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油ケ淵市民モニタリング
in 米津小学校
5 月 9 日に西尾市の米津小学校で 4 年生の生
徒さん約 70 名を対象に市民モニタリングの調
査指導を行いました。
米津小学校は、油ケ淵の南東に位置し、近く
には朝鮮川が流れており、前田橋（87 地点）で
市民モニタリングの調査をしています。
米津小学校が調査する 87 地点は西尾市唯一
の地点です。今回担任の先生から調査方法につ
いて依頼を受け、4 年生の生徒さんに 2 時間に
わたり調査指導を行いました。
授業では油ケ淵や市民モニタリングについ
て説明をした後、調査シートをもとに気温、水
温、色、におい、ＣＯＤ濃度、透視度などを測
定していただきました。また最後のまとめでは
「川を汚しているのは誮？」の問いかけから生
活排水について話をしました。2 時間の授業で
したが生徒さんたちはとても興味を持ち、活発
な発言をうかがうことができました。
授業を終えた後、生徒さんからは、次のよう
な感想が聞かれました。
・一杯の味噌汁を流すと、魚が棲める水にするに
は、
浴槽の水4杯もいると聞いてびっくりした。

水質パトロール事業について
本県では、水質汚濁防止法に基づき、生活排水に
よる汚れの多い油ケ淵周辺地域、佐奈川流域、境川
流域、矢田川上流域の４つの地域を「生活排水対策
重点地域」に指定し、関係市町とともに、水質改善
のためいろいろな対策を進めています。
その一つとして、これらの市町にお住まいの小中
学生を対象に、身近な河川や水路などの水質の状況
を調べてリポートをまとめる「水質パトロール隊」
を今年度も下記のとおり募集します。
応募資格
「生活排水対策重点地域」の市町にお住まいの
小中学生のグループ（水質パトロール隊）
対象市町：碧南市、安城市、西尾市、高浜市、豊川市、
小坂井町、大府市、豊明市、東郷町、三好町、瀬戸市、
尾張旭市
応募方法 及び 期限
お住まいの市役所・町役場環境担当誯に備え付けの参
加申込書に必要事項を記入し提出してください。
平成 20 年 6 月 13 日（金）まで（当日消印有効）
前年度の活動風景

「水路での生き物調べ」
棚尾の水質パトロール隊

・朝鮮川の水は、見た目では、きれいな気がする
けど、ＣＯＤで測ると汚れているので驚いた。

水質簡易
測定試薬

・今まで水がどこから来てどこにいくか、考えた
ことがなかったけど、今日はじめてわかった。
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後日、先生からは「トイレ掃除をしている子
どもたちが水を出しっぱなしにしているとも
ったいないと言って止めている子がいた。尐し
ずつではあるが子どもたちと共に意識を高め
ていきたい」と意見をいただきました。
汚れてしまった川をすぐにはきれいにでき
ないかもしれませんが、一人一人が水環境の改
善に取り組んでいけばきっと昔のように澄ん
だ水を取り戻すことができると思います。
米津小学校のみんなさんが安心して川に親
しめる様な朝鮮川にしていきましょう。
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ＣＯＤパックテスト実施の様子
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