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はじめに

宮崎は、美しい川、きれいな水、豊かな緑など自然に恵まれています。地球環境
の劣化が深刻化する中で、この恵まれた自然を最大限に活かし、だれもがふれあい
親しめる水辺を保全して、自然と共生する社会を構築することが必要となっていま
す。なかでも、地域住民が日常的にふれあう、あるいは子どもの時に遊んだ、身近な
川や池などの水辺については、その環境の保全に対する関心が高く、豊かな水辺
環境を次世代に引き継いでいくことが求められています。そのためには、大人はも
ちろん、子どもも一緒になって、身近な川や池で遊び楽しみながら自然環境の大切
さを実感することが必要です。宮崎県とNPO法人大淀川流域ネットワークでは、県
内の小中学校の先生方や生徒さんとその保護者の皆さまの協力のもと、協働して
小中学生をはじめ一般の方々にも分かりやすい、本県独自の五感を使った水辺環
境指標を作成しました。

このマニュアルは、水辺環境指標を用いて、地域や学校、市民団体または家族な
どのさまざまな主体が身近な川や池などの水辺環境を調べる際の、指導者用の解
説書として作成したものです。ぜひ本マニュアルを活用して、環境教育活動や自然
体験活動として水辺の調査が行われ、県内各地で身近な河川等の状況が把握さ
れ、よりよい水辺環境の保全に向けた取組が広がっていくことを希望します。
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調査時期や参
加者数の検討

調査候補地
の検討

調査候補地の目視確
認と調査場所の決定

保健所への連絡と調
査セットの準備

実施前の参加者との注
意事項と準備の確認

調査結果の
報告

本調査は、平成17年度に策定した本県独自の五感を使った水辺環境指標を活用して、県民一人ひとりが
地域や学校、市民団体または家族などの各主体の活動として、身近な水辺にすむ生き物を調べ、水のきれい
さを知るとともに、水辺に親しむことで、水辺の環境についての関心を高めることを目的としています。

本調査は、県内の身近な水辺の環境について調べてみたい方であれば、どなたでも参加できます。しかし、
子どもだけの調査は避けて、必ず大人と一緒に調査しましょう。また、必ず複数人数で調査しましょう。

調査の目的

参加者について

調査を行うには、調査そのものだけでなく、事前の準備や事後の後かたづけなどが必要です。調査の全体
の流れを図に示しますので、これを参考に計画を立てて調査しましょう。

調査全体の流れ

1． 調査の場所
宮崎県内の河川や池などで、自分たちが住んでいる身近な水辺を対象とします。本調査では、水生生物調査で水に
入って行うことを前提にしていますので、調査する人全員が同時に水に入って活動できる広さの場所を選定してく
ださい。調査場所の数は、移動時間や調査する人の人数などを考えて、無理のない計画にしましょう。

2． 調査の計画
調査は、しっかりした計画を事前に立てて行うべきです。そのための第一歩が、調査時期や参加者数の検討、代表者
の選出などです。また、場合によっては、水辺調査に詳しい人の指導をお願いすることも検討します。
　
3． 調査時期
一年間を通して調査をする場合には、季節ごとに調査することが理想的です。１回しか調査しない場合には、大きく
なった水生昆虫の多い春（3月～5月ころ）が最適ですが、夏でも適しています。

4． 場所の選定と下見
つぎに大切なのが、調査場所の選定と下見です。まず、代表者が、調査しようとする水辺とその周辺の町などの様子
が分かる地図を用意していくつかの候補地を選びます。その候補地を数人で下見を行ってから、意見を出し合って
調査場所を選定します。
下見は、目視による確認と、実際に水に入ってみての確認をしっかりと行うことが必要です。また、以前に行ったこと
のある場所でも、水流の影響で状況が大きく変ることがありますので、直前の下見を十分に行うことが必要です。
下見で注意する要点
・集合場所は十分な広さを確保できるか
・集合場所から水ぎわまで参加者が安全に近づけるか
・調査場所は、水深20cm程度までの範囲で、調査する人全
員が同時に水に入って活動できる十分な広さがあるか
・調査場所の近くにトイレがあるか
・木陰などの休息場所を確保できるか
・携帯電話は通じるか(緊急連絡のため)
・水底に空き缶や割れたガラス、テグスなどは落ちてないか
・上流でのダムの放水や堰の開閉による増水の可能性は
ないか

・水の深い場所や流れが速い場所、調査区域の見通しを
妨げるヤブなどの危険な場所はないか
・私有地を利用する場合は、所有者などの許可が必要
・柵や看板などで「立ち入り禁止」とされている場所では行
わない
・ため池は、急に深くなるので特に危険です
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6． お貸しする調査道具
 1） 透視度計、漏斗　　 （水の透明度を測ります）
 2） 網、トレイ、小網、熊手 （水生生物調査に使います）
 3） 温度計　　　　　　（気温と水温を測ります）
7． 安全・リスク管理
本調査を楽しく行うには、つぎのように参加者の安全・リスク管理を行うことが必要です。
・調査の開始時と終了時に参加者数を確認します。
・水ぎわまでの経路に、生物的要因（植物：ハゼ、ウルシなど、動物：マムシ、ハチ、ダニ、ツツガムシなど）による害
の可能性があれば、別の経路を確保しましょう。
・水底に空き缶や割れたガラス、テグスなどが落ちていれば、取り除きます。
・代表者は、万一の参加者のケガや体調を崩した場合に備えて、救急箱を用意します。また、調査場所付近の病院
へのアクセス、緊急時の連絡方法などを事前に調べておいてください。
・調査時の万一の水難事故に備えて、救助活動ができる補助要員を確保します。できれば、水辺の体験活動指導
者の資格を持った人に同行してもらいましょう。
・参加者全員の傷害保険や賠償責任保険などへの加入手続きを必ず済ませておきましょう。
・調査水域には、ロープを張って調査区域を明示し、立ち入り禁止区域と分離します。
・子どもたちの中には、ロープの外の立ち入り禁止区域に出ようとする子もいます。一人だけでは監視できません
ので、保護者の方や地域の活動団体などのできるだけ多くの方に同伴してもらって、複数の目で安全面に気を
配りましょう。
★ 水辺の体験活動指導者の資格については、巻末を参照してください。

水辺の活動は、子ども5人程度に一人の大人が同伴することを基本にします。例を示しますので、これを参考にして管
理できる体制を構築してください。
■家族などの子ども1～3人の場合
　家族であれば、日ごろの行動から子どもの行動が予測できるので、最小の人員で体制を構築できます。子どもを大
人が指導して調査しましょう。
■ 地域や学校、市民団体などの場合
　いろいろな個性の子どもが参加するので、管理が大切です。代表者がしっかりと統括して調査を行いましょう。また、
調査する人を班に分け、班長を決めて、班で行動させます。
●子どもの参加が10人程度の場合には、子ども5人程度に少なくとも1人の大人が加わって班を構成し、大人を班
長に指名します。参加する子どもが低学年であれば、大人の人数を増やします。また、救助活動ができる補助要
員は、複数を基本としますが、少なくとも1人を水辺に待機してもらいます。ですから、この場合には、子ども10人
程度に大人4人が加わった計14人程度が最小限の体制になります。
［代表者1人＋子ども10人＋班長2人＋救助要員1人］

●子どもの参加が20人程度の場合にも、子ども5人程度に少なくとも1人の大人が加わって班を構成し、大人を班
長に指名する点は同じです。しかし、救助活動ができる補助要員に水辺に待機してもらうほかに、できるだけ多
くの大人に水辺で監視してもらいます。救助要員と監視要員は、少なくとも、子ども10人程度にそれぞれ1人の大
人が行うことを基本とし、参加する子どもが低学年であれば人数を増やします。ですから、この場合には、子ども
20人程度に大人9人が加わった計29人程度が最小限の体制になります。
［代表者1人＋子ども20人＋班長4人＋救助要員2人＋監視要員2人］

連 絡 先

■保健所電話番号一覧

実 施 体 制

調査グループに、本マニュアルおよび参加者に配布するしおり「水辺を調べる楽しむ」や調査に必要な試薬、記録用
紙などの調査セットを事前にお渡しします。最寄りの保健所まで、代表者の連絡先や調査する人の人数などをお知
らせください。また、調査に必要な道具は、自分で揃えることもできますが、希望者には主要な道具をお貸しします。
また、調査方法の疑問や指導者の紹介、調査に必要な道具の購入方法など、いろいろの問合せについても、ご連絡
ください。相談に応じます。

5． 調査の事前連絡と相談

中央保健所環境対策担当
都城保健所環境対策担当
延岡保健所環境対策担当
日南保健所環境対策担当

　(0985)28-2111
　(0986)23-4504
　(0982)33-5373
　(0987)23-3141

小林保健所環境対策担当
高鍋保健所環境対策担当
日向保健所環境対策担当
高千穂保健所環境対策担当

(0984)23-3118
(0983)22-1330
(0982)52-5101
(0982)72-2168
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当日の調査開始前の準備
1． 調査実施の決定
代表者は、前日までの天気や当日の天気予報および調査場所の水辺の状態を総合的に判断して、実施するか中止
するかを決定します。雨天の場合には、増水や土砂崩壊などの恐れがありますので、危険です。また調査場所の状
態が悪い中で調査を強行するのは、事故の原因となります。そのような場合には、勇気を持って、中止しましょう。

2． 安全確保
集合場所から調査場所に移動する経路に、交通量の多い道路を横断する場合には、横断箇所に必ず大人を配置し
て誘導しましょう。
調査を開始する前に、調査区域にロープを張って調査区域を明示し、立ち入り禁止区域と分離します。
また、補助要員と注意事項についての最終確認を必ず行ってください。

1． 水辺環境指標について
本県独自の五感を使った水辺環境指標を検討するにあたり、水辺の環境目標を「自然にふれあえる水辺」と設定し、
水辺をこのように保全することが重要であると決定しました。この目標の「自然に」の言葉には、“自ら進んで” の意味
と“自然の水辺に”の両方の意味を持たせています。
また、この環境目標に係わるキーワードを整理し、キーワード毎の調査項目をつぎのように決定しました。

これらの項目を正確に調査するには、調査装置や専門技術が必要になります。しかし、新たな水辺環境指標を検討
するにあたっては、身近な水辺の環境について調べてみたいと思った方々が気軽に楽しく調査できるようにするこ
とを理想としたことから、小中学生をはじめ一般の方々にも分かりやすい指標としております。

2． 調査方法について
身近な水辺は、本来、水浴びや魚釣りなどを楽しむ子どもでにぎわい、水辺の素晴らしさ、大切さ、楽しさを体感でき
る自然体験や環境教育の場です。そのような水辺で行う環境調査には、自然体験活動や環境教育活動の機能を持
つことが期待されます。そこで、だれもが楽しく調査することで水辺に親しみを感じさせることができるように、新た
な水辺環境指標の調査は五感を使った方法としました。五感は、人それぞれの年齢や経験によって異なりますので、
その調査結果はそれぞれに異なることを前提にしています。

 3． 調査の道具
調査には、つぎの道具を使います。

調　査

◎泳ぐ…………………
◎親しむ・楽しむ ……
◎いきもの……………
◎自然を感じる ………
◎やすらぐ   …………

きれいさ（水質と透明度）
水のにおい
水生生物
自然景観
自然の音

（1）
（2）

しおり「水辺を調べる楽しむ」
透視度計、漏斗

（調査と記録に使います）
（水の透明度を測ります）

注意事項
・危険な場所へは近づかないこと
・調査はロープで仕切った調査区域内で行うこと
・調査は班で協力して行い、勝手な単独行動をしないこと
・調査の指示に従い、所定時間を守ること
・体調が悪い場合には参加しないこと
・水に濡れた時の着替えを用意すること

・水に濡れてよい運動靴を着用すること
・日射防止や水分補給に注意すること
・壊れやすいものや先のとがったものを身に着けないこと
・石や柔らかい泥、コケなどで足をとられることがあること
・身障者の参加には調査を補助する人に同伴してもらうこ
と

8． 実施前の参加者への説明
事前に、当日の参加者が集まって、実施体制、実施に当たっての注意事項、中止の場合の連絡方法、当日の準備物
などについて確認を行います。
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4． 調査開始の前に
【参加者の健康確認】
代表者は、参加者を集めて健康を確認します。
・熱があったり、腹痛など体調が悪くないか
・持病がないか
 もし体の不自由な方が調査に参加する場合には、他の参加者が調査に協力するなど、心配りに注意することが必要です。

【注意事項の確認】
代表者は、調査する人に「しおり」を配布して、実施に当たっての注意事項について確認を行います。
・危険な場所へは近づかないこと
・調査は班で協力して行い、勝手な単独行動をしないこと
・代表者の指示に従い、所定時間を守ること
・体調が悪くなった場合には、躊躇なく申し出ること
・水に濡れてよい運動靴を着用すること
・日射防止や水分補給に注意すること
・壊れやすいものや先のとがったものを身に着けないこと
・石や柔らかい泥、コケなどで足をとられることがあること

【調査する地点の情報収集】
調査する人に調査場所の様子を観察させ、「しおり」9ページ目の水辺調査記録用紙に記入させます。

5． 調査項目全般についての説明
代表者は、調査する人に、この調査の環境目標が「自然にふれあえる水辺」であることを説明し、これから調べようと
している水辺が、「自然に親しみたい」あるいは「自然にふれあいたい」という期待に対して、どの程度に満足できる
水準にあるのかについて判定するように、指示してください。
以下の＜調査方法＞に、代表者が調査する人に対して行う指示を括弧書きで記載しています。この指示について
は、全ての調査項目で調査者全員に指示の内容が理解できるように言葉を言い変えて、確実に行ってください。

（3）
（4）

（5）
（6）
（7）
（8）
（9）
（10）
（11）
（12）
（13）

踏み台
網、トレイ、小網、熊手
ただし、熊手は、先端にビニルパイプ等を取り付けて鋭利な部分をなくたものとする。
ピンセット、シャーレ、水生生物下敷き
温度計
COD検査キット
鉛筆、記録用紙、下敷き
バケツ
ふた付きビン
時計
ロープ
ゴミ袋

（水の透明度の調査に使います）
（水生生物調査に使います）

（水生生物の分類に使います）
（気温と水温を測ります）
（水の汚れを測ります）
（調査結果を記録します）
（採水に使います）
（水のにおいを測ります）
（調査時間を測ります）
（調査区域を明示します）
（調査のゴミを回収するのに使います）

（1）
（2）
（3）
（4）

虫めがね
ハンドマイク
水道水
テント

（水生生物調査に使います）
（参加者が多いときに使います）
（手を洗うのに使います）

（日射病等を考慮して、炎天下での調査の場合は、調査法の説明、
                                   水生生物の分類・集計及び休憩などに使います）

●あると便利な道具

川の名前 :
観察場所の地区名 :
天　　気 :
水　　温 :
記録した人 :
班の人数 :

晴れ　　　　　　くもり　　　　　　雨
気　　温 :

名前 :
大人 : 人 子供 : 人 

観察日時川
市町村 地区

年 月 日 時 ～ 時

℃ ℃
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自然の音を聞いてみよう
水辺のやすらぎ感を調べるための調査です。調査する人に、風の音や野鳥のさえずり、木の葉のささや

き、川のせせらぎ、川の生きものの音、虫の鳴き声などの自然の音と、自動車の音や電車の音、住宅や工
場などから出る音などの人工の音を聞かせ、それらの音をどの様に感じたのかについて尋ねます。

調査方法
調査する人を水辺に向けて整列させ、全員に下記の括弧書きのように指示しながら、順序に従っ

て全員で調査を行います。

点数     　　自然の音             補足事項
４点 　自然の音しかしない 　  人工の音がまったく聞こえない状態
３点 　自然の音の方が多い 　  人工の音が聞こえても少なく、自然の音の方が多く聞こえる状態
２点 　人工的な音の方が多い   自然の音も聞こえるが、人工の音の方が多く聞こえる状態
１点 　人工的な音しかしない　自然の音は聞こえず、人工の音が圧倒的に多く聞こえる状態

（1）「これから、しおり3ページ目の絵に示すような自然の音を聞きます。」と説明して、イラストを
見るように指示します。

（2）見終わったのを確認してから、「音には、このほかに、自動車の音や電車の音、住宅や工場の
音などの人工の音もあります。」と説明する。

（3）参加者を静かにさせ、音に集中させるために目を閉じさせます。
（4）「これから、1分間、自然の音と人工の音を聞きます。どちらが多く聞こえるか、聞いてくださ

い。」と指示し、「用意、始め」と号令をかけます。
（5）1分間を計時し、「終わり」と号令をかけます。
（6）下の補足事項を説明し、「自分はどのように聞こえたかを考えて、しおり3ページ目の採点表

のどれかに○をつけてください。」と指示します。
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自然の風景を良く見てみよう
水辺のうるおいを自然景観で調べるための調査です。調査する人に、水面の景色と色、水辺の様子、

まわりの木立や建物の景色と色を観察させ、それらの風景をどの様に感じたのかについて尋ねます。
調査方法
調査する人を水辺に向けさせ、全員で下記のように調査を行います。

点数 自然の風景 補足事項

（1）「これから、しおり4ページ目の絵に示すような水辺とそのまわりの風景を観察します。」と説明し
て、イラストを見るように指示します。

（2）見終わったのを確認してから、「水辺とそのまわりには、草や木、土、石などの自然のもののほか
に、空き缶やペットボトルなどのゴミが散らばっていたり、コンクリートブロックなどの人工のもの
があります。なお、この調査のゴミには、漂着した草や木などは含まれませんので注意してくださ
い。」と説明する。

（3）静かにさせ、「これから、2分間、ここから見える範囲で、自然のものと人工のものを観察します。ど
ちらが多く見えるかを観察してください。」と指示し、「用意、始め」と号令をかけます。

（4）2分間を計時し、「終わり」と号令をかけます。
（5）下の補足事項を説明し、「自分はどのように見えたかを考えて、しおり4ページ目の採点表のどれ

かに○をつけてください。」と指示します。

4点 木と草、すな地がある 水辺はきれいで、まわりには草や木、すな地などの自然のものだけが見
える状態

3点 草とすな地がある

2点 コンクリートブロック
など人工物が目立つ

1点 ゴミが多い

水辺に林はないが、草やすな地が多い状態
または、空き缶やペットボトルなどのゴミがあっても、あまり目立たない状態
または、水辺にコンクリートブロックなどの人工物があっても、周りの風景に
溶け込んでいて、目立たない状態
水辺に林がなく、草も非常に少なく、すな地が多い状態。または、水辺に
コンクリートブロックなどの人工物があちこちにあって目立つ状態
水辺に空き缶やペットボトルなどのゴミがあちこちにたくさんあって、不快な状態
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水の透明度を見てみよう
水辺で泳ぐ際の、見た目の水のきれいさを調べるための調査です。透視度計を使って、パイプの
底の印がどの深さまで見えるかを調査します。
調査の要点
・ 透視度計は、130cmほどの長さで3cm（内径）ほどの直径の透明のパイプを使用します。
・ 背の低い人のために、踏み台を準備するか、土手の階段や岩などを利用します。
・ 透視度計に水を入れるのに、漏斗を準備すると便利です。
調査方法
補助要員に採水させたバケツと透視度計を使って、下記のように調査を行います。

点数      透明度             補足事項
４点 　100cm以上  100cmの深さで印が見える状態
３点 　75～100cm  75cmの深さでは見えるが、100cmでは見えない状態
２点 　50～74cm  50cmの深さでは見えるが、75cmでは見えない状態
１点 　50cm未満  50cmの深さで見えない状態

（1）「これから、しおり5ページ目の絵に示すように、水の透明度を測ります。」と説明して、イラス
トを見るように指示します。

（2）見終わったのを確認してから、「バケツの水をパイプに入れて、上からのぞいて、底の印がど
の深さまで見えるかを調査します。」と説明する。

（3）パイプの50cmの高さまで水を入れて、「パイプの底の印が見えるか、一人ずつよく観察して
ください。」と説明し、注意事項を指示します。

※指示する注意事項
・透視度計は、まっすぐに立てて調査します。調査者以外の人が静かに支え、調査者は手を離  
します。

・透視度計のまわりに、調査者以外の人が立ち並ぶと暗くなって見えにくくなるので、注意すること。
（4）次の人に交替させて観察させます。見えなかったら、調査は終わりです。
（5）見えたら、順次、75cm、100cmの高さまで水を入れて観察させます。
（6）全員の調査が終わったら、下の補足事項を説明し、「どの深さまで見えたかで、しおり5ペー
ジ目の採点表のどれかに○をつけてください。」と指示します。
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水のにおいはどうだろう

点数       水のにおい              補足事項
４点　全くにおわない          何もにおわない状態
３点　何かにおうが気にならない         においがするが、気にならない状態
２点　いやなにおいがする          いやなにおいがするが我慢できる状態
１点　鼻をつまむようなにおいがする       我慢できないいやなにおいがする状態

水辺の親しみを水のにおいで調べるための調査です。ふた付きビンを使って、水のにおいをどの
様に感じたのかについて尋ねます。
調査の要点
・ ふた付きビンの半分の高さに、印を描いておくと便利。
調査方法
　採水したバケツの水を使って、下記のように調査を行います。

採水したバケツの水を使って、下記のように調査を行います。
（1）「これから、しおり6ページ目に示すように、水のにおいを測ります。」と説明して、しおりを読
むように指示します。

（2）読み終わったのを確認してから、「ふた付きビンの半分まで水を入れて、フタをしてよく振り
ます。」と指示する。

（3）振り終わったのを確認してから、「フタを開けてにおいを嗅いでください。」と指示する。
（4）嗅ぎ終わったら、次の人に交代させ、ビンにフタをしてよく振るように指示して（3）を繰り返します。
（5）全員が嗅ぎ終わったら、下の補足事項を説明し、「自分はどのように感じたかで、しおり６
ページ目の採点表のどれかに○をつけてください。」と指示します。
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パックテストで水質を調べてみよう
水辺で泳ぐ際の水のきれいさを、簡易な水質分析器具の一つであるCODパックテストを使って
調査します。
調査の要点
・ CODパックテストは3種類が市販されていますが、低濃度用を準備してください。
・ 指導者と補助要員は、事前に実際に調査をしておくことが必要です。
・ 初めての人は、チューブへの水の吸い取りが難しいので、予備練習が必要です。
・ チューブを上に向けて、試薬をチューブの下部に集めてから、人差し指と中指の間隔を少し開
けて親指全体でチューブを折るように強く押さえて、中の空気をできるだけたくさん抜くことが
ポイントです。片手で難しければ、両手の指で押さえます。

・ パックンの水を一度で吸い取れなかったら、一度、チューブを水から抜き、チューブの先端を上
に向けて空気を抜いてから、再度吸い取るようにします。

・ 予備練習用に、指導者と補助要員の使用済の空のパックを準備しておくこと。
・ パックンは、事前にバケツの水を使って、よく洗っておくこと。
・ 調査時間は水温によって決めます。
・ チューブの色は時間で変化するので、時間を守って色を判定させること。
・ 調査の前後に手を洗わせます。水辺の水がきれいなら、水辺で洗えますが、適切な水でないと
思われる場合は、水道水を用意しておきます。

・ 使用後のチューブは、各自治体のゴミ分別方法に従って処分すること。

調査方法
採水したバケツの水を使って、下記のように調査を行います。水のにおいを測った時の水が残っ

ていたら、それを使います。
（1）「これから、しおり7ページ目に示すように、水のきれいさを測ります。」と説明して、しおりを

読むように指示します。
（2）読み終わったのを確認してから、「今から、水の吸い取りをやってみますので、よく見ていてく
ださい。」と指示し、使用済のパックを使って、説明しながらパックンの水を吸い取ります。

（3）終わったら、「各自、試してみてください。」と指示します。
（4）全員が試し終わったら、「手をよく洗ってください。」と指示して、水で手を洗わせる。
（5）もどってきたら注意事項を指示します。
※指示する注意事項
・ チューブ先端のラインを引き抜く際には、チューブ先端に触らない（値が極端に変化します）
・ パックンの水を全部吸い取るために、チューブの中の空気をできるだけたくさん抜く
・ パックンの水を一度で吸い取れなかったら、そのままにしておいて申し出る
・ 試薬は、口に含まない
・ 目に入ったらよく洗う（改善が見られない時は、目薬を使用する）
・ 使用後のチューブは、ゴミ袋に捨てる

（6）パックンとスポイトを渡し、パックンの目印までスポイトで水を入れるよう指示します。
（7）パックンを倒れないように置かせて、調査用のチューブを渡します。試行の際に水の吸い取
りが難しかった人には、指導者と補助要員が手助けすることを言っておきます。

（8）渡し終わったら、チューブ先端のラインを引き抜くよう指示し、全員が抜き終わったら、チュ
ーブの中の空気を抜くように指示します。

（9）チューブを指で押さえたまま、チューブの先端をパックンの水の中に入れて待機させます。
（10）全員が準備できたのを確認して、「用意、始め」と号令をかけてパックンの水をすべて吸い

取らせます。
（11）水を吸い取ったチューブは、比色用のプレートの上に置かせます。
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注）「水のきれいさ」の欄に記載した語
句は、水辺で泳ぐ際の水のきれいさ
を本水辺環境指標用に独自に表現し
たもので、一般にはこのような定義は
ありません。詳しくは、16ページの追
加説明を参照してください。

チューブを折り曲げて空気を
完全に抜く

スポイトで採集した水をパッ
クンに半分入れる

チューブを指で押さえたまま、
先端をパックンの中に入れ、
水を吸い取る

チューブを上下に振る 指定の時間になったら、色の
変化を見る

チューブをまっすぐに持つ チューブのピンを抜く

パックテストの
手 　順 

4点 3点 2点 1点

 �Ỉࠉࠉࠉ

�ศ͐͐��Υ

�ศ͐͐��Υ

�ศ͐͐��Υ

mgO/L
(ppm)

ᛂ㛫

（12）所定の時間を計測し、「終わり」と号令をかけて、色の近い標準色の点数を読み取るよう
指示します（市販のCODパックを使う場合には、色の近い標準色の濃度を読み取るよう指示します）。

（13）「自分のチューブがどの色に見えたかで、しおり7ページ目の採点表に○をつけてくださ
い。」と指示します（市販のCODパックを使う場合には、下の補足事項を説明します）。
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水生生物を調べてみよう

点数     　 水生生物
４点 　きれいな水
３点 　ややきれいな水
２点 　きたない水
１点 　とてもきたない水

生きもののすみかとしての水辺の良さを、水底の石をめくって水生生物を探すことで調べるため
の調査です。
調査の要点
・調査する人を水に入れるので、救助活動ができる補助要員を水辺に配置して、できるだけ多くの
方で注意深く監視します。
・水生生物を水が流れている場所で採取するには、下流側に網を置き、水底を熊手か手足でかき
混ぜて、石についた水生生物を網に追い込みます。
・二人一組で採取させるのを基本にします。
調査方法
網と熊手を使って、下記のように調査を行います。

（1）「これから、しおり8ページ目の絵に示すように、二人一組で水生生物を採取して、生息環境
の豊かさを調査します。」と説明して、イラストを見るように指示します。

（2）網と熊手を渡し、水底が滑りやすいこと、仕切ったロープの中で採取すること、採取時間は
10分間とすることを注意して、水に入らせて待機させます。

（3）全員が準備できたのを確認して、「用意、始め」と号令をかけます。
（4）採取した水生生物は、水を入れたトレイに入れておきます。
（5）10分間を計時し、「終わり」と号令をかけます。
（6）全員に陸に上がるよう指示します。
（7）採取した水生生物の名前を、図鑑や下敷きの写真を使って調べさせます。似た生物もいる

ので、虫眼鏡を使ってよく観察させます。
（8）調べた水生生物の数を、班ごとにまとめて、しおり9ページ目の記録用紙の生きものの数の

欄に記入させます。
（9）記録が終わったら、「生きものの数の合計の最も多い水質階級で、しおり8ページ目の採点

表のどれかに○をつけてください。」と指示します。
（10）調べ終わった水生生物や石を川に戻させます。

きれいな水 ややきれいな
水

きたない水 とてもきたない
水
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これまでに採点表に○を付けた点数で各自六角チャートを描かせて、調査した水辺の環境を判
定させ、水辺の環境保全について考えさせます。
まとめの方法
（1）採点表に○を付けた点数を、しおり10ページ目の六角チャートに記入させて、線で結ばせて、
どんな形になったかを尋ねます。

（2）複数の調査場所で調査した場合には、線の色を変えて描かせ、それらを比べさせます。
（3）チャートの見方を、しおり10ページ目に示していますので、参考にするよう指示します。
（4）代表者は、水生生物以外の項目について最も多い点数を求め、水生生物については生きもの
の数の合計を集計して、全員の結果を一枚の六角チャートにまとめます。

（5）一枚にまとめた六角チャートを説明して、調査場所の水辺がどのような環境なのかを尋ねます。
（6）良好な環境の水辺でどのような遊びをしたいかを尋ねます。
（7）調査場所の水辺が、自然にふれあいたいという期待に対して、どの程度に満足できる水準に
あるのかについて尋ねます。

（8）調査場所のまわりや上流の状況を説明して、自然にふれあうには、どのように水辺の環境を保
全したら良いかを尋ねます。

（9）調査場所のまわりでゴミ拾いを参加者全員で行いましょう。
（10）最後に、補助要員や監視役の方々に対してお礼を言わせて調査を終了します。

まとめ

や
や
き
れ
い
な
水

と
て
も
き
た
な
い
水

きれいな水
ややきれいな水
きたない水
とてもきたない水
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追加説明
CODとは、化学的酸素要求量の略であり、水中の汚濁物質が化学的に酸化されるとき
必要とする酸素の量で表示する水質汚濁の指標です。簡単に言えば、水の中に含まれて
いる汚れ（おもに有機物の汚れ）を、おおまかに数値化したものでこの値が大きいほど水
は汚れていることを示します。
採点表に記載した水の汚れの語句は、泳ぐ際の水のきれいさを本環境指標用に独自

に表現したもので、一般にはこのような定義はありません。本来は、ふん便性大腸菌群数
も調査すべきですが、調査が困難なので、本環境指標では、水浴場水質判定基準を参考
にして、簡単に調査できるCODを調査することとしました。　

*水辺の体験活動指導者の資格について
川に学ぶ体験活動協議会（RAC）は、全国各地の川で活動するNPO法人や市民団体で構
成される協議会です。川で活動することを通して、人間性の回復や水環境の保全について
の認識を広げることを目的としています。
川に学ぶ体験活動の特徴として、つぎのことが挙げられます。
○自然の中で遊ぶには危険はつきもの。安全で楽しい活動を普及させるためには、川の危
険性を正しく理解し伝えられるスキルを身につけた指導者が必要です。 
○指導者による的確なリードにより川に学ぶ体験活動を普及させるため、川の指導者を育
成しています。
このため、協議会の事業として、川で楽しく安全に遊ぶための指導者を育成しています。
詳しくは、http://www.rac.gr.jp/index.htmlをご覧ください。
また、自然体験活動全般については、自然体験活動推進協議会（CONE）が指導者を育成

しています。こちらについてはhttp://www.cone.jp　をご覧ください。

水浴場水質判定基準　　　　　　　［環境省、平成9年4月改定］

適

可

水質AA 不検出
油膜が認められない 2mg/L以下 1m以上

水質A 100個/100mL以下

水質B 400個/100mL以下 5mg/L以下常時は油膜が認め
られない

1m未満～
50cm以上水質C 1000個/100mL以下 8mg/L以下

不適 1000個/100mL超 常時油膜が認め
られる 8mg/L超 50cm未満

区分 項目 ふん便性大腸菌群数 油膜の有無 COD 透明度

水質AA：各項目の全てが「水質AA」である水浴場。水質が特に良好な水浴場
水質A：各項目の全てが「水質A」である水浴場。水質が良好な水浴場
水質B：各項目の全てが「水質B」である水浴場
水質C：これら以外の水浴場
不  適：いずれかの項目が不適である水浴場
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調査結果の報告とお願い
宮崎県では、皆さん方が調査した結果を整理して、ホームページなど
で公表しますので、代表者は、最寄りの保健所へ、「しおり」9ページ目
の水辺調査記録用紙に、その周辺の町などの様子が分かる地図を添
えて報告してください。
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水生生物の分類について

水の清浄度に応じた
水生生物の特徴について
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水生生物の体 　

水生生物の調査において、よくみかける｢カワゲラ｣、｢カゲロウ｣及び｢トビケラ｣の体の特徴を紹介
します。

体全体がガッシリし、胸部は前胸、中胸及び後
胸がはっきりしています。肢のツメと尾は各  々
2本で、多くのカワゲラには肢の付け根にふさ
状のエラがあります。また、カゲロウと違い腹
部にエラはありません。

カワゲラに比べ後胸がよく見えません。肢の  
ツメは1本、尾は2本又は3本で、腹部の両脇に
ふさ状又は葉っぱ状のエラがあります。

イモムシのような体形をし、頭部は硬い材質(キチン)でできています。胸部背面の一部もキチンで覆
われています。腹部腹面にフサフサとしたエラがある種類もおり、尾肢の先端がカギツメになってい
ます。

カゲロウ 

胸部 

腹部 

尾 

エラ 

触角 

腿節 
脛節 

頭部 ふ節 

ツメ 
肢 

トビケラ 

腿節 

脛節 

ふ節 

基節 

ツメ 肢の拡大図 

尾肢 

カギツメ 

尾肢の拡大図 

後胸 

腹部 エラ 

肢 

尾肢 
び し 

頭部 

前
胸 

中
胸 

胸部 
 

カワゲラ 

触角 

ツメ 
エラ 

尾 

頭部 

胸部 
 

腹部 

脛節 
けいせつ 

腿節 
たいせつ 

ふ節 

肢

前胸 
中胸 
後胸 
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きれいな水の指標生物 　

カワゲラ
主に川の上流の石と石の隙間や落葉のたまった
場所に生息しています。

〔特徴〕
① 前胸・中胸・後胸の区別がはっきりしている
② 肢の付け根や尾の付け根にふさ状又は指状の
　 エラがある(エラのない種類もいる)
③ 尾が2本ある

肢 

エラ 

尾 

前胸 

中胸 

後胸 

ヘビトンボ
主に川の上流から中流の大きな石の下で生息し、水生生物の中で

は最も大きくムカデのような体形をしています。｢孫太郎虫｣という名
前で漢方薬として用いられています。

〔特徴〕
① 頭部は赤褐色で、大きな顎がある
② 腹部に突起(エラ)があり、羽毛状に細裂している
③ 尾部にカギツメがある

！注意！
ヘビトンボと他の水生生物を同じ容器に入れておくと、ヘビトンボに食べられ
てしまうので、容器を別にしましょう。

ヒラタカゲロウ
主に川の上流から中流の石に張り付くように生息しています。｢ヒラ

タカゲロウ｣の名前のとおり、平たいカゲロウで、カワゲラのようにガッ
シリとした体のつくりではなく、採取の時に、肢、尾、エラが取れやすい
です。ヒラタカゲロウと体形の特徴が似たタニガワカゲロウの尾の数
は3本です。

ヒラタカゲロウの中で、特にエルモンヒラタカゲ
ロウが有名です。赤紫色の斑紋がエラに散在してい
るのが特徴で、｢エルモン｣は成虫になったときに翅
にL字型の紋がみられることに由来しています。

〔特徴〕
① 頭部背側に複眼と触角がある
② 腹部に葉っぱ状のエラがある
③ 尾は細長く２本あるエルモンヒラタカゲロウのエラ 

赤紫色の斑紋 

エラ 

尾 

複眼 
ふくがん 

タニガワカゲロウ 
(尾が3本) →

尾 

カギツメ 

エラ 

大きな顎 

胸部 

腹部 
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きれいな水の指標生物 　

ナガレトビケラ　
主に川の上流から中流に生息し、石の下や隙間

を移動します。トビケラには巣を作る種類がいます
が、ナガレトビケラは巣を作りません。

〔特徴〕
① 前胸がキチン化し、中胸と後胸は柔らかい
② 腹部にエラがなく、腹部第9節の背側がキチン化
　 している
③ 尾肢にカギツメがある

カギツメ 

腹部第9節 
キチン化 

腹部 

頭部 
前胸 

中胸 

後胸 

尾肢 

ヒゲナガカワトビケラ
主に川の上流から中流に生息し、小さな石を集め

て巣を作ります。また、石と石の間に捕獲網を作りエ
サを集めます。

〔特徴〕
① 体色は濃褐色である
② 頭部は細長く、前胸がキチン化し、中胸と後胸は
　 柔らかい
③ 腹部にエラはない
④ 尾肢の付け根に透明な袋状のエラがあり、尾肢
　 にカギツメがある

腹部 

細長い 
頭部 

エラ 

頭部 

カギツメ 

前胸 

尾肢 

ヤマトビケラ
主に川の上流から中流に生息しています。砂粒で
亀の甲羅のようなドーム型の巣を作ります。

〔特徴〕
① 体形は太短く、体色は淡黄白色である
② 前胸がキチン化し、中胸と後胸は柔らかい
③ 尾肢は短く、カギツメがある

巣に入っているとき 

頭部 前胸 

カギツメ 

尾肢 

アミカ
ハエの仲間で、主に川の上流に生息し、吸盤を使

って石の表面にくっついています。

〔特徴〕
① 体は7節で構成されている
② 腹側中央部に吸盤が6個あり、体節の間にエラが
　 ある
③ 体節の両端に肢がある

エラ 

肢 

吸盤 

第1節 

第4節 

第5節 

第6節 

第7節 

第2節 

第3節 

背側 腹側 
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きれいな水の指標生物 　

ブユ
ハエの仲間で、主に川の上流に生息し、吸盤を使

って石の表面にくっついています。

〔特徴〕
① 頭部にはけ状の「ひげ」がある
② 胸部に円錐形の前肢がある
③ 腹部末端に吸盤とエラがある

ナミウズムシ
別名｢プラナリア｣ともいい、主に川の上流の石の
裏にくっついて生息しています。体がちぎれても、元
の体に戻る高い再生能力を持っています。

ナベブタムシ＊
主に川の上流の砂地に生息し、成虫になっても水

の中で過ごすことができます。翅の長い「長翅型」と、
翅が短い｢短翅型」がいます。

〔特徴〕
① 頭部は三角形である
② 頭部中央に眼点が1対ある
③ 体の中央腹側に咽頭がある

〔特徴〕
① 体形は円形で平べったく、背面には黄褐色と暗褐
　 色の斑紋がある
② ストローのような口器がある

サワガニ
主に川の上流から中流の石の下に生息し、一生を淡水域で過

ごす雑食性のカニで、日本固有種です。地域によって、「赤色」、
「茶色」、「青色」等様々な体色があり、雨の日には路上でみかける
ことがあります。

〔特徴〕
① 通常、オスは右のはさみ脚が左のはさみ脚よりも大きい
② はさみ脚に毛は生えていない
③ 甲羅に毛や目立つ突起はなく滑らかである

＊写真は
　福岡県「川の生き物観察ガイドブック」より転載

咽頭 
いんとう 

三角形 

眼点 
がんてん 

はさみ脚 

滑らかな甲羅 

吸盤 

円錐形の 
前肢 頭部背面 

はけ状のひげ 

頭部 胸 
部 

エラ 
腹部末端背面 

翅 
はね 

口器 
こうき 

黄褐色と暗褐色の 
斑紋 



28

きれいな水の指標生物 　

ヨコエビ
名前のとおり、横向きになって移動します。主に湖
沼や川の上流の石の下や落葉の中に生息していま
す。ヨコエビとよく似たフロリダマミズヨコエビ(外来
種)は、川の下流でも生息できます。大変小さいので、
顕微鏡を用いないと区別することは難しいです。

〔特徴〕
① 体形は扁平で、体色はオレンジ色から茶褐色が
　 多い
② 第2触角の長さは、第1触角の長さの半分以上で
　 ある

第2触角 

第1触角 

複眼 



29

ややきれいな水の指標生物 　

オオシマトビケラ
主に川の中流から下流に生息しています。砂礫底

に砂粒で煙突状の巣を作り、さらに巣の中に捕獲網
を作ります。この網でエサを集めます。
〔特徴〕
① 頭部は扁平で、明瞭な隆起線がある
② 前肢の脛節とふ節に長毛がある
③ 腹部腹面にふさ状のエラがある

コガタシマトビケラ
主に川の上流、中流、下流、湖に生息しています。
石表面に砂粒を集めた巣を作り、さらに巣の中に捕
獲網を作ります。この網でエサを集めます。
〔特徴〕
① 頭部先端に凹みがあり、オオシマトビケラのよう
　 な明瞭な隆起線はない
② 腹部腹面にふさ状のエラがある

ゲンジボタル
主に川の上流から中流に生息し、カワニナ等をエ

サとします。
発光することで有名なホタルは、世界で2000種
類ほど知られており、このうち確認されている水生
のホタルはゲンジボタルを含め10種類ほどです。
〔特徴〕
① 前胸が平らで、濃褐色の楕円様斑紋がある
② 腹部側方にエラがある
③ 尾部に左右7本ずつ計14本の突起がある

ヒラタドロムシ
主に川の上流から中流、湖沼の石の表面に張り
付くように生息しています。
〔特徴〕
① 体形はコインのようで、体色は黄色又は茶色で
　 ある
② 腹側に肢とエラがある

扁平な部分 

隆起線 エラ 
長毛 

ふ節 脛節 

凹み 

エラ 

背側 腹側 

肢 

エラ 

頭部 

エラ 

楕円様斑紋 

突起 腹側 

背側 

頭部 

尾部 

前胸 

腹
部 
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ややきれいな水の指標生物 　

コオニヤンマ
主に川の上流から中流の淵、湖沼に生息し、抽水
植物(茎や葉が水面を突き抜けて空気中に出る植
物)の根や淀み部分に溜まった葉っぱ、砂礫の間隙
等に潜んでいます。
〔特徴〕
① 体形は木の葉のように平たい
② うちわのように広い触角がある
③ 後肢は背面にあり長い
④ 尾はトゲのようである

カワニナ
主に川の上流から中流に生息しています。ゲンジ

ボタルの主なエサでよく知られています。
〔特徴〕
① 殻は細長く、殻頂は欠けていることが多い
② 殻の色は黒いものが多い
③ 殻口はひし形である

イシマキガイ
主に川の中流から河口に生息しています。

〔特徴〕
① 殻は半球形をし、殻頂は欠けていることが多い
② 蓋は淡黄褐色で、外縁が赤く縁取られたようにみ
　 える

ヤマトシジミ＊
主に河口や干潟の砂泥底に生息しています。

＊写真は
　北海道立総合研究機構水産研究本部　
　漁業生物図鑑「新　北のさかなたち」より転載

〔特徴〕
① 殻の色は成長すると黒褐色となる
② 表面には明瞭で間隔の狭い成長肋がある
③ 大型の個体では、殻頂部が白色になることもある

触角 

尾

後肢 

殻口 
かくこう 

殻頂 
かくちょう 

かくこう 
殻高 

殻
高

成長肋 
せいちょうろく 

殻長 
かくちょう 

殻頂 

殻頂 蓋 
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＊写真は
　兵庫県立人と自然の博物館　
　　「身近な川の水生昆虫をしらべてみよう！」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　より転載

ややきれいな水の指標生物 　

スジエビ＊
主に石、コンクリートブロックの下、抽水植物(茎や
葉が水面を突き抜けて空気中に出る植物)の茂みに
生息し、川の上・中流に生息する種類と、中・下流に
生息する種類がいます。

〔特徴〕
① 頭胸部に逆｢ハ｣の字の模様がある
② 腹部に7本の横縞がある
③ 第1胸脚及び第2胸脚にハサミを持ち、第2胸
　 脚のほうが大きい

尾肢 

第1胸脚 

第2胸脚 横縞 

逆｢ハ｣の字模様 頭胸部 腹部 
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きたない水の指標生物 　

ミズムシ
主に川の中流、池沼の石の下、堆積した落葉の中

に生息しています。地下水中に生息する種類もいま
す。
〔特徴〕
① 体形は、やや扁平である
② 体色は灰褐色又は黒褐色で、淡色の斑紋が散在
　 している
③ 長い触角と7対の肢がある

ミズカマキリ
主に河川、水田、池沼の抽水植物(茎や葉が水面

を突き抜けて空気中に出る植物)の茂みに生息して
います。
〔特徴〕
① 体形は円筒形で、体色は淡褐色から淡黄褐色で
　 ある
② 口は針状である
③ 腹部末端に呼吸管がある

タイコウチ
主に河川、水田、池沼の抽水植物(茎や葉が水面

を突き抜けて空気中に出る植物)の茂みに生息して
います。
〔特徴〕
① 体形は扁平で、体色は褐色である
② 口は針状である
③ 腹部末端に呼吸管がある

イソコツブムシ＊
主に海岸の石の下、海草の間に生息するほか、汽
水湖、淡水湖にも生息しています。
〔特徴〕
① 体形はずんぐりした長楕円形をし、体高はアーチ状
　 である
② 体色は淡黄色又は暗褐色である
③ 刺激を与えると、ダンゴムシのように球形になる
＊写真は
　環境省水・大気環境局　国土交通省水管理・国土保全局 編　
　　　　　　　　　　　　　　｢川の生きものを調べよう｣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　より転載

触角 

肢 
胸
部 

腹部 

呼吸管 

前肢 

口 

呼吸管 

口 

前肢 

触角 

刺激で球形 
になる 
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サホコカゲロウ＊
主に川の中流に生息しています。

〔特徴〕
① 腹部第5節が白い
② 腹部に葉っぱ状のエラがある
③ 3本の尾は長さが等しく長毛列があり、尾に濃褐色
　 の帯斑がある

ガガンボ
主に湿地の砂泥、池の底、上流の砂礫底に生息し

ています。
〔特徴〕
① 体形はイモムシのような細長い円筒形で、ブヨブヨ
　 している
② 腹部末端が大きく膨らんだ種類もいる

ヒル
主に河川、湖沼、池の枯木、石の下、水草の下に生
息しています。中には、汽水域、海水中に生息する種
類もいます。

〔特徴〕
① 細い方が頭部で、太い方が尾部である
② 体の両端に吸盤があり、尾部の吸盤は円盤状で
　 ある
③ シャクトリムシのように長く伸びたり丸くなったりし
　 て動く(ナミウズムシは這うように動く)

タニシ
主に川の下流、池沼、用水路に生息する大型の淡
水巻貝です。タニシに似ているジャンボタニシ(外来
種)はタニシと比較して、ずんぐりとし、殻口がタニシ
より大きく開いています。
〔特徴〕
① 殻頂は欠けていることが多い
② 殻口は卵形をしている
③ 蓋は黄褐色から赤褐色をしており、殻口を完全に
　 閉じることができる

＊写真は
　福岡県　「川の生き物観察ガイドブック」より転載

＊写真は
　福岡県　「川の生き物観察ガイドブック」より転載

きたない水の指標生物 　

腹部末端 

チスイビル＊ 

吸盤 

吸盤 
頭部 

尾部 

ジャンボタニシ タニシ 

殻頂 

殻
高 

殻口 

白い 

濃褐色の帯斑 葉っぱ状
のエラ 
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きたない水の指標生物 　

ニホンドロソコエビ＊　
主に汽水域の砂泥の中に生息しています。

〔特徴〕
① 体色は褐色から暗褐色をしている
② オスの第2触角は太い
③ 第1胸脚は第2胸脚よりも大きい

＊写真は齋藤暢宏 氏より提供

第1触角 
第2触角 

第1胸脚 
第2胸脚 
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チョウバエ　
主に下水溝、汚水溜めに生息しています。中には、
川の上流に生息する種類もいます。
〔特徴〕
① 体形は円筒形で、頭部は小さい
② 体の後端に、呼吸管がある

＊写真は
　環境省水・大気環境局　国土交通省水管理・国土保全局 編　
　　　　　　　　　　　　　　　｢川の生きものを調べよう｣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　より転載

とてもきたない水の指標生物 　

呼吸管 

頭部 

セスジユスリカ
川の下流、下水溝、水田、池沼等、様々な水域に生
息しています。
〔特徴〕
① 体色は赤色である
② 胸部に1対のいぼ状の擬脚がある
③ 体の後端にひも状のエラがある

ハナアブ
主に下水、排水溝に生息していますが、中には流
れの速いきれいな水域に生息しているものもいま
す。

〔特徴〕
① 頭部は柔らかい
② 体形は円筒形で、非常に長い呼吸管がある

エラミミズ＊
主に池沼、排水溝の泥土中に生息し、尾部(エラ)

を水中に出していることが多いです。
〔特徴〕
① 体形は糸状で、体色はピンクから赤色である
② 体の後方に櫛のような糸状のエラがある

イトミミズ
主に池沼、下水溝の泥の上に群生し、泥の表面が
桃色に見えることがあります。
〔特徴〕
① 体形は糸状で、体色はピンクから赤色である
② 体の後方に櫛のような糸状のエラはない

頭部 

呼吸管 

糸状の 
エラ 

　　擬脚 

エラ 

ぎきゃく 

頭部 

胸部 
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とてもきたない水の指標生物 　

サカマキガイ＊　
主に川の下流、池、用水路に生息しています。

〔特徴〕
① 殻頂を上にしたときに、殻口が左側に位置する
② 触角は細長い鞭状である

＊写真は
　福岡県　「川の生きもの観察ガイドブック」より転載

ゴカイ＊
主に汽水域に生息しています。いぼ足は移動に使
われるほか、感覚器官と呼吸器官にも使われます。
〔特徴〕
① 体形は細長く、体色はうすい紅色である
② 体節には一対のいぼ足と呼ばれる突起がある

＊写真は
　筑後川河川事務所　
　｢筑後川の生物図鑑(水の中にいる生物)｣より転載

アメリカザリガニ＊
主に浅い低地の溝、水田、これらに流れ込む用水
路に生息しています。また、粘土質の湿地では穴を
掘ることもあります。

〔特徴〕
① 眼と眼の間の額角は山のようである
② 頭胸部を背側からみると、Y字形をしている
③ 第1胸脚に赤色のいぼ状突起が多数ある

＊写真は
　環境省自然環境局　｢侵襲的な外来生物とは｣より転載

サカマキガイ 

鞭状の触角 

殻頂 

殻口 

いぼ足 

いぼ状の突起 
触角 

Ｙ字形 

額角 
がっかく 
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大淀川及び大淀川に流れ込む支川でよくみかける水生生物　

大淀川及び大淀川に流れ込む支川でよくみかける水生生物を紹介します。水生生物の並びは左から多
い順です。
この中には、これまで紹介した指標生物になっていない水生生物が含まれています。

大淀川河口 

岩瀬川 
(親水公園) 

綾北川 
(綾第二発電所付近) 

本庄川 
(森永橋) 

大淀川源流 
(石原浄水場) 

大淀川 
(有田橋) 大淀川 

(仁反尾橋) 

沖水川 
(しゃくなげの森) 

高崎川 
(たかはる清流ランド) 

庄内川 
(上千足橋) 

大淀川 
(志比田橋) 

ヒゲナガカワトビケラ ブユ イトミミズ ナガレトビケラ ユスリカ カワニナ 

マダラカゲロウ シマトビケラ チラカゲロウ カワゲラ ヒラタカゲロウ コカゲロウ 
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日本産水生昆虫検索図説

日本産水生昆虫　科・属・種への検索

川村 日本淡水生物学 復刻版

水生昆虫学

原色 川虫図鑑

日本産トンボ幼虫・成虫検索図説

ネイチャーウォッチングガイドブック 日本の淡水性エビ・カニ 日本産淡水性・汽水性甲殻類102種

日本における外来種フロリダマミズヨコエビ(Crangonyx floridanus Bousfield)の分布の現状

衛生昆虫の微細構造(第7章.ユスリカ)

川の生き物を調べよう

滋賀の水生昆虫・図解ハンドブック

川の生きもの観察ガイドブック－増補改訂版－

水生生物ハンドブック－水生生物でわかる佐賀県の川－

身近な水生生物観察ガイド

新訂 水生生物ハンドブック

フライマンのための水生昆虫入門

宮崎県衛生環境研究所年報(第5号、第13号)

宮崎県の保護状重要な野生生物　改訂宮崎県版レッドデータブック2010年度版
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本マニュアルの問合せ先
本マニュアルに記載した調査方法の疑問や指導者の紹介、調査に必要な道具の購入方
法などは、下記にお問い合わせください。
●問い合わせ先
特定非営利活動法人  大淀川流域ネットワーク　
　　　　　　　　　　　　　　　TEL. 0985－20－2377　FAX. 0985－48－8233
宮崎県環境森林部環境管理課　   TEL. 0985－26－7085　FAX. 0985－38－6210

この指導者用マニュアルの編集に携わった機関

NPO法人大淀川流域ネットワーク
宮崎県衛生環境研究所環境科学部
宮崎県環境管理課




