5. 河川水質と水生環境
北見市内中小河川の水質調査
北見市では環境調査の一環として、市内小河川の水質調査を平成 5 年（1993 年）
から実施してきており、現在は 14 河川、18 地点で採水調査を継続中である1)。こ
こで、常呂自治区の日吉川は、令和元年 7 月以降、渇水のため調査を断念し、9 月
より同自治区内のトコロ幌内川へと変更し調査を継続している。
水質調査項目は、水素イオン指数（pH）、溶存酸素（DO）、化学的酸素要求量（COD）、
生物化学的酸素要求量（BOD）、浮遊物質量（SS）、全窒素（T-N）、 全リン（T-P）、
大腸菌群数及びふん便性大腸菌群数を、年 6 回を奇数月に行っている。
一方、魚類及び底生動物の水生環境調査は、平成 28 年(2016 年)から各自治区の
小町川、東無加川、平安川と今年度の隈川の 4 河川で実施している。そこで、本章
で 4 河川の河川水質と水生環境の関係について検討するために、本節では環境調査
研究報告書を参照し、4 河川の水質環境について、経年変化を含めて整理する。
水質項目として、水生生物の生息環境と関連がある BOD、T-N、T-P、大腸菌群数
の 4 項目について、経年変化についてみる。なお、小町川は H5 年から観測してい
るが、他の 3 河川は H21 年からである。

図 5.1 北見市内小河川概略図 1)
1

北見市環境調査研究報告書：北見工業大学、平成 31 年 5 月
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BOD、T-N、T-P、大腸菌群数の経年変化
生物調査対象 4 河川について、図 5.2 と図 5.3 は、4 河川の BOD、T-N、T-P、大
腸菌群数の調査開始時点からの経年変化を示し、表 5.1 は平成 25 年から生成 29 年
の 5 か年平均値と 75％値を集計している。
最近の 5 か年では、湖沼の環境基準である V 類型の基準値を参考にして、北見
市内を流れる小町川の全窒素（T-N）が高く、流域の農地開発が進んでいる平安川
が次に高く、基準値を超過している。また、河川の大腸菌群数の環境基準は、AA
類 型 が 50MPN/100mL 以 下 、 A 類 型 が 1000MPN/100mL 以 下 、 B 類 型 が
5000MPN/100mL 以下であり、小町川は B 類型に近い値を示している。
次に、各水質項目の経年変化は、図中の赤線が示す長期的な経年変動を表す移動
平均をみると、横ばい、もしくは減少傾向を示しており、河川水質の極端な変化は
見られない。つまり、ここ最近の T-N 値が高い小町川や平安川は、現状の状態が定
常化していることを意味している。一方、東無加川と隈川は概ね、良好な水質環境
を維持していることになる。ただし、東無加川の大腸菌群数が A 類型を超過して
いるため、その原因究明が今後の検討課題となっている。

表 5.1 近年の BOD,T-N,T-P,大腸菌群数の平均値および 75％値
河川名

自治区

BOD
平均値

(mg/L)

T-N

75％値

平均値

(mg/L)

T-P

75％値

平均値

大腸菌群数(MPN/100mL)

(mg/L)
75％値

平均値

75％値

小町川

北見

1.0

1.0

3.4

4.1

0.1

0.1

3133

4900

東無加川

留辺蘂

0.6

0.5

0.33

0.39

0.023

0.024

2277

2400

平安川

端野

0.9

0.8

1.1

1.4

0.035

0.044

372

470

隈川

常呂

0.7

0.8

0.88

0.76

0.046

0.047

297

330

注）平均期間：2013～2017年,

湖沼V類型：BOD>3.0mg/L，T-N>1.0mg/L, T-P>0.1mg/L
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図 5.2

BOD、T-N、T-P、大腸菌群数の経年変化（左：小町川、右：東無加川）
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図 5.3

BOD、T-N、T-P、大腸菌群数の経年変化（左：平安川、右：隈川）
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河川水質と水生環境との関係
4 河川の河川水質は、小町川が湖沼 V 類型の全窒素（T-N）の環境基準を超過し、
流域の農地開発が進んでいる平安川も T-N は環境基準をやや超過している。T-N は
湖沼の富栄養化の要因であり、アオコなど藻類の異常発生や溶存酸素（DO）の異
常消費などで、湖沼の水質悪化を起こすことが知られている。河川では、T-N は水
生生物の栄養源ともなるので、適度な量が必要であり、逆に T-N が少なく貧栄養化
してしまうと、水生生物が減少して、それらを餌とする魚類も生息できなくなる。
底生動物を指標とする水生環境の良好性を表す ASPT 値を、図 5.4 に再掲すると、
河川水質の悪い小町川は、他の河川の ASPT 値が概ね 7 を超えているのに対し、都
市型河川を表す ASPT 値が 5 以下となっており、水質が悪く汚濁した水環境でも生
息できるミズムシやユスリカなどが生息している。
一方、小町川の魚類調査では、良好な水生環境を好むトミヨ属淡水型やハナカジ
カが確認され、更に渓流を棲み処とするヤマメが春・秋とも確認されるなど、現在
の小町川の水生環境が都市河川にもかかわらず、比較的良好であることが裏付けら
れている。他の河川と比較しても、魚類に関しては、現状の水環境が魚類へ及ぼす
影響がそれほど大きくないと言える。つまり、魚類に影響を及ぼす程度まで河川の
水環境が悪化するには、その前に清涼な水環境を好む底生動物から、汚濁が進んだ
水環境でも耐えうる底生動物へ移行するので、ASPT 値によって水生環境の良好性
を判断できそうである。

図 5.4 既往調査河川の ASPT 値
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6. 総

括

北見市内小河川の河川水質は、下水道の整備に伴い年々改善されている。北見自
治区では平成 17 年度から平成 25 年度にかけて、下水道を雨水と汚水を一緒に流す
「合流式」から雨水と汚水を別系統で流す「分流式」へ転換する「北見市合流式下
水道緊急改善事業」を完了し、より一層の公共用水域の保全に努めてきた。
その結果、市内小河川の河川水質は着実に改善されてきているので、次のステッ
プとして小河川に棲む水生生物や周辺に生息する外来生物の実態を把握し、河川生
態系の観点から河川環境を評価し、今後の環境施策を検討する必要がある。そこで、
平成 28 年度から、魚類、底生動物、特定外来生物に関する生物調査に取り組むこ
ととなった。
生物調査としては、北見市 4 自治区に点在する小河川 14 河川を 4 年間ローテー
ションで実施するもので、特定外来生物調査は全河川を対象とし、オオハンゴンソ
ウとオオキンケイギクの生育・繁茂調査と、補足調査として植物の生育調査も実施
した。また、魚類、底生動物調査については、各自治区の代表河川を調査対象とし
て選定し、昨年度までの小町川、東無加川、平安川と今年度の常呂自治区の隈川が
最後である。以下に今年度の各調査結果を記すとともに、4 年間の調査結果を総括
する。

特定外来生物調査
常呂自治区の 2 河川（隈川、日吉川）と端野自治区の 1 河川（ポンチャシポコマ
ナイ川）を対象河川として植生調査した結果、特定外来生物のオオハンゴンソウは
隈川上流で 1 箇所確認され、同地点近くの農道脇でも 1 箇所確認された。また、ポ
ンチャシポコマナイ川上流区間では、オオハンゴンソウの八重咲種であるハナガサ
ギクの生育が、1 箇所で確認された。なお、オオキンケイギクは調査区間内では生
育が確認されていない。
隈川上流区間の農道脇でオオハンゴンソウが確認され、既往調査でも河川に隣接
する住宅地や道路脇ではオオハンゴンソウが確認されており、種子が川の流れや野
生動物に付着して運ばれる以外に、自動車のタイヤなどに付着して運ばれ、拡散し
ている状況が推察される。このようなオオハンゴンソウの生育が確認された地点で
は、参考資料の除去対策を参考に、今後の拡大防止に注意する必要がある。
また、オオキンケイギクは今回も確認されなかったが、他の地域での確認情報を
収集するなどの侵入予防対応は必要である。
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今年度調査した 3 河川では、植生調査から最も多く植物が確認された河川は、日
吉川上流区間の 42 科 78 種で、最も少ないのは、隈川下流区間の 26 科 51 種であ
る。日吉川と隈川は隣接している河川流域であり、上流域は森林に覆われ、下流域
が常呂川左岸に広がる農地であるため、上流区間で確認種数が多く、下流区間で少
ない同様な結果を示している。
一方、ポンチャシポコマナイ川は丘陵地形に広がる流域で、農地開発が上・下流
の全域に広がっているため、上流区間の確認種数が少なく、下流の方が多い結果と
なっている。
また、確認された環境省 RL の重要種は、隈川下流、日吉川上流で確認されたチ
ドリケマンの 1 種だけであり、北海道 RDB の重要種は、クリンソウ（日吉川上流）
とアカンカサスゲ（ポンチャシポコマナイ川下流）の 2 種であった。
なお、特定外来生物に指定されているウチダザリガニは、魚類調査、底生動物調
査を実施した隈川では生息が確認されなかった。また、日吉地区周辺ではアライグ
マの足跡情報が寄せられているが、今回の植生調査区間ではアライグマの痕跡は確
認できなかった。

魚類調査
常呂自治区の隈川を対象とした魚類調査結果から、落差工の上流区間はフクドジ
ョウが独占し、下流区間はフクドジョウと春季はサクラマス（ヤマメ）の 2 種が、
秋季はサクラマスに代わってシマウキゴリの 2 種が優先して生息している。落差工
の上流区間は河床に床止めブロックが河川改修区間にわたって敷設されているた
め、土砂の堆積・洗堀などによる河床の擾乱はあまり期待できない。昨年度調査の
平安川も、同じ床止めブロックが敷設された河川で、フクドジョウとサクラマス（ヤ
マメ）が優先して生息しており、フクドジョウはこのような水生環境を好むことが
推測できる。しかし、隈川の上流域は森林で覆われた渓流河川になっており、落差
工を遡上したサクラマスがより良い環境を求め、上流域へ移動していることも考え
られる。
落差工には 2 段のプール部と魚道が設置されており、下流区間は回遊性魚類の休
憩場所の役割を果たしている。9 月秋季調査や 11 月の底生動物調査時には、下流
区間にサケ類の産卵床が確認されているが、上流区間にはなく、床止めブロックが
産卵床に適さない環境である。
また、秋季に確認されたシマウキゴリ、ウキゴリは、春季に産卵・孵化して降海
し、秋季に遡上してくる生態があり、昨年調査の上流の端野自治区平安川でも確認
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されていた。比較的淀んだ淵やワンドを好むとされるので、落差工の下流区間では
採捕されたが、魚道を遡上する必要のある上流区間では確認できなかった。
隈川は、昨年調査の平安川同様に、良好な水生環境を好むフクドジョウや渓流を
棲み処とするヤマメが優先的に生息しており、水生環境として良好であると判断さ
れる。

底生動物調査
底生動物調査も魚類調査と同じく常呂自治区の隈川を対象に実施した。確認種数
は早春季の 35 種、夏季の 31 種、秋季の 26 種と徐々に確認種が減少している。各
季だけの確認種は、春季が 11 種、夏季が 6 種、秋季が 9 種である。春季にだけ確
認された種は、カゲロウ目のトビイロカゲロウ、ヒメシロカゲロウやクロマダラカ
ゲロウ、トビゲラ目のカクツツトビケラとジョウザンエグリトビケラ、ハエ目のユ
スリカ、ヌカカ、ブユとナガレアブ、他にもミズミミズや外来種のヒメモノアラガ
イである。夏季はカゲロウ目のトゲマダラカゲロウ属、シロハラコカゲロウとキハ
ダヒラタカゲロウ属、カワゲラ目のヒメアミメカワゲラ属、トビゲラ目のウルマー
シマトビケラとカワリナガレトビケラである。秋季だけ確認された種類も、春季・
夏季にも多く確認されたカゲロウ目、カワゲラ目とトビゲラ目以外では、汚れた環
境を好むウオビルやミズムシである。
採捕個体数は、春季はマダラカゲロウ科が最多で、次にコカゲロウ科であり、夏
季もマダラカゲロウ科が最多で、次にシマトビケラ科になり、秋季はクロカワゲラ
科が最多で、次がコエグリトビケラ科である。
河川の上・下流区間の比較では、季節に関係なく上流区間の方が種数、捕獲個体
数とも多い。秋季は、春・夏季に比べて捕獲個体数が半減しており、さらに下流区
間は種数が上流の半分に、捕獲個体数が 2 割程度しかない。これは、8 月上旬の中
規模出水の影響が考えられ、河床が床止めの上流区間より、河床が小石・礫で構成
されている下流区間で、出水による河床擾乱の影響を強く受けたと考えられる。
また、河川の汚濁状況を示す指標として、水生生物の科ごとの生息環境によって
決められた 10 段階のスコア値を用い、生息している底生動物の種類数によって平
均化したスコア値である ASPT 値を導入し、河川の汚濁の程度を判断した。ASPT
値は汚濁の程度が小さい河川環境では 10 に近づき、逆に汚濁が進むと 1 に近づく。
隈川の ASPT 値は 6.48～7.8 の範囲で季節変動しており、11 月下流を除き、この値
はかなり水がきれいでとても良好な水生環境を示す ASPT 値 7.5 を上回っている。
したがって、隈川下流域の農地を流下する河道改修整備された河川ではあるもの
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の、流域の上・中流域が大部分、森林で覆われていることもあり、魚類調査結果と
も勘案して、現状ではとても良好な水生環境の河川と判断される。しかし、平成 28
年 9 月の北海道豪雨災害では、日吉地区は常呂川本川の水位上昇で一部、河川堤防
を越水し、隈川、日吉川の堤内が内水浸水するなど、大きな被害を受けた。本調査
は被災後、3 年を経過しているので、魚類、底生動物も被災前の状態に戻りつつあ
り、今回の結果は平常時に近い状態と判断している。

河川水質と水生環境
北見市内小河川の河川水質は、下水道の整備に伴い年々改善されてきているの
で、次に河川生態系の観点から河川環境を評価する目的で、本調査では小河川に
棲む水生生物や周辺に生息する外来生物の実態調査を平成 28 年度から実施した。
今年度で、北見、留辺蘂、端野、常呂自治区の代表河川の調査が一巡したので、
これまでに得られた調査結果を河川水質と関連付けて要約する。

(1) 特定外来生物調査
特定外来植物のオオハンゴウソウが市内小河川 14 河川の調査区間で確認された
のは、北見自治区が小石川とシュブシュブナイ川の 2 河川、留辺蘂自治区が東無加
川、端野自治区がポンチャシポコマナイ川、常呂自治区が隈川の 5 河川である。こ
れ以外に、河川区間に隣接する住宅地や農道脇、道道脇などでオオハンゴウソウの
繁茂が確認されており、今後の繁茂状況の推移に注意が必要である。また、同じく
特定外来植物のオオキンケイギクは 14 河川で確認されず、巻末の参考資料に示し
た河川水辺の国勢調査でも、まだ北海道では確認されていない。
特定外来生物のウチダザリガニは、市内小河川 14 河川では確認されていないが、
常呂川上流の置戸町ではすでに確認報告があり、今後の推移に注意が必要である。
また、アライグマについても、端野自治区や常呂自治区で痕跡情報は寄せられてい
るが、捕獲までには至っていない。14 河川でも足跡などの痕跡はされなかった。

(2) 魚類調査
常呂川の上流域に位置する留辺蘂自治区東無加川は、良好な水生環境を好むハナ
カジカやフクドジョウ、更には渓流を棲み処とするサクラマス(ヤマメ)が多く、秋
季にはニジマスも確認された。中流域の北見自治区の小町川は、ウグイ、ドジョウ
の他、都市河川にも関わらず東無加川と同じハナカジカ、フクドジョウとサクラマ
ス(ヤマメ)に加えトミヨ属の良好な水生環境を好む魚種が確認された。また、アメ
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マス以外にも、晩秋季の底生動物調査時には、カラフトマスやシロサケの回遊魚も
確認された。
中・下流の端野自治区の平安川はフクドジョウとサクラマス(ヤマメ)が優先して
おり、その他にはシマウキゴリ、ドジョウ、エゾウグイ、ウグイとアメマスは確認
されたが、ニジマスは小町川と同じく確認されなかった。最後、下流の常呂自治区
の隈川は平安川と同様に、フクドジョウが優占種で、次いでサクラマス(ヤマメ)と
シマウキゴリ・ウキゴリが多く確認された。ドジョウ、エゾウグイ、ウグイとアメ
マスも確認され、隈川ではニジマスも確認された。常呂川下流域であるため、カラ
フトマスやシロサケの回遊魚も晩秋季に多く確認されている。
以上、調査対象の 4 河川は、常呂川上流、中流、下流に位置し、魚種も地点ごと
に異なると予想していた。上流でハナカジカ、中流ではトミヨ属、下流でシマウキ
ゴリ、ウキゴリが各地点の特有の魚種であり、ウグイ類は中・下流が生息場となっ
ている。一方、良好な水生環境を好むフクドジョウが全河川で優先的に生息が確認
されており、魚種の生息環境の観点からは、4 河川ともに良好な水生環境であると
言える。

(3) 底生動物調査
底生動物から見た河川環境の評価指数として、底生動物の生息状況から河川の汚
濁状況を示す指標、ASPT 値を導入し、4 河川の ASPT 値を比較した結果、都市河
川の小町川は ASPT 値が 3～5 の都市河川を示す結果となり、他の 3 河川は ASPT
値が概ね 7 を超え、良好な水生環境であることを示している。
(4) 河川水質と水生環境
4 河川の河川水質は、都市河川の小町川が湖沼などの富栄養化の一因となる全
窒素（T-N）の湖沼 V 類型の環境基準を超過し、農地を多く抱える平安川も T-N が
環境基準値を超えていた。東無加川、隈川は上流域の森林を抱えていることもあり、
概ね環境基準を下回っているが、貧栄養化になるほどの低い値ではない。底生動物
から見た水生環境を示す ASPT 値と T-N 値には関係性がみられるが、魚種と河川
水質は、底生動物ほど強い関係性はみられない。つまり、魚類に影響を及ぼす程度
まで河川の水環境が悪化するには、その前に清涼な水環境を好む底生動物から、汚
濁が進んだ水環境でも耐えうる底生動物へ遷移することになる。ASPT 値が概ね 2
以下まで汚濁が進むと、魚類への影響は深刻となるので、小町川は現状維持、もし
くは、これより悪くならないように監視を強めていく必要がある。
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