息できる

種類なので，問題ではない．

水生昆虫の多さ，水質のきれいなことからイ

ワナのような魚が生息でき，バイカモが多く自

生していることで，その身を隠すことができる

ドジョウや他の小型生物も住みやすくなってい

る．

Ⅳ．ヘビトンボの減少

私は小学生の頃に，夏休みの自由研究で水生

昆虫のことを調査していた．その中で当時捕ま

えられていたが，去年と今年の 2年間の調査で

1匹も捕まえることが出来ていない水生昆虫が

いる．それは，ヘビトンボである．

ヘビトンボは清流にしか住めず，水生昆虫最

大の捕食者である．水質の変化に敏感なため，

現在ではヘビトンボの減少が日本各地で確認さ

れている．それは最近のことではなく，以前か

ら確認されていたことである．私は小学校のこ

ろに調査をして以来，水生昆虫のことを気にし

たことは無く，調査もしてこなかった．なので，

ヘビトンボがいなくなっている現状にとても驚

いている．

ヘビトンボがなぜ減ってしまったのか．調査

自体は行っていないため，ここでは明言が出来

ないが，想定をし，来年以降の調査へと繋げた

い．

まずはいくつかの過程と分かっていることを

記述する．

   

①　化学分析の結果から水質は安定している．

②　水生生物の結果から水質は安定している．

③　餌となる水生昆虫は多く生息している．

④　グリーンピア津南に流れる川では確認出

来た．

   

まず，①と②だが，水質の変化に敏感だとい

うことは承知しているが，他の敏感なカゲロウ

種やカワゲラ種が船津川では多く確認出来てい

る．この 2つの種は，特に水質がきれいな川に

しか生息できない種であるため，水質の変化が

原因だとはとても考えにくい．

③も同様だと言える．水質が安定していない

川にはヘビトンボの餌である他の水生昆虫も住

むことができない．特に，ヘビトンボはきれい

な水質から少し汚れた水質 14）を好むので，同

じ水質に住む水生昆虫である，カゲロウ種やカ

ワゲラ種は船津川の上流から中流にかけて多く

見ることが出来る．

④はなぜ？という気持ちが大きかった．グ

リーンピアを流れる川の水質はきれいだが，両

側は舗装されており，場所によっては全面舗装

がされている．見つかった場所はメロン大以上

の石が多かったが，コンクリートブロックも多
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図 17　スナヤツメ



かった．このように人の手が入っている場所で

も確認出来ている．人の手がグリーンピア津南

ほど入っていない 15）船津川において，見つか

らないということ自体がおかしいことだと考え

ている．

他にもいくつかの要因を考えてきた．低酸素

状態がおきているのではないか．しかし，ヘビ

トンボはある程度の低酸素状態には強い．薬と

して乱獲されたのではないか．この地域では薬

にすることもなく，船津川でなく中津川や清津

川で捕まえる方が建設的なため，船津川でわざ

わざ捕まえる必要性がない．

これらのように，いくつもの要因を考えては

いるが，明確な答えはでていない．また，他の

調査結果と照らし合わせての検証でしかないた

め，しっかりとした検証も出来ていないのが現

状である．

Ⅴ．20 年前との比較

20年前，私はまだ小学生であった．小学生

の頃，夏休みの自由研究として町を流れる川の

水質を調査していた．調査の中心は船津川で

あった．小学 2年生から 6年生まで調査を行っ

ていた．その頃の調査結果と，今回の調査結果

の比較を行い，変化があるのかをみていきたい．

1995年と 1996年の 2年間の調査内容と 2018

年の調査内容の比較を行う．

1995年の調査では pHを測らずに調査を行っ

てしまったので，調査内容としては，気温と水

温，確認出来た生物のみとなっている．

表 3では，8月 10日に船津川の上流へ向かっ

て調査を行っている．船山では 26 ℃と高い水

温が記録されているが，ヘビトンボが確認され

ている．中津小裏でもヘビトンボが確認されて

いるが，水温の差を見ると 7℃も差がある．

生物にとって 7 ℃の差はとても大きい．しか

し，22 ℃の場所で捕獲されたという例あり，

26 ℃で生息は不可能だとは言えない．また，

水温によって孵化の期間が変わってくるため，

7 ℃の差がヘビトンボにとってどのような変化

をもたらすのかは現段階で説明することは難し

いだろう．2018年においてはヘビトンボが確

認されていない．水温は 19 ℃と高くないので，
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図 18　1996年に行った自由研究．小学校 4年生の夏休みに

行った自由研究の 1部．

表 3　1995年船津川調査結果．小学 3年生の夏休みの自由研究で行った調査の結果．

調査地点 日付 気温 水温
船山 8月10日 31℃ 26℃ ヘビトンボ ヒゲナガカワトビケラ クロマダラカゲロウ
中津小裏 28℃ 19℃ ヘビトンボ ヒゲナガカワトビケラ クロマダラカゲロウ
反り口 28℃ 18℃ オオマダラカゲロウ ヒゲナガカワトビケラ クロマダラカゲロウ
不明 8月11日 28℃ 19℃ シロハラコカゲロウ ヒゲナガカワトビケラ ミヤマタニガワカゲロウ

確認できた生物

表 4　1996年船津川調査結果．小学校 4年生の夏休みの自由研究で行った調査の結果．

調査地点 日付 気温 水温 pH
反り口 7月20日 24℃ 18℃ 7.4 ミズムシ オオマダラカゲロウ
中津小裏 23℃ 18℃ 7.4 ヘビトンボ オオマダラカゲロウ
船山 22℃ 18℃ 7.4 フタスジモンカゲロウ ミヤマタニガワカゲロウ

確認出来た生物



ヘビトンボにとっては住みやすい環境であろ

う．

中津小裏でもヘビトンボは 2018年において

確認されていない．中津小裏はイワナやアブラ

ハヤなど，魚類の産卵場所となっており，イワ

ナなどの餌として水生昆虫が捕食されてしまう

ため，ヘビトンボが生存競争に負けたことが考

えられる．また，ヘビトンボも魚類に捕食され

るため，ここでは現在確認されないのではない

だろうか．しかし，1995年当時イワナは確認

出来なかったが，生息していた可能性はあるた

め，この 20年での減少理由としては弱いだろ

う．

表 4の 1996年の中津小裏でも同様に確認さ

れているため，魚類が原因ではないだろう．

1995年に調査地点が船津川としか書かれて

おらず，詳細な場所は不明な場所があるが，現

在ではあまり見られないシロハラコカゲロウと

ミヤマタニガワカゲロウが確認されている．こ

のことから，2018年と違い，生物種が多く確

認されていたということが分かる．当時確認出

来て，2018年で確認出来なかった生物はどこ

に行ってしまったのか．1995年と 2018年の捕

獲方法と時間が多少変わっているので，2018

年に確認出来た生物は，1995年当時にもいた

と考えていいだろう．しかし，逆に 1995年に

確認出来たが 2018年に確認出来なかった生物

は本当にいなくなってしまったのか．これは今

後の調査によって生物が見つかる可能性もある

ため，何とも言えないのが現状である．

pHの値を見ると，1996年当時は 7.4とアル

カリ性が高い．2018年では 6.8と中性である．

もちろん，計測時の環境や農作業などの影響も

考慮しなくてはいけないため，この数値の違い

がおかしいということは難しいが，中性よりも

アルカリ性に近い水質の方が船津川に生息する

生物にとっては良い影響を与えていたのかもし

れない．ただ，これは憶測でしかなく，これか

らの調査による．

1996年のまとめに当時の私は，昨年の調査

に比べて，生物の数が少なくなっていると書い

ていた．当時，1年間にどのような環境の変化

があったのか．まだ小学校低学年から中学年

だった私には確かな記憶はないが，工事はな

かったように思える．しかし，現在の船津川に

おけるヘビトンボから見える生物の減少はこの

時期に原因があるのではないだろうか．あると

すれば，当時のデータが他にも残っているのか

探し出さねばならない．

Ⅵ．最後に

2017年と 2018年の 2年間，会として調査を

行ってきた船津川であるが，調査をするたびに

新しいことに出会い，新しい壁に当たる．今年

でいえばヘビトンボの減少である．来年はまず，

ヘビトンボの調査を行いたいと考えている．実

際，ヘビトンボが船津川にいないのか．いると

したらどこにいるのか．ヘビトンボの分布状況

はどうなのだろうか．これがまずは来年の目標

の 1つとなるだろう．割野で見つかったカジカ

はどこから入ってきたのか．それとも元々船津

川にいたのか．他にも見つけていない種類の生

物がいるのではないか．また，船津川を中心と

した周囲の河川や池沼の調査，再び源流調査に

も赴きたい．

1995年，1996年に行った自由研究の内容と

2018年のデータを比べてみたが，やはり絶対

的なデータ量が少なく，船津川を現在の環境を

残しつつ，以前のように生物で溢れる川に戻す

ためには，多くのデータが必要であるため，今

度も調査検討はしていかなくてはいけない．

今年は当初考えていたような調査内容ではな

く，「連携」を中心にした津南小学校 4年生と

総合学習を行ってきた．もちろん，回数は少な
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い．しかし，少ない回数の中で子ども達に，津

南町の川について，自然について，船津川と言

う川について，そこに住む生物について，人と

の関わりについて，考えてもらえることができ

たと実感できている．とても難しい内容の話も

あったが，子ども達は実地で学び，感じ取って

くれただろう．カジカの発見は子どもたちの功

績であり，子ども達がいなければ見つけること

が出来なかった．大人では気づかないこと，行

かない場所，大人が持つ先入観がない子ども達

だからこそ出来る調査もある．だからこそ，私

は子ども達との連携した調査を大事にしたいと

考えているし，今後も続けていきたいと考えて

いる．

今年のこの活動を通して，台帳づくりとして

の第 1歩が踏み出せた．まだまだ調査しなくて

はいけない場所が多く存在し，確認できていな

い生物も数多くいる．台帳づくりに必要なデー

タはまだまだ足りていない．2018年は水生生

物が主体となる台帳を作成したが，他の細かな

データは取れていないため，台帳としては不十

分なものである．来年以降はこの反省を活かし，

台帳作成に必要なデータの蓄積を念頭に置き，

図鑑作成まで見据えた台帳を作成していかなく

てはいけない．

註
1）基本的な水温は 10～16℃であるが，雪解け水の流入，

水田からの排水，人工的な要因によって水温変化

は見られる．

2）野生のイワナは少なく，放流がほとんどであると考

えられる．

3）反里口，太田新田はまだ流域が分からないところも

あるため，これからの調査による．

4）pH，CODともに共立理化学研究所のパックテスト

を使用した．

5）「みずいく」という．サントリーが 2004年に活動を

開始した．子どもたちが自然のすばらしさを感じ，

水や，水を育む森の大切さに気づき，未来に水を

引き継ぐために何が出来るかを考え，次世代にむ

けたプログラムのこと．（サントリーHP『水育とは』

抜粋）

6）「おおずらビオトープ」．中深見環境活動隊の方々が

管理されているビオトープ．

7）アオハダトンボ，カワトンボ種が多かった．

8）信濃川河川事務所内記載資料「川の生きものを調べ

よう　水生生物による水質判定」

9）カワゲラ種すべてではなく，フタメカワゲラやオナ

シカワゲラのような，少し汚れた水質でも生息で

きる種類もいる．

10）川には流れによっていくつかの形態があり，流れ

が早く，川底が見えないほど白く泡立って波立つ

場所を早瀬と呼び，流れはやや早く波立つが，底

石が見え，比較的流れが早い場所とゆるやかな場

所に分かれる場所を平瀬と呼び，ゆるやかな流れ

に，水深は深く，底に砂が溜まっている場所を淵

（プール）と呼ぶ．

11）ここでいう上流から下流とは，反里口から割野ま

でのことである．

12）この台帳は全体の 1部分の抜粋であり，実際は備

考が右側に付属する．

13）ミズムシやシマイシビル．きれいな水質の川より

も汚い水質の方が数は多い．

14）船津川は基本的にきれいな水質に分類するが，上

流と下流では水温などの点から水質が違うと位置

づけているため，船津川の下流でヘビトンボは見

られない．
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Investigations of the river environment and development  
of a natural environment record in the Funatsu River  

at the Naeba mountain foot Geopark

HAYASHI Takahiro, NAKAZAWA Hidemasa, SATOU Nobuyuki, 
MURAYAMA Ikuo and WAKUI Taiji

The Funatsu River is a short river that achieves the confluence from the headwater to the Shinano River in Tsunan 
Town, but a large number of aquatic organisms live there and show diversity. In this research, in cooperation with 
local elementary school students, while judging the water quality of the Funatsu River from aquatic insects such as 
mayfly and rockfish that live in the Funatsu River, and fish such as chars and sunfish, the water quality survey was 
also carried out in chemical analysis. The important thing here is that we did not do it alone, but that we cooperated 
with the children. This is a hometown education, education and watering at the same time. Also, in light of the 
results surveyed 20 years ago, how has the Funatsu River changed or has it not changed? At the same time, we 
investigated whether there was a change in the captured organisms and found that there were no dobsonflies. It 
turned out that it was not deterioration of the capture method or the water quality. In order to protect the organisms 
themselves and their habitats, interaction with townspeople and records in the ledger are important.
Keywords: Tsunan town, water quality survey, aquatic life, collaboration, comparison, dobsonfly

Association to Consider Nature of the Funatsu River


