会 場 ： あつぎアートギャラリー（アミューあつぎ 5F） 入場自由
期 日 ： 2021 年 2 月 11 日(木)～2 月 15 日(月) 10:00～18:00
但し 2 月 15 日(月) は 17:00 まで
ポスター展示 ： 出展団体によるポスター展示と解説
展示解説は出展者、団体が随時おこないます
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●あいかわ自然ネットワーク（2020 年）
2006 年から継続の東海大北野研究室とのモートンイトト
ンボ調査、今年はコロナ禍で研究室不参加、急遽、尾山耕
地で水田耕作をしているＮＰＯ法人「畑と田んぼ環境」再生
会の協力で 7 月に実施。
◎環境省モニタリングサイト 1000 里地調査は第二期(1
期 5 年間)の 2008 年から一般サイトに登録。登録サイト名
は｢尾山耕地・中津川周辺｣。選択した調査項目：植物相、水
環境、ホタル類、カエル類、カヤネズミ、人為的インパクト(初

図 1.４区画の在来種・外来種の種数と外来種率

期のみ)、現在の調査期間は 2018 年～2022 年です。
〇カエル類（担当：大木）今年は降水量が多く山側水路

（％）

には 21 個のヤマアカガエルの卵塊が観られましたが、そ
の後に干上がり、卵塊も干からびました。安定した生息環
境が課題です。
〇ホタル類（担当：大木）今年はヘイケボタルの最大確
認日で 8 頭のみでした。
〇カヤネズミ（担当：大木）昨年は 15 個の球巣が観られ
た休耕田に、イノシシの横断踏み道が数本あり、巣材のト
ダシバがかなり踏み倒され、球巣は 10 個でした。
〇植物相調査について（担当：諏訪部）

図 2．区画ごとの植物の種類

2008 年から毎月１回 A 区画（八菅山斜面林と接する農
道）B 区画（水田を横断するあぜ道）C 区画（水田と接する
中津川堤道;町道新設で堤道と水田が分断されたので
2011 年以降水田部分と堤道を調査）D 区画（中央水路～
休耕田、池の部分）のコース毎に蕾・花・実のあるものだけ
を記録した。

図 3．尾山耕地の調査区画

図１は全区画の年ごとの在来種と外来種の出現種数と
外来種率を示した。2010 年は町道建設に伴う土砂の搬入で一時的に外来種が増えたが（20％）、弱いものが
淘汰されほぼ一定（16％）になってきた。 侵略的外来種であるセイタカアワダチソウ、ハルジオン、ヒメジョ
オン、セイヨウタンポポ、オオアレチノギク、オオブタクサは衰えを見せず、侵略的外来種にはなっていないが、
ツボミオオバコ、メリケンカルカヤ、ハイコヌカグサ、コセンダングサがじわりじわり増えているのが気になる。
図 2 は区画ごとに 11 年間に確認できた種数を示した。A 区画は斜面林、草地、水田と接しているので、環境
の多様性に富み、種数も 497 種を数える。B 区画はあぜ道のため除草が頻繁に繰り返され 213 種程度に抑え
られている。C 区画は 375 種であったが町道が通り、通過する車両から投棄されるごみが激増した。それに伴
い外来種の比率が高い。D 区画は 282 種で水田と休耕田の場所である。外来種率は A;15.7％、B;21.6％
C;25.1%,D;21.3%あった。B,D は休耕田の数に違いはあるが水田なので外来種率は 21．3～．6 よく一致して
いる。
（事務局 大木悦子）
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●あつぎ環境市民の会
あつぎ環境市民の会は、環境の分野で連携を目指す市民 11 人が集
まり、2004 年 4 月に発足しました。
「美しいふるさとを子どもたちへ」を掲げ、自然、エネルギー、化学物
質、廃棄物などの広く環境分野の全般にわたって情報を伝えあい、ま
た協力しあうことによって、快適で安全な環境を次世代につなげてい
けるよう活動しています。
生物多様性の保全や廃棄物処理問題などの異なる分野の会員が共
同で実施できる取り組みとして、会の発足当初から自動車の排気ガス
などに含まれる窒素酸化物（NO2）の定点観測を年２回実施していま
す。
また 2011 年 3 月の東日本大震災に起因する東電福島第一原発の
事故から原子力発電への市民の関心が非常に高まる中、十分な情報

講演会「気候変動とプラスチック汚染」

が提供されない状況が続いたことから、原子力発電の安全性や存続の是非などを考える機会を提供する目
的で、ドキュメンタリー映画上映や専門家による講演会を開催してきました。こうした活動を評価していただき、
2013 年に神奈川県知事から「かながわ地球環境賞・奨励賞」をいただいたことは会員の大きな励みになって
います。
そのほか、厚木市との意見交換会や厚木市ごみ対策協議会への
参画などを通じて環境政策の提案も積極的に取り組んでいるとこ
ろです。
毎月、定例会議があり、各自の活動報告や各種の環境問題につい
て検討する中で勉強会や講演会の開催などにつながっています。
コロナ禍のなか今年は講演会にもオンラインも併用しています。
ソーラークッカー全国大会に参加

あつぎ環境市民の主な歩み
2004 年 4 月

あつぎ環境市民の会 発足

2004 年 6 月

二酸化窒素（NO2）モニタリング開始（年２回）

2006 年 6 月

会報「みんなの環境」創刊号の発行

2010 年 6 月

厚木市市民協働事業「みんなの環境展」（市で初回）

2013 年 2 月

かながわ地球賞・奨励賞を受賞

2013 年 5 月

厚木市環境農政部との意見交換会実施（年１回）

全体を通し、講演会・映画会などの環境イベントや勉強会・見学会を実施しながら私たちのふるさとを次世代
に残したいと活動しています。
2020 年 12 月時点の登録会員は 74 人ですが、会議記録は電子メール受信可能な会員宛に配信し情報の共
有化に取り組んでいます。年間を通じて会員を募集しています。詳しくは事務局までお問い合わせください。
ホームページ；http://atsugikankyo.g3.xrea.com/
お問合せ先（事務局）；pxa05613@nifty.com（鷺谷）
（代表 井上 允）
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●一般社団法人 あつぎ市民発電所
「あつぎ市民発電所」は脱原発と気候危機回避の想いを具体的な
形にして、市民の手で再生可能エネルギーの発電所を創ろう、と 2018
年に設立した一般社団法人です。第 1 号機の発電所は、厚木市飯山の
会員メンバーの畑に「ソーラーシェアリング」として 2020 年 1 月に完
成しました。畑では農業を営み、その上の空間で発電をする、太陽光を
農業と発電でシェアする仕組みです。11 か月の発電実績は約 3 万 KWh で二酸化炭素 12.5 ㌧を削減した効
果がありました。パネルの下での農作物の収穫も驚くほど十分な量が得られました。
地域の再エネ普及と農業活性化、エネ
ルギーも食糧も地産地消へ、小規模分散
型エネルギーのシステムで防災にも強い
まちづくりへ、命やくらしを守る地域・地
球の持続可能な未来のための一歩です。
もっと広げていくために、みなさまのご
協力をお願いしています。
・会員になって一緒に学習や普及活動を
行いましょう
・農地や建物の屋根を貸してください
2020 年 1 月 11 日 1 号機の通電式 130 名が参加

・発電設備を増やしていく資金のご協力を
お願いします
・農作業の支援を募っています
（理事長 遠藤睦子）

●厚木植物会
神奈川県植物誌調査会県央ブロックとして諏訪
哲夫氏（故人）が中心となり 1997 年発足。「神奈川
県植物誌 2001」を刊行した後、次の改訂に備えて
県央地区の野生植物の分布を記録して来た。愛好
家や市民向けには講演会、観察会を催行、野生の植
物を通して自然の大切さ、楽しみ方を紹介してきた。
2015 年からは「植物誌 2018」の調査が本格化し
県央地区の拠点として活動、2017 年春に調査を終
了。膨大な採集標本の整理も終わり、あつぎ郷土博物館に収蔵配架した。2018 年暮れに待望の「神奈川県植
物誌 2018」が刊行された。本来目的が達成されたこれからは、この本の補遺や新しい知見を記録してゆく。会
員の高齢化とともに活動は低迷しており、2020 年はコロナ渦も追い打ち、大きな影響を受けた。2021 年はシ
ャジクモ類の分布調査を継続、厚木市 RD 植物調査も終盤に入り仕上げの年となる。
（会長 長岡 恂）
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●サークル愛川自然観察会
主な活動
① 月例自然観察会 フィールドは県央地域。
② 愛川町施設「八菅山いこいの森」のあおぞら博物館の機能を高める活動（愛川町住民提案型協働事業）
・あおぞら博物館の掲示物の更新(月・季節毎更新)
八菅山地域の自然環境や生物多様性に富んだ生態系の保全を図る意義や、いこいの森利用のための情
報発信の充実を図る。
・町民参加のいこいの森（自然環境保全地域、県天然記念物社叢林）の四季の自然観察会の実施。
③ 八菅山いこいの森散策路樹名板及び啓発看板の作成事業（愛川町行政提案型協働事業）
・「生物多様性の保全に関する諸法律」や「外来生物法」を踏まえた環境保全の啓発看板の設置。町民、子ども
の参加による活動。
④ 団体協力事業
・県立あいかわ公園自然観察ガイド（あいかわ公園・愛川町郷土資料館協力事業） 野鳥や昆虫、植物など公園
の自然の特性を生かした自然観察ガイド。
⑤ 自然情報の収集活動と愛川町郷土資料館との共催事業（特別展等への自然資料の提供他）の実施
⑥ 小学校環境学習・野外活動の支援

野鳥観察

昆虫探し
（代表 山口勇一）
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●あつぎこどもの森クラブ
あつぎこどもの森公園は荻野運動公園の北側に位置し
2016 年（平成 28 年）3 月に開園した里山公園です。木々の
中を高い位置から眺めることができる空中回廊や長い滑り
台があり、ため池、谷戸田や農園、かまどや囲炉裏は里山の
暮らしを体験できる場として整備されました。
開園の 1 年前からこの公園を生かして次世代を担う子ど
ものたちの野外体験の場づくりを検討してきた市民組織が

2020 年 8 月 8 日ボランティア体験（中・高校生）

発展してあつぎこどもの森クラブが発足しました。
クラブは公園の中での様々な体験プログラムを「自然プ
ロジェクト」「農業プロジェクト」「冒険プロジェクト」の企画で
提供しています。幼少期に自然の中で生きものに触れる機
会をつくる体験事業「水辺の生き物調査隊」はこどもたちに
大人気です。
今年はコロナ禍で計画した市民参加事業がほとんどでき
ず、里山管理作業が中心になってしまいましたが、感染防止
対策をしながら、次のような様々な事業に取り組んでいます。

2020 年 6 月 9 日田植え（クラブ会員）

１．

ボランティア体験（中・高・大学生の草刈り体験）（写真）

２．

園内草地の草刈り（昆虫のすみかづくり）

３．

自然観察（ホタル生息数調査、バッタ棲息調査、季節ごとの里山植物
観察）

４．

水辺の生き物調査隊（子どもたちと昆虫とのふれあい）（写真）

５．

草木染（園内の草葉で染色）

６．

開墾地の復活、しいたけ栽培、ほだ木切り出し

７．

稲作（代掻き、田植え、稲刈り、稲架掛け、脱穀）（写真）

８．

谷戸田の改良（ウタリ＝湿田の改良）

９．

落ち葉で焼き芋、ミニ門松づくり（稲穂を使って）

10. 落ち葉掻き（カブトムシ増殖、落ち葉プールで遊ぶ）

水辺の生き物調査隊
～モクズガニを捕った

若い人たちに里山での作業を体験してもらうボランティア体験は鎌を使ったり、丸太を搬出したり、茶の剪
定なども皆初体験ばかり、水辺のホトケドジョウを掬ったり、マムシを初めて見る驚きの体験もありました。
今年新たに取り組んだことに谷戸田の改良があります。大人の膝上まで沈んでしまう湿田では子どもたち
の田植え体験には困難が伴うので、冬場に水を抜いて田面を固くする作業に取り組みました。その効果があ
って今年の田植えは以前より容易にできるようになりました。開園以来無農薬栽培を試みてきた稲作は、シカ
防護ネットに加えて鉄製の防護柵を全周に張り巡らせた効果があって、これまでにないほど多かったイノシシ
の出没にも被害を受けず今年初めてコシヒカリが収穫できました。
（会長 井上 允）
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●あつぎこどもの森クラブ 「水辺の生き物調査隊」
生き物離れ・自然離れしたこどもたちが増え、図鑑やネット・ゲーム画面で見るだけのものに・・・・
2017 年こどもたち
と親御さんに中荻野
の恵まれた自然の中
に身をおいて、そこで
生活している生き物に
直接触れさせてあげ
たい・生き物とかかわ
る楽しさを味わわせ
たい・生き物大好き家
族を作りたい、の想い
で野や林の生き物ではなくあえて水辺の生き物に絞った「水辺の生き物調査隊」を結成し活動をしてきた。
幼少年期の好奇心旺盛な時期に生き物や自然に触れることは、大人になってもその経験は財産として残る。
何でも知りたいこの時期にまっすぐに自然の生業を見てもらい、記憶に残る経験を提供して、こどもたちが親
になったときまた我が子に伝えることができるようになってもらいたいと願っている。こどもだけでなく親子
ともども生き物とふれあい生き物大好き家族になってほしいと活動している。
3 年目が終わるころコロナ禍が始まり、公園も閉園になり、緊急事態宣言が発令され活動を中止せざるを得
なくなった。６月に入って感染拡大がやや落ち着いたがまだまだいろいろな活動が休止している中、厚木市
公園緑地課に実施計画書を出し、感染防止策の指導を受け、ホタルの観察会を 5 家族限定で 2 晩行った。マス
ク着用、家族と家族の間にスタッフ（安全監視員）をはさみ社会的距離をあけるようにした。来園の際は公共交
通機関を使わずマイカーを使用するよう徹底した。例年管理棟内で 30 分ほどホタルについてパワーポイント
を使い説明してから観察するのだがそれを割愛し屋外だけの活動とし短時間で観察会を終えた。
7 月以降も実施計画書を提出し多くの目で感染防止策を点検してもらった。当日管理棟内で説明していた
物を前日の 19:00∼20:30 に Zoom を使ったオンライン解説をして、当日はマスク常着してもらい、一か所にま
とまらないよう場所を分散させ 5～6 家族のグループを 3 つ作りローテイションで場所替えをしながら活動し
た。それぞれの活動場所にスタッフを配置して社会的距離を保つように安全管理をしてもらった。
ウエーダー・水網・バケツは当日貸していたが、使いまわしになるので次亜塩素酸水につけ消毒したものを
自分専用になるよう貸与して家庭に持ち帰り管理してもらうようにした。
8 月は公園内と七沢遠足を含め 2 行事を行ったが、里山ネットあつぎの休耕田での活動は少し手狭で社会
的距離が保てないため、無理をお願いして 6～7 家族に分け 2 日間で行った。
毎回の活動は薄氷を踏む思いだが、生き生きした子ども達の活動を見るにつけこちらも嬉しくなり、次回は
どんなことをしかけてやろうかなどと思いを巡らせ可能な限り活動を続けたい。
Go To が続く中、感染拡大は止まらず、今後どのような事態になるかわからないが、コロナ時代を上手に付
き合いながら「水辺の生き物調査隊」を継続していきたい。202１年度若干組募集をしますので、興味ある方は
諏訪部（tyakasan51223@yahoo.co.jp）まで連絡ください。
（隊長 諏訪部 晶）
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●あしがら冬みず田んぼの会
雑草抑制と有機肥料化の効果で、減農薬と化学肥料を減らせる冬みず田んぼ（冬期湛水）で、減少した里の
懐かしい生き物を保全しよう。オリエンタルコンサルタンツと協力しブランド米「冬みず田んぼカモ米」を販売
中。

冬みず田んぼに
よる雑草抑制と
有機肥料化の仕
組み

■1 排水性向上の水田圃場整備（排水暗渠埋設工事等）の普及により、冬に水溜りのある水田が減ってしまっ
たので、カモやカエル、ホタル等の冬の乾燥に弱い、里の生き物が激減しました。
乾燥に耐えられない水田動物の例：鴨(田んぼの水溜まりで落ちモミ、２番穂を食べる)、ホタル幼虫、カワニ
ナ、シオカラトンボ類幼虫、メダカ、トウキョウダルマガエル、ドジョウ類。早春産卵のヤマアカガエル・アズマヒ
キガエル。
■2. 冬みず田んぼで保全できる動物
冬の田んぼに水がある（冬みず田んぼ）ことで、里の懐かしい生き物の越冬地を復活させることができま
す。
■3. 冬みず田んぼをやってくれる農家を増やす運動をしています。
■4. 湛水は 12～2 月頃。トラクターの走行に支障が出ないように 3 月には落水させ干す。
契約栽培農家や会員募集中 https://www.facebook.com/fuyumizutanbonokai/
伊豆川 哲也(会長) izkw_tetsuya@yahoo.co.jp
TEL090-4963-8860
カエルで田んぼの自然判定（内田大貴）
カエルは空を飛べませんから移動性が低い。また冬は湿った枯れ草の下や湿った土に浅く潜り冬眠します。つ
まり同じ谷戸の中で一生を過ごすため、そこの田んぼがどんな環境なのかを指標しています。

アマガエル。水田に一番普通にいる
カエル。乾いた土でも冬眠でき、5 月
の入水で冬眠から覚める。目の前
後に黒い線が特徴

真冬に水溜まりのある田んぼに産卵
にくるヤマアカガエル。普段は林床に
いる。カエルが往復できる水田と林が
一体となった環境が必要。

（会長 伊豆川 哲也）
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●荻野自然観察会
本会は毎年荻野川とその周辺の鳶尾山や子どもの森などを中心に種々の観察会や荻野川クリーンキャン
ペーン、新春講演会、バス研修旅行などを実施してきたが、今年度はスタートから新型コロナウイルス感染防止
のためほぼ中止を余儀なくされた。そこで、設立 27 周年の足跡を整理してみた。
年
平成５年

月日
5/1

特 記 事 項
荻野自然観察会設立 発起人：諏訪哲夫（故人） 花上友彦（現顧問）
観察会 3 回実施 鳶尾山・弁天池「イヌタヌキモ」発見

(1993 年)
4月

会報「荻野の自然」創刊号発行

9/16

城山自然観察会と交流会実施 （25 名）

12/1

里山の観察会及び講演会実施 講師：中川重年氏

4/29

ミニ観察会始まる厚木らしさ探検活動「オギ」
「ヨシ」などの調査 (アオサギ）

5/25

厚木市ふるさとづくり推進協議会会長(厚木市長)より感謝状を受賞

11/1

会報 1 号～30 号の合本出版

4/29

自然保全のネットワークづくり 荻野公民館で総会実施

8/11

第 1 回自然保護情報交換会実施 （22 名）

11/8

創立 10 周年記念研修旅行 函南原生林 以後、毎年実施

7/3

第 4 回野生動植物保全フォーラム（於：海老名中央公民館)

7/23

河川美化運動に参加 主催：荻野公民館 以後毎年実施

8月

厚木市周辺の動植物ガイドブック発行

平成 19 年

10 月

荻野小学校 4 年生にバードウオッチング等実施 （以後、年 4 回実施）

平成 20 年

4/29

野鳥、植物、小動物の 3 グループに分かれて観察会実施

4/1

「荻野の自然・観察ガイドブック」第Ⅰ集発行

4/5

厚木市公園緑地課へ「こどもの森公園」
（仮称）設立上の要望書を提出

4/27

定期総会にて粟野豊實新会長体制が発足 会報 B5 から A4 サイズに変更

平成 8 年
平成 12 年

平成 13 年

平成 14 年
平成 15 年

平成 17 年

平成 25 年
(2013 年)

5/26

創立 20 周年記念講演会を実施 演題：生物多様性あつぎ戦略
講師：小林常良・厚木市長 環境総務課・渡辺貴成氏

平成 26 年

4/10

「荻野の自然・観察ガイドブック」第Ⅱ集発行

平成 27 年

4/1

月例観察会立ち上げる。

平成 29 年

2/1

「平成 28 年度かながわ地球環境賞」受賞
受賞理由：地球環境保全活動部門における功績
設立 25 周年記念講演会開催

平成 30 年

1/21

(2018 年)

(2020 年)

(102 名 )

(広町公園で)

講話 1：
「荻野自然観察会 25 周年のあゆみ」 講師：花上友彦顧問
講話 2：バイオロギングで調べる動物たちの暮らしと地球環境
講師：東京大学大気海洋研究所 佐藤克文教授

4/20
令和 2 年

(ヤマユリ)

1/19
4/16

定期総会にて齋藤遙希新会長体制が発足 会員：40 名
新春講演会 「トンボを通して環境を観る」
（50 名）
講師：神奈川トンボ調査・保全ネットワーク代表 諏訪部 晶氏
定期総会はコロナ感染予防のため文書で実施

9 月会報 129 号発行
（会長 齋藤遙希）
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●荻野の美田を守る会 （特定非営利活動法人ゆめのシステムプロジェクト）
荻野の美田を守る会（特定非営利活動法人ゆめのシステムプロ
ジェクト）は、荻野地域で平成 26 年に発足し、遊休農地を借りて地
域の方々を中心とした会員 41 人で活動をしています。
活動の内容は、神奈川県内でも珍しいアイガモを用いた稲作で
ある「アイガモ農法」を行っています。愛嬌のあるアイガモは地域
の子ども達にも大人気で、活動場所の水田に賑やかさを添えてい
ます。
なお、6 月には田植えの体験や放鳥会、9～10 月には稲刈りの体
験や収穫祭などを実施しており、会員さんを通じた地域との交流
の場となっています。
（熊澤光政）

稲刈りの様子

●荻野三つ沢の里山を守る会
荻野三つ沢の里山を守る会は、里山の保全と
老廃休耕田の保全を図ることを目的に、平成 14
年に発足しました。会員13 人で元気に活動をして
います。
遊休農地とな って いた 荻野地域の 谷戸田
（7,050 ㎡）を借りて、無農薬のお米の栽培と、棚
田のすぐ脇にある里山の下草刈りなどの環境整
備を行っています。
また、厚木市の里地里山体験事業である「里山
マルチライブプラン」を平成 14 年から開催して

ハザ掛けの様子

おり、公募のボランティアさんと里地里山の保全
活動に取り組んでいます。
毎年度、春の田植えが終わると、緑と水、初夏の太陽に彩られた日本の原風景のような棚田が広がり、秋の
稲刈りやハザ掛け後には、黄金に色づいた美しい風景に、訪れた方が写真を撮られていくこともあります。
（東條隆夫）
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●NPO 法人神奈川県自然保護協会
（設立当初）
神奈川県自然保護協会は 1965（昭和 40）年に設
立され、2004（平成 16）年に NPO 法人格を取得し、
今に至っている。創立から 55 年を迎えている。
設立の前年に東京オリンピックが開催され、東海
道新幹線や東名・名神高速道路が開通するなどが
あり、自然破壊を伴う開発もまた至る所で行われ
るようになった。
神奈川県では、鎌倉鶴ヶ岡八幡宮の裏山に宅地
造成計画がおき、これに対する鎌倉市民を中心に
生物多様性啓発ポスター

した反対運動が大きな県民運動になった。神奈川
県自然保護協会はこれが契機となり設立された。

当初の事務局は神奈川県庁内に置かれ、役員としては経済界、行政、小、中、高校校長会などの他、当時まだ少
なかった自然保護活動団体もそれぞれ加わることになった。
組織の構成から協会としての活動は、講演会や啓発資料作成など社会教育が中心ではあったが、多様な立
場の人たちと自然保護活動をするものが同じテーブルで情報交換できることに意義があった。
今に至る歴史については会報「かながわの自然」67 号(50 周年記念号)（残部あり）参照。
（現在）
環境保全に関わる組織や人は各所あり、活動の広がりは半世紀前とは比べものにならない。
それは社会の発展に反比例して衰退する里山などの自然、大きくは地球温暖化の影響が顕著になりつつあ
ることに人々の意識が向いてきていることに他ならない。
神奈川県自然保護協会は、当初のメンバーのほとんどは他界し、後継者も高齢化し衰退しつつあるのが事
実である。とは言え時代の要請に応えて活動する意義があると考えている。
（どんな活動をしているか）
活動の理念：自然保護に対する一昔前の考えは、希少な動植物の保全や、自然景観の保全であったが、現在
はこれらを包括する生物多様性の保全とこれと表裏をなす自然環境の保全を目的としている。
生物多様性の保全： 生物多様性ホットスポットの選定、影響のある外来生物対策としてブルーリスト作成。
啓発シンポジウム開催。
啓発活動： 各種イベントに啓発ブース出展（本年度はコロナ影響ですべて中止）、会報（情報誌）発行、講演
会開催。さがみ自然フォーラム開催、自然観察会開催など。特にさがみ自然フォーラムでは県内で自然
に対する活動を行う、諸団体、企業、教育機関などの交流、連携の場としての機能も期待している。
行政との連携： かつて神奈川県庁内に事務局があったことから、現在でも交流の機会の一つとして年一
度、担当副知事との意見交換の場を持っている。
また、厚木市からは生物多様性あつぎ戦略の啓発事業の委託を受けている。
問題対応： 自然環境へ悪影響を及ぼす開発などの事例に対して、関係団体と協力して取り組む。酒匂川
在来メダカ生息地保全、平塚海岸砂防林保全など。
（副理事長 青砥航次）
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●神奈川トンボ調査・保全ネットワーク
2006～8 年度の生命の星・地球博物館講座（トンボの調査・研究の仕方など基礎から始まり、将来的に研究者
育成を目的とした）「トンボ調査隊」に参加した有志と、トンボ好きが集まって 2009 年に会を立ち上げた。県博
の学芸員・日本トンボ学会会長：苅部治紀氏に顧問になっていただき指導を受けながら「トンボを通して環境を
見る力をつける」を目標に会員が自分のフィールドを持ち調査・研究をしながら日本各地で着手されている保
全活動へ参加し、独自に開発した保全手法を普及している。
昨年度からセブンイレブン記念財団の活動助成を受け地域の保全団体とのネットワークづくり、希少トンボ
類の調査・保全活動を行いその担い手、後継者育成を行っている。特に激減しているマダラナニワトンボの生
息確認調査で新潟県・岐阜県の既知産地を巡っている。絶滅危惧種の既知産地を踏査し、現状把握を行うこと
で、科学的なデータを得、減少要因の推定、解明をはかっている。同時に明らかになった各種の減少要因から、
保全手法を開発している。行政や地域の自治会・環境団体と協働で新潟村上市・阿賀町のマダラナニワトンボ、
静岡のベッコウトンボの保全に通っている。その中で得た情報を環境省ＲＤ調査に提供している。また神奈川で
は出会えないトンボの見聞を広めるため県外遠征も行っている。
今年度はコロナ禍で活動は一変し、自粛期間は会としての活動も停止し、県を超えての移動が解禁になっ
た 6 月後半と 10 月中旬にマダラナニワトンボの産卵場所の創出のための植生管理を行った。昨年までは地
元の公民館にとまらせてもらい地元の人たちと一緒に保全活動を行ない、夜は懇親会を行ってきた。今年度
は地元の子供たちを集めて観察会を計画していたが、感染防止の観点から他県の旅館に泊まり、地元の方と
は接触しないようにして会員だけで保全活動をおこなった。
保全地の生物多様性のすばらしさを伝える冊子づくりの準備として動植物調査や写真撮影、地元公民館に
展示する昆虫標本づくりを行ない、コロナ禍が収束して再び地元の方たちと共同で保全活動ができるように
なる日に備えて会単独で地域に還元できることを進めている。

黒いアカトンボの絶滅危惧１B マダラナニワトンボ

会員だけでの保全作業

（代表 諏訪部 晶）
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●かながわ野生動物サポートネットワーク
御蔵島のオオミズナギドリを守りたい有志の会
かながわ野生動物サポートネットワーク
様々な原因で人間の手の中に入ってくる野生動物を入り口に、自然環境の保全に向け活動をしています。
2018 年から調査協力、オオミズナギドリのレスキュー、ネコの衛生管理、捕獲などで御蔵島のオオミズナギドリ
保全活動に協力しています。（葉山久世）
御蔵島のオオミズナギドリを守りたい有志の会
御蔵島で繁殖するオオミズナギドリの保護活動を行っています。長年ドルフィンスイムに通ううち、ネコがこ
の海鳥に大きなインパクトを与えていることに気づき、活動を始めました。森林にすむネコの捕獲、輸送、馴化、
里親への譲渡を保護団体やネコカフェ、動物病院の協力を得ながら行っています。また、11 月の巣立ち時期に
は、道路や人工物に迷入したヒナのレスキュー、研究者への協力も行っています。一般の方向けのトークイベン
ト、フェイスブックなどでも普及啓発に努めています。（草地ゆき）
（展示内容）
オオミズナギドリは北太平洋を代表する海鳥
で、伊豆諸島の御蔵島は世界一の繁殖地でした
（1978 年：約 175 万～350 万羽）。近年はノネコの
影響で激減（2016 年：約 11 万羽）、2020 年現在は
さらに減少していると推察されます。最新の研究
で、御蔵島でノネコが捕殺するオオミズナギドリ
は１年間に 313 羽と推計されており、危機的な状
況が続いています。この原因を作ったのは人で、
ネコに落ち度はありません。内地の皆さんにもこ
の現状を知っていただき、里親のご協力を頂けた
らと思います。
オオミズナギドリを守りたい有志の会が捕獲馴
致している御蔵島出身の「森ネコ」たちの多くは、
人との接触経験が全くないにもかかわらず、数週
間から数か月で人に馴れています。島民の方、専門家と連携し、効果的に森からネコを出し、オオミズナギドリ
が安心して子育てできる御蔵島を目指します。
（代表 葉山久世）
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●神奈川野生動物救護連絡会（救護連）
人為的な原因で傷つく野生動物の救護を通じて得た情報から自然を守る活動を行っている有志のグルー
プです。
（展示内容）
トビとのトラブルを防ぐ
野生動物への餌付けは思わぬ問題を招きます。湘
南地域ではトビに餌を与えていたことで、人の手から
食べ物を取れることをトビが学習してしまいました。
大っぴらな餌付けはなくなりましたが、食べ物を取ら
れる人は今も後を絶ちません。これは、屋外で無防備
に食べる行為が（トビから見て）餌付けと同じような状
況を生んでおり、トビを引き付ける要因になっている

トビに食べ物を取られないように！イベントでは、トビ

と考えています。救護連では安心してお弁当を広げら

に変身できるコスチュームが大人気

れる海岸を取り戻すことを目標に普及啓発を行っています。
（代表 葉山久世）

●神奈川野生動物救護連絡会＋マリンアクション
神奈川野生動物救護連絡会（救護連）
人為的な原因で傷つく野生動物の救護を通じ
て得た情報から自然を守る活動を行っている有
志のグループです。
マリンアクション
Marine Action は現・元フリーダイビング日本代
表選手による、海洋保全 PR 活動です。SNS での
発信、各地でのクリーンアップ（ゴミ拾い）、イベン
トによる啓発活動などを行なっています。
海と共存するために、Think から Action を起こし
たい。これが Marine Action のコンセプトです。
（展示内容）

ダイバーも交え、ゴミのない海を目指して

海のゴミに悩まされる野生動物
海岸に見られる様々なゴミの多くは街のゴミが川や水路を伝って海に出たものです。中でも厄介なのがプ
ラスチックゴミで、いつまでも分解せず、海の生物が誤食していることがわかっています。軽くて腐らないプ
ラスチックは過去 60 年ほど私たちの便利な暮らしを支えてきましたが、この状況を変えることは可能でしょ
うか？海への流失を防ぐために、私達はどんなことができるか一緒に考えましょう。
（代表 葉山久世）
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●湘南生物多様性研究会
湘南地域を中心として、自然に興味・関心を持つ人を増やすための啓発活動、減少しつつある生物を保全す
るための取り組み、生物多様性を適正に保全するための生態系管理に関わる人を増やすための活動を行っ
ている。
また、里山などの管理が生態系に及ぼす影響について、調査研究を行っている。
最近では、機械を使用した根際からの斉一的な草刈りにより、在来生物の生息生育環境が失われ、一方で外
来植物が急増していくことの問題を提起し、関係方面に生態系管理への転換を働きかけている。
写真 1：ツリガネニンジン、ヤマハッカなどの生育する土手(適正
な管理により、良好な土手が維持されている)

写真 2：全面的に機械刈りされた土手(このような管理が継続さ
れると土手の生物多様性は低下してしまう)

写真 3：群生するワルナスビ(継続的な機械刈りにより、在来種の
草本群落が外来種の草本群落に置き換わってしまった例)

（代表 岸 しげみ）
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●NPO 法人 自然塾丹沢ドン会
１992 年 3 月丹沢ドン会設立、2001 年 9 月 NPO 法人
に。1992 年 11 月丹沢の自然と私たちの暮らしを考える
第１回丹沢シンポジウムを開催、以降 10 回余のシンポジ
ウムと学習会を毎年継続開催。2006 年 12 月秦野市と協
働で第 3 回「団塊サミット」を開催し、残間理江子さんの
基調講演を受けて、団塊・シニア世代がこれからどのよう
に地域に入り、人びとと関わり、何をテーマに活動したら

野鳥観察教室（名古木の復元棚田で）

よいかを 3 つの分科会に分かれて話し合った。地域の人
びとと手を携え、行政と連携し、企業ファンドや個人によ
り寄付された基金に支えられ、秦野市名古木の休耕棚田
を復元した米づくり、そば・野菜などの安全・安心な食べ
ものづくりの活動を継続・展開中。
都市と農村を結ぶ「丹沢自然塾」を毎年募集・開催す
ることにより、丹沢山ろくの伝統的な農村風景を次世代
に継承するための担い手を確保している。草地・里山・田
んぼ・水辺・畑など異なる要素の連続した里地・里山に人
の手を加えることで生き物たちが甦った。16 年 10 月に

2020 年丹沢自然塾・田んぼの生き物観察教室

は、鷲谷いずみ東京大学名誉教授を招き「生物多様性緑
陰シンポジウム」を開催。17 年夏休み開催の「丹沢こど
も自然塾」には 80 名余の参加者を得、次世代を担う子ど
もたちの感性を養う場とした。「こども自然塾」は 18 年
台風の影響で、20 年はコロナ禍より中止を余儀なくされ
たが、今後も継続開催するドン会活動の柱の一つであ
る。
17 年 4 月からは、東海大学自然環境課程北野・藤吉両
研究室、慶應大学一ノ瀬研究室の協力を得て 3 年間にわ
たる「名古木の自然・環境総合調査」を開始した。年ごと

「名古木の自然調査の最終報告書」2020 年 8 月

の中間報告を受けて、2020 年 8 月には「名古木の自然調査」の最終報告書がまとまった。あわせて、「里地・里
山」の管理手法についての提言書も完成した。
2020 年は、新型コロナウイルスの蔓延という異常事態のなか、米づくりに必要・不可欠な最低限の活動をド
ン会メンバー・自然塾の有志の少数精鋭の担い手で乗り切った。三密を避け、感染予防に万全を期して毎週土
曜日の定例活動を継続した。自然塾の開講式・田植え・稲刈りなどを中止したが、７月「田んぼの生き物観察教
室」、10 月「野鳥観察教室」を開催し、来年の自然塾開催につなげることができた。
2021 年 3 月にはドン会創設 30 周年を迎える。自然調査の報告書には名古木の自然の豊かさや人の手が入
ることによってさまざまな生き物たちが甦った足跡が記録された。名古木の生き物たちの多様性の現在を、
「図鑑」で冊子にまとめる。空に猛禽類、田んぼに水生生物、野に植物や野鳥・昆虫などが共存する秦野市名古
木の桃源郷には、ドン会ファミリー会員制のもと、1 歳から 80 代までの 130 家族の居場所がある。
（理事長 片桐 務）
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●茅ヶ崎野外自然史博物館
私たちは、青空の下はすべて博物館であると捉え、2001 年から茅ヶ崎市で自然観察会の開催と谷戸の保全
活動を柱に活動しています。
◆自然観察会の開催
会員·非会員の隔てなく楽しめる自然観察会を、
神奈川県立茅ケ崎里山公園で年 5 回程度開催し、
多くの市民に、自然と触れ合い、四季を通した生物
相の変化を楽しむ機会を提供しています。 毎回観
察会では当団体顧問を務める生きものの専門家に
先導してもらい、高レベルで正確な知識を得られ
るように工夫しています。
・主な活動フィールド柳谷（やなぎやと）について
大部分が県立茅ケ崎里山公園に含まれる柳谷
は、市内最大規模(約 24ha)の谷戸で、環境の多様
観察会は、老若男女さまざまな層から集まります。

性が高いのが特徴です。 トウゲシバ、アマナ、シバ

ヤナギ、ハンノキ、ウフバミソウ、ヤマネコノメソウなどの植物、ヒメツユムシ、ウデワユミアシサシガメ、アカ
マダラハナムグリ、ハンノキハムシ、ウマノオバチなどの希少な植物・昆虫類が記録されています。斜面林に
はフクロウが生息しており、ノウサギは個体数も多く、日中成獣を見かけることもあります。自然環境上重要な
エリアについては神奈川県(藤沢土木事務所)により里山保全エリアに設定されており、一部では生態系管理
も行われていますが、自然環境の保全と利用の兼ね合いが課題となっています。
◆谷戸の保全活動
茅ヶ崎野外自然史博物館では、茅ヶ崎市の数
少ない谷戸を盛士や畑地化から守るため、会
費で行谷広町の休耕田の一部を借り上げ、湿
地のまま保全していく活動に取り組んでいま
す。会員の中には生態学の専門家やビオトープ
管理士がおり、できる限り生態系管理をするよ
う心掛けています。こうした活動を続けた結
果、行谷の管理区域が「関東・水と緑のネットワ

「夜の鳴く虫観察会」判別の難しい虫の鳴き声や眠る虫の姿

ーク拠点百選」に選定されました。

などを、専門家と共に歩みながら楽しみます。

◆その他の活動
・教育支援
身近な自然の楽しさや素晴らしさ、大切さを次世代へ繋げるため、小中学校の総合的な学習の時間の指導
に力を入れています。当団体会員を講師として派遣し、茅ヶ崎市内各地のフィールドを体験してもらっていま
す。
・生物相調査の実施
湘南諸地域の生物相を明らかにするため、観察会や保全作業の際には動植物の記録を残しています。 ま
た、依頼を受けて会員有志・専門家による生物調査を行うこともあります。
（事務局 富岡誠一）
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●七沢里山づくりの会
七沢里山づくりの会は、約 20 年前の 1998
年に発足し、現在は 12 人の会員で活動をして
います。
自然の景観が数多く残る七沢地域で遊休農
地を借りて、山から流れてくる天然水で棚田を
整備、稲作を実施しています。また、畑では今
年度、サツマイモ、里芋、オクラなどを栽培して
きました。
なお、平成 14 年から、厚木市の里地里山体
験事業の「里山マルチライブプラン」を開催し
ており、会員だけでなく、公募の市民ボランテ

稲刈りの様子

ィアさんや企業、大学の方々と一緒に、七沢の
里地里山の保全活動に取り組んでいます。
（浅川胤美）

●NPO 法人 ホタルのふるさと瀬上沢基金
宅地開発から緑地を守りたい！
私たちは、鎌倉市と接する緑豊かな町
横浜市栄区上郷町の瀬上沢で宅地化によ
り失われようとしている、10 ヘクタール
の緑地を守るために活動しています。
日本政府は、もはや「気候変動」ではな
く「気候危機」だとして「2050 年カーボン
ニュートラル」を宣言しました。CO2 削減
には、吸収源の緑地保全が必須です。気
候危機・人口減少時代に、緑地を潰し過剰

上郷開発予定区域の緑地 遠くの山は鎌倉市堺

な宅地を増やせば災害やインフラ維持費に、多額の税金を負担するのは子や孫の世代です。上郷開発計画は、

1990 年に最初の申請が頓挫し 2007 年の再申請は却下され 2014 年に再々申請されて、開発志向が強い横浜
市は許可手続きを進めています。
私たちに大切な緑地が、不要な宅地開発で年々減少しています。
緑地の減少は、地球温暖化、生物多様性の損失など、環境、社会、経
済的に様々な負の影響を与えています。地球規模の緑地減少に歯
止めをかけるには、世界中の人々が身近にある緑地を守る事では
ないでしょうか？ 一緒に考えましょう。
（理事長 角田東一）
瀬上沢クリーンアップ
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●一般社団法人 日本オオカミ協会 神奈川県支部
日本オオカミ協会は、日本の自然生態系を正常な状態に戻し、維持するために、「オオカミを放つ」という
運動を展開しています。当協会の創立は 1993 年です。日本でオオカミが絶滅したのは明治時代末という説
が有力です。
1905 年に奈良県東吉野村で捕獲されたニホン・オオカミは米人マルコム・アンダーソン氏が購入し、現在で
は大英自然史博物館に、頭骨と毛皮が保存されています。このニホン・オオカミを最後のオオカミと見做すこ
とで、今年はオオカミ絶滅 116 年目になります。
現時点では、日本国土はシカの増えすぎにより、シカの過剰採食によって森林を含む植生が消失し、裸地化
が進み、土壌が流出し、山地の崩壊が発生しています。同時に野生生物が住処や食べ物を奪われて、生物多
様性が低下しています。また農林業被害や交通事故も発生しています。
この対策は侵入柵の建設と補殺（狩猟と駆除）の二つしか行われていません。増えすぎたシカやイノシシの
生息数を生態系が許容する密度までに減ずるには、狩猟や駆除、それにオオカミ復活は欠かせません。
オオカミは、餌付けしたオオカミ、あるいは狂犬病に罹患したオオカミは人に危害を加えることがあります
が、健常なオオカミは人に危害を加えることはありません。オオカミは臭覚や視覚が人間より鋭く、人がオオ
カミに気が付く前に、オオカミは人を感知し、人を避けて遠ざかります。オオカミに関する偏見と誤解を払拭
し、正しいオオカミ観を持って、オオカミ復活を一刻も早く実現し、日本の自然生態系を守ることを願っていま
す。
オオカミに関心ある方は、当協会は「日本オオカミ協会」のホームページを開いていますので、その Q&A
コーナーを検索されることを推奨いたします。
（JWA 理事 高木英寿）
「モンゴルのオオカミ」
写真はモンゴルフスタイ国立公園
の監督官 Ganbold ガンボルト氏作製
この公園に生息する３頭のオオカ
ミの首にカラー（無線機を付す）を装
着して生息状況を調査しています。
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●野中俊吾
私は、厚木市中荻野に位置するあつぎこどもの森公園にて昆虫の撮影を行っています。
この公園には、高さ10m、長さ700m 以上の空中回廊が設置されており、そこでは様々な動植物が観察でき
ます。回廊の金属製の手すりには大小様々な昆虫が縦横無尽に歩き回っています。季節や天候、手すり付近の
植生に応じて発見できる昆虫の種も異なっており、非常に見応えがあります。
写真はニホントビナナフシの幼虫です。本来は樹上で
見られる昆虫ですが、手すりの上に降りてきた個体を観
察することができます。運が良いと手すりの柵に引っか
かった脱皮殻を見つけることもできます。草食性の昆虫
で、クヌギやコナラの葉を好んで食べます。本州から沖
縄にかけて分布しますが、九州以北の個体は交尾を必
要とせずメス単体で卵を産み繁殖するそうです。
神奈川県厚木市を含む西日本～関東の平野部の植生
や、それを取り巻く生き物の目安は、バイオームという区分方法の中で「暖温帯常緑広葉樹林」とされます。こ
れは１年間の平均気温と１年間の降水量のグラフから導き出すことができます。この暖温帯常緑広葉樹林は、
主にシイやカシなど照葉樹の樹木で構成されます。照葉樹は冬でも日光を反射するほど厚く濃い緑色の葉を
落とさず茂ります。そのため、一年間を通じて木の下は薄暗くなり、新たに植物が光を受けて育つことが難し
くなります。人が手を加えない常緑広葉樹≒照葉樹の森がこの付近での「最も手つかず」の状態の森林の姿
（極相林）ということになります。
公園内の植物を観察すると、そういった陰樹の多く生える場所がある一方で、クヌギやコナラ、エノキとい
った陽樹の生える場所も多くあります。明るい環境を好み、冬になると葉を全て落とす種類です。これらはか
つて人々が燃料や材木を得るために自然の森を伐採して陽樹を「人工的に植えた」ことで構成される人工林
です。
最も手つかずの森の樹木と、人が手を加え続ける森の樹木、どちらが多くの生き物が居付くでしょうか。実
は人工的に植えられた樹木、特に落葉性コナラ属の種の方が多くの昆虫を観察できたという結果が出ていま
す。春になると芽吹く柔らかい新芽が、昆虫にとっては食べやすいことが理由としては推測されています。昆
虫が沢山集まるということは、それを捕食するための別の昆虫や鳥類や動物も集まってくることを意味しま
す。
ニホントビナナフシも様々な植物の葉を食べますが、クヌギやコナラの葉が好みのようです。そのナナフシ
も、手すりの上ではよくハエトリグモたちに捕食されています。そしてハエトリグモもクモバチたちに狩られ
て餌となっています。手すりの上ではこうした生物同士の有機的な繋がりを間近で見ることができます。
生態系のピラミッドの裾野を広くし、その地域特有の生態系を守る事に人工的な自然環境が役立っている
というのは、自然保護に詳しい人以外にとっては不思議なことだと思います。こうした人工的な雑木林はか
つては里山と呼ばれ、日本各地の普遍的な光景でしたが、生活環境や燃料に木を使わなくなったことや、そ
の土地で林業、農業を継ぐ人手が減ったことで、里山は陰樹の極相林に飲み込まれてしまっています。こども
の森公園は昭和 40 年代以降から耕作放棄地だった土地を公園として整備し、水田、畑の再開や植樹と下草刈
りによる雑木林の再生を通じて生物の多様性確保を行っています。話が壮大になってしまいましたが、公園の
昆虫 1 匹、樹木の 1 本からでもその背後に広がる他の生物や環境との関りを見出すことができます。
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●藤沢クマゼミ調査研究会
県立辻堂海浜公園（19.9ha）における１０年間のクマゼミ調査の報告
夏の風物詩にセミの鳴き声があります。藤沢市内では「シャワシャワ

シヤワシャワ」のクマゼミの鳴き声

はたまにしか聞かれませんでしたが、2010 年(H22)8 月 1 日早朝に公園に出向いたところクマゼミの鳴き声
に圧倒され抜け殻(その場所で幼虫が生息した証)を探したのがきっかけで、夏のシーズンの抜け殻探しを行い
ました。広大な面積であるので植生を考慮しながら調査ポイントを５か所とし、6 月の抜け殻初見から 8 月末ま
で毎日すべての抜け殻を採集し（前日羽化した証）、セミの種類とその雌雄を類別することによって優占種と
分布の変化を捉えられるかを目標にしました。しかし、セミたちは手強く意図したことは残念ながら確定でき
ませんでした。予測の判断は何年後になることやら。
また、クマゼミの多量発生が基になり藤沢クマゼミ調査研究会を結成し、市内全域の抜け殻調査も行ってき
ました。紙面の都合上県立海浜公園における 2011 年から現在までの結果の一端を報告します。
クマゼミの年間発生数

クマゼミ産卵中

海浜公園クマゼミ初見日
1
年次

地点

2
日

地点

3
日

地点

4
日

地点

クマゼミの地点別初見は

5
日

地点

日

‘12 年以降各地点の地温（深
さ 30 ㎝と 50 ㎝）測定値とほ
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2011

Ｂ,D

7/15

Ａ

7/17

Ｃ

7/21

Ｅ

7/28

2012

Ａ

7/9

Ｂ、Ｄ

7/23

Ｅ

7/28

Ｃ

8/9

2013

Ｂ

7/13

Ｄ

7/14

Ａ

7/15

Ｅ

7/19

Ｃ

7/30

2014

Ａ

7/11

Ｂ

7/12

Ｄ

7/16

Ｅ

7/18

Ｃ

7/23

2015

Ａ

7/9

Ｂ

7/10

Ｄ

7/15

Ｃ、Ｅ

7/21

2016

Ａ

7/10

Ｄ

7/14

Ｂ、Ｅ

7/15

Ｃ

7/18

2017

Ａ

7/7

Ｄ

7/8

Ｅ

7/9

Ｂ

7/16

Ｃ

7/22

2018

Ａ

6/30

Ｂ

7/1

Ｄ

7/3

Ｃ

7/10

Ｅ

7/14

2019

Ａ

7/3

Ｂ

7/5

Ｄ

7/8

E

7/20

C

7/22

2020

A

7/1

B

7/6

D

7/8

E

7/20

C

7/24

ぼ連動しているようにみえる
がデーターロガ測定を頻繁に
行っていないため確定できて
ない。
詳しいデータはホームページに掲
載してありますのでご覧ください。
ホームページアドレス…

https://f-kumazemi.org/
（大谷房江）

●NPO 法人 野生動物救護の会
【私たちの活動の目的】
本会は、野生動物の保護および救護に関わる活動を通じて、自然環境と生物多様性の保全に貢献すること
を目的とするボランティア団体です。平成 19 年 10 月の発足以来、(1)環境の保全を図る活動、(2)社会教育の
推進を図る活動、(3)科学技術の振興を図る活動を主な活動の目標として掲げています。
【私たちが実施している主な活動】
1. 神奈川県自然環境保全センターにおける傷病野生鳥獣保護事業に協力し、野生動物救護ボランティアの
育成、傷病鳥獣保護事業の普及啓発に係わる活動を行っています。
2. 人間の生活が野生動物に与えている影響などを調べるために、厚木市七沢周辺の山林において野生動
物の生息分布や生態に関する調査を行っています。主に自動撮影カメラを使用して野生動物の活動を撮影す
る方法、大型の巣箱を設置して休息や繁殖に樹洞を利用する野生鳥獣の生息を確認する方法を採用していま
す。調査により得られた結果については、会が主催する環境教育の教材として利用するとともに、機会を見つ
けて広く一般に公表しています。
3. 子供たちに自然の大切さ、野生動物の生態などを学んでもらう環境教育のためにエコスクールを実施し
ています。
傷ついた野生動物たちが再び自由に生きる手助けをするボランティア活動を行いながら、傷つく野生動物
を減らすための調査や普及啓発など様々な活動にもチャレンジしています。

（理事長 渡辺優子）
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●横浜ゴム株式会社 平塚製造所
「お客様や地球から愛され、ゆるぎない信頼を得ている事業所へ」
横浜ゴム株式会社は、2017 年 10 月に創立 100 周年を迎え、次の 100 年に向けて歩み始めています。私ど
も平塚製造所は「横浜ゴムすべての技術、モノづくりの発信基地」として、タイヤのみならず、次世代社会のイ
ンフラの一端を担う製品やスポーツ用品などを世界へ向けて送り出しています。また、横浜ゴム CSR ビジョン
に基づき「お客様や地球から愛され、ゆるぎない信頼を得ている事業所」を方針に掲げ、地域貢献と環境保全
活動に積極的に取り組んでいます。
＜地域貢献活動＞
環境をベースとしたと SDGs イベント
平塚製造所は、環境保全活動に於いても当社の発信基地として活動をリードしています。2009 年より毎年
開催してきた環境とエコに特化した体験型イベント「Think Eco ひらつか」は、2019 年は SDGs の要素も加
えて、お陰様で 3,700 名のお客様が来場する大きな催しとなりました。学んで楽しめる環境イベントとして、当
社の低燃費タイヤ（ブルーアース）の性能を体感してもらう「エコタイヤころがり実験」や、生物多様性の座談
会もすっかり定着しました。
＜YOKOHAMA 千年の杜活動＞
苗づくりからの植樹活動
自然環境保護と地域の皆様との共生を目的に 2007 年に「YOKOHAMA 千年の杜」プロジェクトとして敷
地内に植樹した約 30,000 本の苗木は、2020 年には 13 年目を
迎え立派な杜に成長し、CO2 吸収固定量（推定）は単年で 7.7 ㌧、
累計で 107 ㌧となりました。現在も自前の苗木を継続的に育て、
地域の植樹活動や環境イベントなどに無償で提供しています。
＜環境保全活動＞
地域の環境保護、自然生息地の回復
2013 年度から地域の金目川水系の水資源の保護を目的とし
金目川での水生生物調査

た生物多様性保全活動を行っています。金目川の河川の環境を
調べるモニタリング活動は従業員が体験型で順次参加し、累計
で 346 名が体験しています。
これまでの活動の結果、河原周辺では 10 種類以上のいろい
ろな種類の野鳥が観察でき、鳥類の生態は健全な状態であるこ
とが分かりました。
川の中では、ハゼ類やモクズカニ、川エビなどの生息が観察

金 目川での外来植生除去

でき、水生生物の生態は健全な状態であることが分かりました。
また、水質は透明度が高いが富栄養化の傾向があることが分か

りました。現在は、川底に潜むトビケラ、トンボ、カゲロウの幼虫などの底生生物のスコアリングによる水質評価
も進めています。
一方、河原の植生については、オオブタクサやアレチウリなどの外来植物が繁茂し、在来植物が衰退しつつ
ある状況がわかりました。このことから、行政や地域活動団体の方々のご理解とご協力を得て、2014 年度か
ら一定区間の河原の外来植物の駆除活動を継続的に行い、植生の変化を観察しています。
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また、2015 年度からは金目川の水源涵養と里山の原風景
の復元等を目的として、平塚市内の旧耕地をお借りして雑木
の伐採や手づくりのビオトープの設置など、地域の活動団体
の方や大学の研究室の方々と協働で保全活動を行い、生態
系の変化をモニタリングしています。
さらに 2017 年度からは身近な活動場所として、平塚製造
所の構内にトンボ池を設置して、トンボを中心とした生き物の
つながりを観察しています。

里山保全活動（アオキ間伐）

＜まとめ＞
こうした生物多様性活動や 2007 年に事業所の周囲に植樹
した千年の杜の成長に伴う継続的な CO₂吸収固定量調査な
どが評価され、2017 年 3 月に生物多様性に配慮した工場とし
て「いきもの共生事業所認証®（ABINC 認証）」を取得したほ
か、2020 年には２度目の「かながわ地球環境賞」を受賞する
ことができました。生物多様性の活動は、多様な人材の育成
にも繋がる重要な活動と考えています。今後も地域と連携し

所内での羽化（クロスジギンヤンマ）

た活動を継続し、従業員や地域の皆様から愛され、信頼される製造所を目指して、地域社会の発展に貢献して
まいります。
（吉浦一徳）
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●Catch＆Clean および森と川と海を繋ぐ相模川サクラマス復活プロジェクト
神奈川のトラウトフィールドがより良い環境になるようにとの願いから、釣り人やアウトドア好きが集まり
2010 年から本格的な活動をスタートしました。
これまで相模川支流中津川や道志川、芦ノ湖などの河川・湖
岸清掃を実施し環境を整えるとともに、中津川では宮ヶ瀬ダム
下環境下でヤマメ発眼卵を埋設放流し、孵化状況を調べるなど
してきました。
相模川水系の問題点を少しでも改善し、激減してしまったサク
ラマスの遡上数を増やしたいと願っています。相模川・酒匂川は
第１回サクラマス放流・集合

サクラマスの太平洋側における自然遡上の南限河川であるだけ
に、環境の変化に対し敏感であろうことから一層価値があると
考えます。
「森と川と海を繋ぐ相模川サクラマス復活プロジェクト」の名
付け親は神奈川県内水面試験場の勝呂直之専門研究員。サクラ
マスを考えることは関連するすべての環境を考えることである、
というのが由来です。
（発起人 小平 豊）
発眼卵の孵化状況の調査

●里山をよみがえらせる会
平成 12 年に発足。平塚市土屋地区で活動しています。
主な活動は山林・竹林の間伐・下草刈り、遊休農地を借り、米、小麦、カボチャ、ソバ、野菜等を栽培していま
す。
山林では手作りのブランコ、シーソー、ツリーハウス等の遊具、たんぼには広場を設けて子供たちや市民の
自然への触れ会い場所としております。
（会長 荒井啓三）

ツリーハウス
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落ち葉スベリ

麦の脱穀

●みどりと清流のふるさと創造委員会
～あつぎ飯山花の里づくりの魅力を求めて～
私たち「みどりと清流のふるさと創造委員会」は今、あつぎ飯山
地域の豊かな里地や里山の自然環境の保全を目指すとともに、新
たな観光資源の創出と魅力ある地域づくりの実現に向けた「花の
里づくり」を展開しています。そして、あつぎ飯山の里は豊かな自
然環境と先人により育まれてきた信仰と暮らしの地域文化をもつ
特性を有する中で、現代社会の多様化する時代を背景に、里地や里

あつぎ飯山花の里/2020 秋

山や有休農地の荒廃と獣害問題など、今取り組まなければならない必要不可欠な地域課題となっています。
したがって、本会の主な活動は、その様な荒廃地の復元と農地の有効活用の観点から、春・秋二回の鑑賞作
物である「ポピー」と「ざる菊」などの栽培と開花期の一般公開(令和２年度はまつり中止)に向けた事業を展開
してきました。特に、コロナ禍の影響により、今年度は花の里まつり事業(舞台発表・模擬店無し)は中止したもの
の、各地からポピーとざる菊の花を楽しむ大勢のお客様をに喜んでいただくことができました。さらに、今年
度はこれまでの厚木市に加えて、神奈川県から「里地里山活動協定」の認定を受けたことにより、私たちの活
動は改めて、生物の多様性に配慮した、人と自然との共生する「環境づくり」と、「あつぎ飯山の花の里」を広
く紹介する「花の里づくり」の推進に取り組んでまいります。
(委員長 小島富司)

●酒匂川水系のメダカと生息地を守る会
野生ミナミメダカの生息地（酒匂川左岸の農業用水路）の保護を
目的に 1997 年より活動を始めました。県道開発の際には生息地保
全の協議会に参加し、行政・市民が共働して生物に配慮した環境づ
くりを行いました。
メダカは小田原市の魚（淡水魚）に、生息地は県の生物多様性ホ
ットスポットに選定されています。現在、メダカに関わる活動は広が
り、本会を含む 5 団体が調査と保護、環境管理、農業の継続など、そ

リモート観察会（真ん中にカメラマン）

れぞれ役割を持って活動しています。その活動からは地域米「めだか米」や日本酒「左岸」が生まれ、地域の
潤いとなっています。
しかし、メダカ生息地で工業団地の造成が行われ、生息地の 4 分の 1 が失われました。2 次計画が同じよう
に進めば、将来ミナミメダカの県内野生絶滅も危惧されます。他にも、宅地や駐車場の造成などにより、水田
の消失が進行しています。
2020 年は、定例の生息地調査を行いましたが、コロナ禍で現地案内などが難しくなる中、小田原市教育研
究所による「おだわらっ子チャンネル」の「メダカの一年」のビデオ制作に協力しました。また、毎年協力してい
る「たんぼの恵を感じる会」主催の自然観察会をリモートで配信するなど、現地からの発信を行うことができ
ました。人と自然が織りなす水田空間に人々が集い、「酒匂川水系のメダカ」がいつまでも元気に泳ぎ続けて
欲しいと願っています。
（代表 高橋由季）
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