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河北潟水質浄化連絡協議会
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事務局 金沢市環境指導課
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河北潟の流域では、下水道や農業集落排水処理施設、

合併処理浄化槽などの生活排水処理施設の整備や水

質浄化についての啓発活動といつた様々な生活排水

■ヽ l策事業が行われています。

しかし、河北潟の水質悪化の一番大きな原因は、

富栄養化による植物プランクトンの内部生産だと考えられており、今後は従来からの取り組みに併せて、富栄

養化対策を検討し積極的に取り組んでいく必要があります。

なお、下のグラフのとおり、石川県が実施している水質測定の結果によれば、平成20年度以降から河北潟の

CODの値は下降の傾向が見られます。これがほんの一時的なものであるのか、今まで取り組まれてきた生活排

水対策の効果のあらわれであり、このまま河北潟の水質が少しずつ改善されていくのか、今後も注意深く見守つ

ていく必要があります。

河北潟 (中央 )

H22年度

河北潟の

環境基準

COD(75%値 ) 7.7 mg/L 50 mg/L以下

COD(平 均値) 5.9 rTlg/L

全窒素 (平均値 )
1.o mg/L 06 mg/L以 下

全リン (平均値 ) 0.084 mg/L 0.05 rng/LD(~下

河 北 潟 中 央 CODの 推 移
濃度(mg/L)

― 年平均値  -75%値  ‥口・・ 競 基準値
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環境基準値 15 mg/L

※ 75%値 …・水質などを1年間にわたり毎月調べたとき、低い方から9番目の数値をいいます。

河北潟など湖沼で|よ 、CODの環境基準を超えたかどうかを見るとき|ま75%値を使います。



河北漏環境塾 (体験学習の取り組み)

河北潟水質浄化連絡協議会では、多くの人達に「河北潟に関心を持つてもらうこと」を目的として、水辺

の体験学習 「河北潟環境塾」を開催しています。

市や町の広報でその都度参加者を募集していますので、ぜひこ参力0を お願いします。

また、楽 しい行事のアイデアがこざいましたら、事務局までこ連絡ください。今後の参考とさせていただ

きます。

平成23年度に実施した「河北潟環境塾」の行事

行事名 容内 師講 実施時期 参力□人数

夏休み

親子バスツアー

親子でバスに乗 り、河北潟

の水辺を巡りました。

水辺の自然観察 (生 き物探

し)、 水質検査体験、農園で

のブ ドウ狩 りなどを行いま

した。

自然観察 :永坂 正夫 氏

(金沢星稜大学教授 )

水質検査 :高野 典礼 氏

(石川工業高等専門学校講師)

エコ農業 :山田 政人 氏

(モアイ農園)

23年

7月 30日 (土 )

43名

河北潟

水辺体験会

河北潟湖畔に設けた屋外の会

場で、ボー ト教室や釣り教室、

水質検査体験、ミニ水族館の

展示などを行いました。

共催 (ボート教室)

サンズつばた

協力 (水質調査 )

内灘町河北潟水質検査ボランテイア

23年

8月 20日 (土 )

69名

ツパメの

ねぐら観察会

河北潟をバスで巡り、水辺の

野鳥を観察しました。

日没時には、河北潟の∃シ原

で、3万羽とも言われている

ツパメのねぐら入りを観察し

ました。

中り|1 富男 氏

(日本烏類標識協会会員)

23年

8月 27日 (土 )

25名

河北潟

水辺の小学校

河北潟に近い小学校の児童が、

河北潟の水辺をバスで巡り、

様々な体験学習を行いました。

① かほく市立宇ノ気小 5年生

② 内灘町立清湖小 5年生

③津幡町立中条小4年生
④金沢市立花園小 4・ 5年生

自然観察 :永坂 正夫 氏

(金沢星稜大学教授)

水質検査 :高野 典礼 氏

(石川工業高等専門学校講師)

その他の協力・参カロ

石川工業高等専Pl学校生 (40名 )

金沢星稜大学生 (2名 )

23年
10月 12日 (水 )

155名
(宇ノ気小)

23年
10月 17日 (月 )

84名
(清湖小)

23年
10月 18日 (火 )

63名
(中条小)

23年
10月 24日 (月 )

50名
(花園小 )

河北潟・木場潟

交流会

河北潟で環境保全に関わつて

いる諸団体から参力0者を募り、

本場潟周辺の環境保全活動

の視察や情報交換などを行

い志した。

23年

11月 19日 (土 )

38名

ヨシの

すだれ作り教室

水辺に生える植物のヨシを

材料にして、小さなすだれ

作 りを行いました。

Jヒ本寸  渭奇fモ

(工房ヒゲキタ)

24年

1月 14日 (土 )

25名

∃シの

すだれ作り教室

内灘町立清湖小学校 5年生

が、植物の∃シを材料にし

て、小さなすだれ作 りを行

いました。

北村 満 氏
(工房ヒゲキタ)

24年

1月 17日 (土 )

41名
(溝湖小)

環境に優しい

料理教室

水辺の環境に配慮した、こみ

を出さず水を汚さない料理の

しかたを学びました。

青海 万里子氏

(金沢エコライフくらぶ代表)

24年

1月 21日 (火 )

25名

合計
618A
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たくさんの生き物をつかまえて観察しました。
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器具や薬品を使つて、みんなで河北潟の

水の汚れぐあいを調べました。
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「ッバメのねぐら入り」

※ ここに写つているたくさんの黒い点の様なものは、すべてツパメです。
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水質検査 (水辺の /」
tt学 校・溝湖小 )

内灘町立清湖小の5年生と石川高専の学生40名が、

一緒に河北潟の水の汚れぐあいを調べました。

料理教室 (環境にやさしい料理教寧2

できるだけ水を汚さず、こみを出さないおいしい

料理の作り方を学習しました。

迷璽鰹塾ム避蟹望整上壺訓主
市の職員が、河北潟の水を調べるお手伝いを

しました。

/'

ヨシのすだれ作り

河北潟など水辺に生える植物の「∃シ」を

材料にして、小さなすだれを作りました。

夏に|よ青々としていた河北潟の水辺のヨシ

も、地下茎を残して冬に|ま すべて立ち枯れし

[しまいます。そのヨシを刈り取つて利用することは、河北潟の水を浄化することにつながります。

この日に作つた小さなすだれ |よ 、花瓶の敷き物や写真掛けなどに使うことができます。

鞣

廃油ろうそく作り (環境にやさしい料理教室 )

使用済みの食用油を材料にしたろうそくを作つて

みました。
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金沢市と内灘 町では、職員同士の交流・研究を目的として、いくつかの

研究課題ことに関係課の職員による研究チームを設けています。

その内、平成20年度から河北潟を研究課題としている河北潟対策交流・

研究チームでは、河北潟に隣接する「金沢市こなん水辺公園Jと「内灘町

蓮湖渚公園」のビオトープの質の向上について研究をしています。

さて、こなん水辺公園にある池と、公園の横を河北潟へと流れる大宮川

とをつなぐ水路には、途中に高さ60cmほ どの段差があり、河北潟。大宮川

から水路をのぼつてきた魚は、この段差によつて公園の池への移動をさえ

ぎられていました。

そこで、研究チームで |よ 、様々な文献や全国の先進事例について調査を

行い、その結果、水路の段差の部分に簡易魚道を設置することにしました。

実際の、簡易魚道の製作と公園内の水路への取付作業については、石川

工業高等専門学校専攻科2年生7名 (担当教官 高野典礼講師)が行い、無事に簡易魚道を設置することがで

きました。

簡易魚道を設置する作業中にも、メダカやタイリクパラ

タナゴなどの小魚が次々と未完成の魚道をのばり始め、

設置の効果があることが期待できました。

平成24年度には、この簡易魚道を設置したことにより、

実際にどのくらいの種類と数の魚が、水路をのぼること

ができるようになつたのかを、定置網などを使い魚を採

集する方法で調査していく予定です。

また、内灘町の蓮湖渚公園の水路 (ビオトープ)に植え

完成した簡易魚道        るため、アサザを栽培する取り組みも行いました。アサザ

は、夏頃にきれいな黄色の花を咲かせる、睡蓮に似た水草の一種です。昔は河北潟の周辺でたくさん見るこ

とができ讀したが、今ではとても数が減つていて、国のレッドデータのカテゴリーでは準絶減危惧に、石川県

のカテゴリーで |よ 絶減危惧Ⅱ類に指定されています。

研究チームでは、平成 8年に西

部承水路近く (内 灘町内)で 採集

してあつた地元産のアサザから4

株を株分けし、平成21年から内灘

町役場の庁舎前の池で栽培を始

めました。

その後も順調に育てることがで

き、平成23年の秋頃には、アサザを

約200株までふやすことができま

した。

簡易魚道の設置とアサザの栽培 (金沢市・内灘町・石川高専 )

現地での簡易魚道の組み立て
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栽培中のアサザの花 (内灘町役場 庁舎前の池 )



河北潟ブックレット「河北潟の生きもの 野鳥編」

当協議会では、平成22年から毎年、河北潟ブックレット

を発行しています。今までには「河北潟の水」、「河北潟

の生きもの さかな編」、「河北潟の生きもの 水草編」の3

巻を発行してきました。

さて今回は、河北潟の周辺に生患している野鳥につい

て解説をした「河北潟の生きもの 野鳥編」をA5版 8ベー

ジで1万部発行します。

監修は、河北潟を初め全国各地で野鳥の調査・研究を行つ

ている日本鳥類標識協会会員の中川富男さん。

掲載されている美しい野鳥たちの写真は、日本野鳥の

会石川の会員である出野邦夫さんと中村正男さんのお二

人からこ提供をいただきました。

イラストは、「河北潟の生きもの 水草編」に引き続き、金沢星稜大学人間科学部 (平成24年 3月 卒業)の
竹□しのぶさんが描いています。

これらのブックレットは、当協議会が主催する水質調査や自然観察会などの環境学習の行事でテキストと

して使用するほか、希望のあつた団体やイロ人への配布も予定しています。

河北潟をもっとよく矢□るための楽しい参考書としてぜひこ活用ください。

環境学習のお手伝い

河北潟水質浄化連絡協議会では、河北潟周辺で環境保全活動を行う団体の支援を行つています。

協議会に|よ 、環境学習で使用するための器具がいくつかありますので、使用の予定が空いていれば無料

でお貸しすることができます。また、環境学習の行事に、市・町の担当職員を講師として派遣したり、水質や

自然環境、干拓地の農業など様々な分野の専門家を紹介することもできます。

詳しくは、協議会の事務局 (金沢市環境指導課 )などへお問い合せください。

問しヽ合わせ先

河北潟水質浄化連絡協議会

○ 金沢市環境指導課 (協議会事務局) TEL:076-220-2508
0か ほく市市民生活課防災環境対策室  TEL:076-283-7124
0津 幡町生活環境課         TEL:076-288-6701
0内 灘町環境政策課         TELi076-286-6712

貸出できる器具    1 貸出できる個数 使いみち

タモ網 100本 水辺の生き物を採集する時に使います

蓋付きの小型プラスチック水槽 50イ固 採集した生き物を入れておくために使います

小型のバケツ、ひしゃく それぞれ5イ固 河北潟や川の水をくむ時に使います

透視度計 (50cm) 2本 水の濁りぐあいを調べる時に使います

河北潟ブックレット 4種類
「水、生きもの (魚、水草、野鳥)」

在庫に余分があれば

無料で差し上げます
環境学習のテキストとして使います


