
御 挨 拶

本市は、相模川を始めとした清らかな河川と丹沢・大山などの

美しい山々に囲まれた自然豊かなまちです。

市内には、多くの生物が生息・生育する自然環境があり、その

つながりがもたらす恩恵によって、私たちは豊かに暮らすことが

できています。

しかし、近年は地球温暖化に伴う気候変動による生息環境の変

化や、人為的に持ち込まれた外来生物の定着、鑑賞や商業利用の

ための乱獲・過剰な採取、里地里山や森林の手入れ不足による荒

廃など、さまざまな要因によってこれまで維持されてきた生態系

のバランスが崩れ始めています。

こうした中、本市では豊かな自然やその恩恵を将来に受け継いでいくため、平成 25 年

に「生物多様性あつぎ戦略」を策定しました。目指す将来像に「未来へつなげよう 自然

のめぐみと暮らすまち あつぎ」を掲げ、市民の皆さま、団体、事業者、行政が一体とな

って、環境に優しい自然と共生するまちづくりに取り組んでいます。

また、令和 3 年 2 月には、「ゼロカーボンシティ」を表明しました。脱炭素社会を見据

えた取組を進め、2050 年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指してまいります。ゼロ

カーボンシティの実現は、生態系に影響を与える気候変動の抑止にも大きな効果が期待さ

れています。森林整備などを通じて地球温暖化を食い止めることで、生物の生息・生育環

境の確保につながっていくものと考えております。

本市が生物多様性の保全に向けた取組を推進していくためには、より多くの市民の方の

御理解と御協力が必要になります。21 回目を迎えました「さがみ自然フォーラム」が、皆

さまにとって生物多様性への理解を深める一助となれば幸いです。

結びに、本フォーラムを共催していただく、特定非営利活動法人神奈川県自然保護協会、

御後援をいただきました神奈川県、神奈川県教育委員会、厚木市教育委員会、公益財団法

人日本自然保護協会、公益財団法人かながわトラストみどり財団、丹沢大山自然再生委員

会、桂川・相模川流域協議会、また、出展に御協力いただきました多くの皆さまに対しま

して、心から厚くお礼申し上げ、御挨拶とさせていただきます。

令和 4 年 2 月吉日



ごあいさつ

昨年の第２０回さがみ自然フォーラムは、新型コロナ感染蔓延

による緊急事態宣言発令により、残念ながら展示は中止となりま

したが、展示の要旨をまとめた冊子は発行でき、かろうじて紙上

開催の形とすることになりました。

ここまで続けてこられたのは、関係各位の様々なご支援があっ

たからこそのことで、関係の皆様には心からお礼申し上げます。

さて、本年２１回目になるこのフォーラムを開催する運びにな

りましたが新型コロナの脅威は依然として去っていません。

このコロナ禍の中、県内で活動する団体などで人々を集めるイベント的な活動は制約が

あり不本意なこともありましたが、これを乗り越えての活動もありました。また日常的な

保全、教育、研究活動は絶えることなく行われていました。

この困難の中で今回のフォーラムに発表参加して下さった、これらの団体、機関、個人

などの活動の一端をご覧頂き、応援して頂ければきっと力強い励みになることと存じます。

今回はまた、それぞれの活動を、国連の提唱する 2030 年を達成期限として、将来に

渡って人類の営みを持続可能にする行動目標 SDGｓを意識した発表になるようにお願い

しました。

この目標は、神奈川県自然保護協会が設立当初から理念とする、人が生きていく上で自

然環境の機能を良好かつ持続的な状態で維持すること nature conservation に一致する

ものです。

展示をご覧になりながら、このようなことにも思いを巡らせていただければ有り難い事

です。

終わりに、この「さがみ自然フォーラム」が開催できますことは、ひとえにいち早く「生

物多様性あつぎ戦略」を策定されました厚木市に共催していただけたからのことで、深く

お礼申し上げます。

また、今回開催にあたって後援をして下さいました、関係各位に心から感謝申し上げま

す。

2022 年２月吉日

特定非営利活動法人神奈川県自然保護協会

理事長 藤崎 英輔



さがみ自然フォーラム開催の趣旨

最近、テレビの報道番組や新聞記事などで、しばしば見聞きす

るようになった「SDGs」という言葉。関連する出版物も書店で見

かけます。今まで私たちが取り組み、考えてきた生物多様性保全

や地球環境保全も含めて「環境問題に代表されるような、様々な

社会問題に取り組むこと」だそうです。企業の広告・宣伝でも環

境問題・社会問題への取り組みとして、この言葉を聞く機会が増

えたように感じます。

だが、なぜ今さら改めて取り組む必要があるのか？と疑問に感

じている方もいるのではないでしょうか。

「SDGs」は 2015 年 9 月に国連で開かれたサミットによって決められた、国際社会共

通の目標です。2015 年から 2030 年までの長期的な開発の指針として「持続可能な開

発のための 2030 アジェンダ」が採択されました。この文書の中核をなす「持続可能な開

発目標」を SDGs と呼んでいます。17 の目標と 169 のターゲットから構成されていま

す。私たちはいまこの国連採択の追い風にのって活動を活発化させようではありませんか。

今年度のさがみ自然フォーラムは「SDGs から自然を考えよう」をテーマにパネルや資

料で活動成果を展示しています。講演会や研究発表会は、新型コロナウイルス感染症の影

響により実施を見送ることとしました。

厚木市や NPO 法人神奈川県自然保護協会をはじめ関係各位のご支援でこのフォーラム

を開催することができました。ここに深謝いたします。

ご参加のみなさま方には、自然環境保全関係の団体のネットワークづくりや、次世代を

担う若い人たちを育成する場として、このステージを活用していただければ開催者として

の目的が果たされたのではと信じております。

2022 年 2 月吉日

第 21 回 さがみ自然フォーラム運営委員会

代表 諏訪部 晶
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ＳＤＧｓを身近にとらえる

Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）は、地球上のあらゆる人の営みに持続可能

な目標を定めたもので、17 個の目標と 169 個の達成基準項目から成り立っている。「我々の世界を変革

する行動計画」として 2015 年の国連総会で採択され 2030 年を達成期限としている。

昨今、この目標について様々な人によって語られるようになってきているが、人の営みと言ってもと

らえる間口はあまりにも広い上に具体的な取り組みも漠然としている。また、今取り組もうとしている

この活動は何番の目標を見据えたものだと言った限定されたものになりがちで、関連する目標を重ね合

わせるような総合的な方向性を見出すことは難しい。

取り組みの主体は国や自治体だけではなく民間企業や個人を含む社会全体である。開発途上国だけで

はなく先進国の課題の解決も必須で、「誰ひとり取り残さない世界」をつくるために、目標達成に向け

た具体的行動が求められている。
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気候変動枠組み条約締結国会議(2004 年)、ラムサール条約締結国会議(2008 年)、生物多様性条約締結

国会議等、これら締結国会議はそれぞれ COP10 と称し、10 回に及ぶ国際的議論を重ね条約策定にこぎ

つけたものである。それは地球規模での損失速度を減少させ、自然と共生する世界の実現を図る目標を

明確にしたものである。

切実な課題の一つとしての、地球温暖化防止への地球規模の取り組みについての理解は浸透しつつあ

るが、また数値目標の達成に向けた方向性は掲げられているが、行動に結びついた具体的事例は多くな

く、これからに期待されている。

危機意識を国際的に共有する中から「持続可能な開発目標 SDGｓ(2015 年)」が策定され、環境問題、

差別・貧困・人権問題と言った、人類の課題に対する行動目標が明確化されてきた。

昨今、この理念や危機意識は私たちの日々の生活の中に徐々にではあるが浸透し始めていることも事

実である。意識するしないに関わらず、SDGs の目指す方向と言える行動も見られる。一つひとつはさ

さやかな行動でも将来にわたって持続可能な社会やより良い環境の実現に繫がる行動変革の現れたもの

でもある。

SDGs を身近にとらえてみると、意外と「もうやっていること」や「無意識にできていたこと」もあ

るのではないだろうか。一人ひとりの意識や行動の結果が、やがて大きなものに繋がっていく。例えば、

食品ロスを減らす、ゴミの分別、価値観や多様性を尊重すること等、私たちは目の前にあってできるこ

とから始めることが肝心である。人として地球の未来に貢献できることであり、幸いなことである。

生物多様性と SDGs

生物多様性とは「沢山の生き物がいろいろな場所で

互いに繋がり合って生きている」ことである。これは目

標 14 と 15 のターゲットであり、目標の根幹をなすも

のである。

生物多様性は、◎遺伝子の多様性、◎種の多様性、

◎生態系の多様性、からとらえられていて、どれ一つ

欠くこともできないものであり、そして、

① 酸素の供給などの基盤サービス

② 衣食住や薬などの資源の供給サービス

③ 多様な人の営みをもたらす文化サービス

④ 災害や自然現象の調整サービス

等の機能を持つものである。

故に、その喪失は人を含め地球上の生き物にとって存亡に直接関わるもので、正に持続可能な形で利

用できるよう生態系の保護、回復、喪失の阻止に努めなくてはならない。

目標 14の達成基準では、

○海洋汚染の防止、○健全な海洋の実現、○漁獲について科学的情報に基づいた管理計画の実施、○

開発途上国の海洋の健全性の改善への寄与等、海洋資源を保全し、持続可能な形で利用することが掲げ

られている。

丹沢における植生の回復状況
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また、目標 15の達成基準では、

○陸域生態系と淡水生態系の保全、回復、○森林破壊の

阻止と劣化した森林の回復、○劣化した土地と土壌の再生、

○生物多様性がもたらす便益能力の強化、○自然生息地の

劣化の抑制と絶滅危惧種の保護と絶滅防止対策、○遺伝資

源の公平な共有、○侵略的外来種の移入防止と対策優先種

の駆除、○生態系と生物多様性の価値の計画策定等への組

み込み、○生態系の保全と持続的な利用のための資金の動

員、○開発途上国の森林管理の刺激策の提供、○保護種の

密漁や違法な取引の撲滅のための支援強化等を基準とし

て生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、森林の経

営、砂漠化への対処、土地の劣化阻止と回復、生物多様性の損失の阻止が掲げられている。

フォーラム 20年のあゆみを通して

さがみ自然フォーラムは、21 回目となったが、その間、一貫して「豊かな自然を、守り育てよう」と

訴え、実践団体の取り組みの紹介や講演会、研究発表会等、啓発のための事業を行ってきた。残念なが

ら、ここさがみの地では林野の自然や田畑の荒廃、開発の名のもとでの自然の減少等はあっても、自然

環境の改善や自然と共生した地域づくり等の取り組みはあまり見えてきていない。

そうした中、さがみ自然フォーラムに参加する団体の

中には、地域で自然環境を守る活動に必死で取り組んで

いる姿があり、一部には本フォーラムの主催者である

NPO 法人神奈川県自然保護協会や、行政機関との連携に

よる取り組みも見られるようになってきている。

また、神奈川県をはじめ県内の自治体では「生物多様性

地域戦略」の策定が進み、自然環境の保全や外来生物によ

る地域の農林業への被害防止対策、攪乱から生態系を守

る取り組みも見られるようになってきている。しかし、こ

うした取り組みは始まったばかりの試行錯誤の段階で、

住民を巻き込むものや、企業、団体等と連携したものは

一部にとどまっている。

本フォーラムは第 15 回（2016）以降、厚木市の生物多様性あつぎ戦略の一環として、NPO 法人神奈

川県自然保護協会と厚木市との両者による共同開催事業となり、以来、双方の知恵を出し合っての開催

となっている。参加の呼びかけは神奈川県内を対象とし、県内の各地域にある様々な団体や、大学、幼

稚園、小中学校、高校の参加を得てきている。そして参加する団体間の情報交換や交流の場となるよう

主催者として努めている。

フォーラムに参加するこれらの団体の活動内容の多くは SDGs の目標 7、11、12、13、14、15、17 と

重なるものである。

改めて SDGs の理念と目標を踏まえ、達成基準を目当ての一つとするとともに、より一層の力強い取

り組みが求められるところである。

耕作放棄地を覆う外来植物種

展示を前に高校生によるポスターセッション
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今年度のフォーラム SDGs から自然を考えよう

今年度は「SDGs から自然を考えよう」を視点として掲げた。新型コロナウイルス感染予防のため活

動が大きく制約を受けている団体もあることから、展示内容は、団体の設立理念や活動方針、継続して

進めてきた活動例等が中心になることも考えられる。各団体の活動は、生態系の保全、里山の再生、貴

重な生物種の保護、海や陸地の資源循環、プラごみ問題、青少年向けの体験学習等、いずれも SDGs に

繫がったもので様々な分野にわたっている。

それぞれの展示内容をじっくりと観覧いただいて、SDGs のどの目標に繋がる活動なのか、達成基準

は何か、具体的な取り組みはどうか等、SDGs から自然を考えていく機会としていただきたい。また、

得られた情報や資料を持ち帰ってこれからの活動の生かすとともに、活動へのモチベーションを高める

きっかけになればフォーラムの意義に繫がることとなる。

里山の自然に溶け込む民家 土砂流出の進む管理放棄された植林地

初めてトカゲ、多様な生き物体験 フォーラムでの大学生による論文発表

川の生きもの調べをする小学3年生 フォーラムでの展示に見入る参観者
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20 年のあゆみ

昨年度のさがみ自然フォーラムは、新型コロナウイルス感染拡大の影響により会場公開できず、急遽、

レジュメの編集をもって参加団体の紹介を行う形を取った。企画展「～さがみ自然フォーラムの歴史を

振り返る～」についても展示の機会を失ったことから、今年度、パネルや資料で 2002 年の第 1 回から

20 年分のフォーラムの歴史を振り返り、今後の在り方を考える内容で改めて展示をすることとした。

(さがみ自然フォーラム＝旧名称：野生動植物保全フォーラム＝これまでの経過を参照)

発足当時は、生物多様性条約と気候変動枠組条約を受けて、自然を巡る問題は地球規模の危機感を持

った広がりを見せ始めていた。神奈川県では丹沢大山のブナ枯れが問題になり 1999 年から丹沢大山保

全計画が始まった。また、外来生物が自然環境や人々の健康に及ぼす影響も問題視されるようになった。

このような状況下、荻野自然観察会会長の花上友彦先生、厚木植物会会長の諏訪哲夫先生の呼びかけで

始まったのが、さがみ自然フォーラムの前身にあたる「野生動植物保全フォーラム」である。以来、時

代の要請に応えながら続けてきたフォーラムの足跡をたどり、将来への思いをここに集う人々と共有し

ていきたい。

20 年を概観すると、１⃣会場持ち回りの黎明の期 ２⃣参加団体の増加と全県エリアへの拡大期 ３⃣生物

多様性あつぎ戦略との連携期、の 3 つの期間を経て今日に至っている。じっくりご覧いただければ幸い

である。

これからに向けて

回を追うごとに参観者・参加団体も増えつつあるとはいえ、参加団体は県内の地域的にまだ偏りがあ

る。フォーラムの知名度を上げることで更に広がりを持たせていきたい。

生物多様性あつぎ戦略を策定し普及啓発事業を推進してきた厚木市では 2050 年の目指すべき将来像

を「未来へつなげよう 自然の恵みと暮らすまち あつぎ」としており、生物多様性の損失を止めるため

の行動を積極的に推進し、環境学習の場の提供等で人材育成を図り、保全活動の輪を広げようとしてい

る。

厚木市と連携する NPO 法人神奈川県自然保護協会は、厚木市にとどまらず、多くの自治体や様々な

団体がフォーラムの理念を共有し協働事業のパートナーとして垣根を越えた活動を展開していければと

考えている。発展の方向としては、①自然環境関係の団体のネットワークづくり、②世代を担う人たち

が育つ場づくり、を実現する場としての機能を果たしていきたい。
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新型コロナウイルス感染症の拡大によるまん延防止重点措置に伴い、アミュ

ーあつぎを会場にしたパネル展示は中止とし VR公開にしました。 

 

 

 

VR 公開 視聴期間 令和４年 ２月１２日(土) ～ ５月１５日(日) 

 

  会場 URL、QR コードなど                  

http://sagami-forum.3d-vr.jp  

または市ＨＰから  さがみ フォーラム  で検索 

    

団体名の前に＊がついている団体の展示はありません。 
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2021 年 6 月 21 日 11 時 愛川町中津川湧水池  

・昼間、水際の葉にじっと眠るゲンジボタル 

＊●あいかわ自然ネットワーク（2021年）   

 

尾山耕地・中津川周辺での里地里山環境の保全・再生活

動は、SDGs の「陸の豊かさも守ろう」に関係します。  

■2008年から環境省モニタリングサイト1000里地調査（1

期 5 年間）に一般サイト登録、サイト名「尾山耕地・中津

川周辺」。 

調査項目：植物相、ホタル類、カエル類、カヤネズミ、水

環境、（初期：人為的インパクト） 

〇カエル類：ヤマアカガエル卵塊数：中津川湧水池 10  

個、尾山耕地山側水路５個、中央水路 1 個。生育環境 

が課題。 

〇ホタル類：ヘイケボタル最大確認日で３頭。光害と共に水田環境変化の影響も心配です。 

〇カヤネズミ：巣数 19 個、休耕田の植生変化に伴う営巣。 

○植物相調査：少しずつ外来種の種数と占有面積が増えていることが心配です。 

■東海大学北野研究室とのモートンイトトンボ調査活動を通して、基礎的データを記録。浸透性殺虫剤等

の農薬や耕作方法、休耕田環境と生息状況との関連などを考察。 

■休耕田の池でアメリカザリガニの駆除を行ってきましたが、予定される池の消失に伴う環境変化を注視

し、冬季水環境維持を模索。駆除の中でアメリカザリガニの生態や駆除法の知見を蓄積し、他地域での駆

除に活かせました。                            （事務局 大木悦子） 

 

●NPO 法人 ホタルのふるさと瀬上沢基金  

宅地開発より緑地保存！ 上郷開発計画は凍結を！ 

SDGs15、2 は、「森林減少の阻止・回復・増加の

実現」となっています。森林が増加しなければ、化

石燃料使用をゼロにしても、地球温暖化は止まりま

せん。 

人口減少下の日本は、SDGs15、2 の実行が可能

であり、世界に範を示すチャンスです。世界中の人々

が、身近な緑地を守ることによって森林は増加し、

地球温暖化を防ぐことができます。 

横浜市栄区上郷町は、1960 年代に人口急増で森林

破壊と宅地化が進みましたが、10 年前から人口減少で空き地・空き家が増加しています。 

その中で上郷開発事業は、10 ヘクタールの緑地と湿地が破壊する工事着工が、2022 年にも許可されよ

うとしています。 

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） 

上郷開発予定区域(赤枠) 遠くの山は鎌倉市境 
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減少著しいザイフリボク 

●サークル愛川自然観察会  

 仏果山の絶滅危惧種保全の取り組み  

★仏果山 

 仏果山は丹沢山塊の東縁部に位置する中津山地の最高峰で、西か

ら南東方向に高取山(705m)、仏果山(747m)、経ヶ岳(633m)、華厳

山(602m)と連なっている。その山並みは東京都心や横浜方面から望

むことができる。また、 高取山山頂と仏果山山頂には展望塔があり、

雄大な丹沢の山並みがパノラマのように広がり、晴れた日には関東

平野が一望でき、筑波山、日光男体山、大菩薩陵、甲斐駒ヶ岳、伊豆大島などを遠望することができる。 

★尾根道の植物 

 尾根沿いの道は岩場が続き、起伏が激しい上に両側が急傾斜で狭く、尾根に吹き上げる風は強く、風衝

地特有の低い樹形となっているところもある。特に仏果山山頂から南東に標高 700m 前後の区間は、植物

にとっては厳しい環境にもかかわらず、長い年月をかけてこの土地に適応してきたものが多く、多様な自

然植生が残る場所となっている。 

 ★主な植物 

1. 木本：ザイフリボク、オオウラジロノキ、シナノキ、オオバマンサク、イヌエンジュ、イヌブナ、ネ

ジキ、マメザクラ、カナウツギ、ミツバツツジ、フジキ、アズキナシ、オトコヨウゾメなど。 

2. 草本：ツルキンバイ、タチキランソウ、イワシャジン、ヒメハギ、ツクバスゲ、サガミギク、イワヒ

バなど。 

★減少著しいザイフリボクと、枯死が進行するオオバマンサクの保護と再生を目指して 

神奈川県の絶滅危惧ⅠA 類に指定されているザイフリボクは、藤野町と愛川町で確認（神奈川県植物誌

2018）されている。仏果山では、かつてはスズタケが密生する尾根の登山道沿いに十数株を確認していた

が、林床のスズタケが枯れ環境が変わったのと、登山者の増加に伴う踏圧によって、2000 年ごろから樹勢

の衰えが目立ち始め、その後枯死が進行し今では数本までに減少、ここ数年は開花も確認できない状況で

ある。 

令和 2 年に神奈川トラストみどり財団の「みどりの実践団体」への登録を機にザイフリボクの復活を目

指した取り組みを始めたが、新型コロナウイルス感染予防対策として活動自粛期間に入ったため十分な活

動ができないまま今日にいたっている。 

☆初年度(2020 年)の取り組み 

2020 年 5 月  ザイフリボク、オオバマンサクの挿し木用穂木の採集、ポットに挿し木 

    9 月  挿木苗の育苗用ポットに植替え ザイフリボク 5 本、オオバマンサク 2 本 

 2021 年 3 月  育苗用ポット苗への施肥 ザイフリボク 3 本、オオバマンサクは不活着 

7 月  育苗した苗 3 本を仏果山山頂付近に植栽 

11 月  現地での植栽苗の生育状況の確認 

☆2 年時(2021 年)の取り組み 

2021 年 5 月  ザイフリボク、オオバマンサクの挿し木用穂木の採集、ポットに挿し木  

    9 月  挿し木ポットの生育状況 ザイフリボク 4 本のみ 

復活への取り組みは道半ばであるが、かつての姿を取り戻すとともに現地の植生の保全に努めていきた

い。                                     （代表 山口勇一） 
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会報「みんなの環境」 

 

 

●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、「環境保全は自分の周りの世界を大事にし

ていく事」の考えで環境に関するあらゆる分野を活動対象としていま

す。 

特に「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するとともに、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（平成 23）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（平成 25）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学習会を通じて政策

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。 

あつぎ環境市民の主な歩み 

2004 年 あつぎ環境市民の会 発足 

2004 年 二酸化窒素（NO2）モニタリング開始（継続中） 

2006 年 会報「みんなの環境」創刊号の発行（継続中） 

2010 年 厚木市市民協働事業「みんなの環境展」 

2013 年 かながわ地球賞を受賞 

2013 年より厚木市環境部門との意見交換会実施（継続中） 

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。 

会員宛に各種の環境情報をＨＰや電子メールで発信しています。年間を通じ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 事務局 鷺谷雅敏） 

 

 

 

 

http://atsugikankyo.g3.xrea.com/
mailto:pxa05613@nifty.com（鷺谷
mailto:pxa05613@nifty.com（鷺谷
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春 サツマイモ植付け 

収穫後にハウスの前で記念写真 

ドローン撮影（東京工芸大学・内田孝幸教授 提供） 

●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、市民の手と資金で再生可能エネル

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 号機発電所は、厚木市飯山の会員の畑に

「ソーラーシェアリング」として 2020 年 1 月から稼働

しています。太陽光を農業とソーラー発電でシェアする

仕組みです。年間の発電実績は約 33,000kWh（家庭 7 軒分）で、この 2 年間のCO2 削減効果は約 27 ㌧

です。パネルの下での農作物の収穫も市民参加で驚くほど十分な量が得られました。 

2050 年カーボンニュートラル対策が喫緊の今、市民ができ

るアクションを積み上げていきます。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、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

に一歩ずつ歩いていきます。もっと広げていくために、みなさ

まのご協力を求めています。 

・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 

・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） 

 

●飯山農楽校  

私たち飯山農楽校は、平成 29 年から活動を開始し、現

在、会員 11 人で里地の保全に取り組んでいます。 

自然豊かな緑と清流の里地にある飯山地区は、金剛寺

の木造阿弥陀如来像（国指定重要文化財）や飯山白龍太

鼓に代表される文化的、歴史的な資源を有する地域で、

厚木市の観光地として発展してきました。 

しかし、近年、私たちを取り巻く環境は大きく変化し

てきています。獣害による農作物被害、地域の高齢化と

後継者不足などから、荒廃農地や遊休農地が増大し、次の世代に引継ぐべき美しい景観が崩れつつありま

す。 

飯山農楽校では、そうした荒廃農地を借り上げて滞在型体験農園（クラインガルテン）を開設していま

す。農機具などはすべて貸出しをしており、軍手だけで気軽に農作業ができる環境になっています。昨年

度から続く新型コロナウイルスの影響もある中で、今年度も 32 組の皆さんと一緒に、野菜の作付けから

収穫まで楽しみながら行っています。      （渡辺一夫) 

（活動ブログ）https://ameblo.jp/iiyama-norakko/  

 

https://ameblo.jp/iiyama-norakko/
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更に自然を豊かに 雑木林造成 

大学生による観察サポート 

 ●あつぎこどもの森クラブ  

 

あつぎこどもの森クラブは、厚木市が設置した

「あつぎこどもの森公園」で活動するボランティ

ア団体である。 

 あつぎこどもの森公園は、雑木林や谷戸田跡地

を含む 8 ヘクタールほどの広さの場所で、オオタ

カが生息することにより開発からのがれ、手つか

ずの状態が長く続いたために生物多様性に富んだ

立地にある。 

 クラブはここで、この環境がさらに生物多様性

が向上し、持続的に利用できるように生物調査を

行い、生態系管理を指定管理者と共に計画、作業

を行い（SDGs 目標 11）、公園利用者に自然の大

切さや里山文化を理解してもらえるような農業体

験や里山遊び、草木染めなどのプログラムを実施

（SDGs 目標 15）している。 

 特に失われつつある里山を利用する文化が、エ

ネルギーの再生循環に優れたシステムであったこ

とはここで強く伝えたいことである。（SDGs 目標

7） 

 また、近年子どもたちの自然離れを憂う状況が

ある中、幼少期から自然に親しみ調べる活動「水

辺の生き物調査隊」（別項で詳述）を通して、成人した後も正しく自然を見る目を持ち、社会に寄与できる

よう期待している。（SDGs 目標 4） 

 この場所の生物多様性の豊かさは、県内大学で自然系を学ぶ学生に研究のフィールドを提供することに

もつながり、ここで卒業研究を行った学生も多く、その成果は公園管理にもフィードバックされている。 

 また、2021 年から市内にある東京農業大学の学生によって、公園を利用する子どもたちに相談活動や、

図鑑の見方、ルーペや顕微鏡による観察の仕方をサポートする活動も始まった。（SDGs 目標 17） 

（会長 井上 允） 
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田んぼで生き物採り (2021-4-11) 

●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。 

5 年目を迎え新しい隊員を迎えコロナがやや落ち着いた 4 月～7 月はかろうじて開催することが出来た

が、第 5 波が始まり緊急事態宣言が発出されたため 8・9 月は休まざるを得なかった。 

10 月以降も多くの目で感染防止策を点検してもらい、当日管理棟内で説明していたことを前日の 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6∼7家族のグループを3つ作りローテイションで接触しないように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ソーシャルディスタンスを保つように安全管理をし

てもらった。 

また、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。 

ウエーダー・水網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。 

隊員もかなり経験を積み公園で行う秋のフェスタの水辺の生き物展の準備の生き物集めや当日のお客さ

んに対する説明もしてもらった。お客さんからも好評だった。 

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主宰者も嬉しくなり、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。 

まだ管理棟が使用できないので、室内での活動(トンボの標本づくり、オタマジャクシやヤゴの観察画作

成など)ができないので、何とか工夫して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。今年度は隊員 20 家族、キャンセル待ち隊員 11 家族で活動した。3 月に 2022 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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スジエビは頭胸甲（胸の部分）に逆ハの字の間に斜線 

チュウゴクスジエビは頭胸甲（胸の部分）に逆ハの字の後ろ側
が鈎状（フック状）で, 逆ハの字の間に薄い直線 

 

●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。 

 

 
■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 月に落水。 

 契約栽培農家や会員募集中 
https://www.facebook.com/fuyumizutanbonokai/ 

伊豆川 哲也 (会長)  mail: izkw_tetsuya@yahoo.co.jp TEL : 090-4963-8860  

外来種チュウゴクスジエビに注意 

日本にも広く分布する淡水のエビ「スジエビ 

Palaemon paucidens」に酷似した中国原産のチ

ュウゴクスジェビ Palaemon sinensis が、近年、 国

内各地で移入しており、神奈川東部でも川や池で

も確認。スジエビのみならずヌマエビ類、他の甲

殻類との競合が懸念。 

 

 

 

（会長 伊豆川 哲也） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冬みず田んぼに
よる雑草抑制と
有機肥料化の仕
組み 
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荻野運動公園にて 

●荻野自然観察会  
 本会は人と自然とのふれあいを楽しみ、自然を愛

する人々によって 1993 年（平成 5 年）5 月 1 日発

足し 28 年目を迎えました。 

今年度は会員 36 名です。コロナ禍の昨年から長

期にわたり活動が休眠状態でしたが、9 月に緊急事

態宣言が解除になりましたので、急ぎ役員会を開き

後期の活動計画を検討しました。10 月は「荻野川ク

リーンキャンペーン」、11 月は「荻野川の観察会」、

12 月は「座間谷戸山公園の観察会」、1 月は「荻野

川源流を訪ねて」、2 月は「野鳥観察会」、3 月は「こ

どもの森観察会」、4 月は「総会」「鳶尾山観察会」

です。ただし、コロナ感染防止のため一般公募はせず会員だけで、屋外の観察会のみにしました。 

10 月 16 日に荻野川クリーンキャンペーンを実施しました。陸と海の自然を守るために水質検査と土手

のごみ拾いを行いました。水質は無色無臭、PH：7.5、COD：2.0、NO2：0.005、NH4：0.2 と思ったよ

りきれいでほっとしました。土手に捨てられたごみは最終的には海に流れ着くのだろうと思いながらがん

ばりました。途中から雨が降り出し、水質検査もごみ拾いも半分しかできなかったのが残念でした。 

（代表 齋藤遙希） 

 

●荻野の美田を守る会 （NPO 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） 

 

 

 

 

 

 

稲刈りの風景 
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稲刈りの風景（Ｒ3.10） 

稲刈りの風景（Ｒ3.10） 

●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、平成 14 年に里山の保

全と老廃休耕田の保全を図ることを目的に発足をしました。 

現在は、棚田を中心に会員 13 人で和気あいあいと活動

をしています。 

活動の内容は荻野地域で遊休農地となっていた谷戸田

（7,050 ㎡）を借りて、無農薬のお米の栽培と、棚田に隣

接する里山の下草刈りなどの環境整備を行っています。 

遊休農地から棚田などの環境整備を進めることは、生物

の住処を作ることにも繋がり、結果として生態系を保全することにもなります。 

また、厚木市の里地里山の体験事業である「里山マルチライブプラン」を平成 14 年から開催して、公

募した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。 

 昨年度から続く新型コロナウイルス感染症の影響で、ボランティアさんとの体験事業は回数や規模を縮

小しながら実施をしており、今年度も緊急事態宣言が続いたこともあって予定の半分程度の回数の実施と

なりました。 

棚田では毎年度、春の田植え後の澄んだ緑と青、初夏の強い日差しに映える力強い稲の黄緑、秋の稲刈

りやハザ掛け後の黄金といった季節で彩られる風景が見られます。 

（東條隆夫） 

 

●七沢里山づくりの会  

 
七沢里山づくりの会は、約 20 年前の平成 10 年（1998 年）に発足しました。現在は会員 14 名で主に棚田

を中心に活動をしています 

。 

 

何もない荒れた遊休農地を約 1 年間かけて、沢

山の方の協力を得ながら、棚田として見られる状

態まで復活をさせてきました。里地里山の保全を

進めることで、間接的ではあるものの陸地の生物

の豊かさを守ることにも繋がっています。 

自然の景観が数多く残る七沢地域ではあります

が、高齢化や後継者不足の問題から、里地里山を

整備する担い手が不足している状態にあります。

特に稲作については、日々の管理が重要ということもあり、地域の方が中心となる体制が望ましいところ

ですが、困難な状況になりつつあります。 

なお、七沢里山づくりの会では、厚木市の里地里山体験事業の「里山マルチライブプラン」を平成 14

年から開催しています。企業や大学、市民ボランティアさんと美しい風景を未来へ渡していくため保全活

動に取り組んでいます。 

今年度も続くコロナ禍の影響により、現在の里山マルチライブプランは、大学や企業との連携を中断し

ています。                                                                         （浅川胤美） 
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七沢森林公園での観察会 

  保全センターでしめ縄づくり 

 

● NPO 法人 かながわフィールドスタッフクラブ  

結成年 2008 年 

会員数 37 名 

（令和 3 年現在） 

現在の活動内容 

神奈川県自然環境保全セン

ター、県内行政機関等の依

頼を受けて、自然観察会の

実施、出前講座等の活動を

しています。 

 

 

1, 神奈川県自然環境保全センターでの毎月 1 回のミニ観察会 

2, 同センターでの年 3 回の自然発見クラブ 

3，県内、市内の幼稚園、小学校、行政機関等への出張自然観察会 

（神奈川県自然環境保全センターに於いても含む） 

4, 県内公民館行事として依頼の自然観察会、セラピー体験コース 

5, 県立七沢森林公園：自然観察会＆モニタリング（毎月第 1 日曜日） 

6,    〃     セラピー体験（毎月第 2 日曜日） 

7, かながわフィールドスタッフクラブ主催年 6 回県

内遠足観察会 

その他ご依頼で自然観察会を開催いたします。 

グループからの一言 

「かながわフィールドスタッフクラブ」は神奈川県自然環境保

全センターが自然保護を目的として設置した県フィールドスタ

ッフ制度の養成研修を終了した有志によって構成されています。

1994 年に発足し、2008 年にNPO法人かながわフィールドス

タッフクラブとして認証を受け 13 年たちました。 

神奈川県自然環境保全センターを拠点として活動してまいり

ました。 

これからも引き続き環境保護、保全の為自然観察会を基本に

活動していくつもりです。 
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●神奈川ウォーター・ネットワーク（KWN）  
 

神奈川ウォーター・ネットワーク（KWN）は、神奈川県が実施した丹沢大山総合調査に参加した魚類・

底生生物ボランティアが中心となり平成18年10月18日（2006.10.18）に設立し、平成30年5月（2018.5）

から任意団体として活動している。 

目的は当初と変わらず、県や市町村の機関と協力し、外来種の駆除と在来生物の保全活動を実施する。

また、シンポジュウムの開催や他のシンポジュウム、自然観察会及び市民フォーラムへの講師の派遣、神

奈川県内の生物、とりわけ淡水魚や水生生物とそれを取り巻く環境の保護・保全・調査・研究・啓蒙活動

を行う。 

会の主な活動は、西丹沢においてヤマメの産卵床造成及び経過観察を事務局が中心になり実施している。

それ以外に、会員の活動を紹介する。 

（1）2021 年 12 月 18 日(土)午後の丹沢大山自然再生活動報告会で「2 系統のシロタニガワカゲロウが相

模川に生息するのはなぜか？」と題して、投稿中の論文と添付論文を合わせて分布境界域での歴史的人口

動態と地史から 2 系統の由来を推定し発表する。   

（2）厚木市の相模川水系における淡水魚類相の変遷を 2015 年 4 月から取り組み、2020 年 4 月に「厚木

市河川魚類相Ⅱ」としてまとめた。その内容の一部を、2020 年度の日本魚類学会・Web 大会で発表した。

2021 年 3 月には「厚木市レッドデータ報告書・魚類」に、市内の魚類の生息状況を掲載した。特に、2008

年度にまとめた「厚木市魚類相Ⅰ」と本調査を比較した魚類相の変遷と、気候変動と淡水魚の生息範囲の

変化や川の生き物の多様性と在来種と外来種との関わりを考えて取り組みまとめた。 

（3）2016 年から市内の谷戸の細流の環境調査（水温、水深、川幅、

流速など）を毎週水曜日（年間 52 週）に実施し、細流に生息するホ

トケドジョウの分布・生態調査との関連を図っている。 

（4）金目川水系のヤマメ調査を継続して実施している 

（5）「生田緑地の谷戸とホトケドジョウを守る会」に毎年 12 月に参

加し、越冬前のホトケドジョウの実態把握にも取り組んでいる。 

（6）県内河川の現状調査：河口～源流を目指して、自転車及び車で

川を遡る 

これまでは、厚木市より東側に位置する河川を調べ、2021 年度は、

厚木市より西側に位置する河川、金目川下流域（1・2 月）、座禅川・三笠

川（6 月）、金目川上流域（7・8 月）、葛川・不動川・血洗川（9 月）、中村川水系（10 月）、（12 月）燈台

川（12 月）を遡っている。次年度からは、酒匂川水系、早川水系、白糸川水系を計画している。  

会員数 7 名 

（理事兼事務局 金子裕明） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホトケドジョウ 
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横浜ベイサイドマリーナマルシェで展示 

(2021年 11月) 

コブハクチョウの親と 9羽のヒナ（河口湖） 

2021 年 6 月 

 

●神奈川野生動物救護連絡会  
救護連は、人為的な理由で傷つく野生動物の救護を通し、

得た情報から自然を守る活動を行なっている有志によるグ

ループです。 

1.海ゴミと野生動物 

海のゴミに海鳥や海ガメが絡まったり、誤食する例が知ら

れています。 

海のゴミの多くは、陸のゴミが川や水路を通じて最終的に

海に出たものです。また、粉々になったプラスチックゴミ

は分解せず、海に溜まり続けていることが最近の研究でわ

かってきました。ゴミを減らすためにできることを一緒に

考えましょう。 

2.トビとのトラブルを防ぐ 

安易な餌付けが野生動物の行動を変化させ、湘南地域では人の手から食べ物を取るトビを作ってしまいま

した。派手な餌づけは減りましたが、トラブルはあとを絶ちません。私たちは、人の意図しない行為が餌

づけと同じ状況を作っており、トビを引き寄せる大きな要因になっていると考えています。 

安心してお弁当を広げられる海岸をとり戻すことを最終目標に普及啓発を展開しています。 

（代表 葉山久世） 

 

●コブハクチョウ調査グループ  

（コブハクチョウ調査グループ） 

2021 年より富士山周辺の湖で繁殖を始めたコブハ

クチョウの動向を調査し、適正飼育につなげる活動を

行っている。有志によるボランティアグループ。 

（かながわ野生動物サポートネットワーク） 

さまざま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、自然環境の保全にベクトルを向け活動

しています。飼育動物由来の緊急性が高い外来種問題

に関わる活動が多くなっています。 

コブハクチョウは、ヨーロッパから中央アジアに広

く分布。日本には鑑賞･愛玩目的で導入され、逸脱や放されたものが野生化し、各地で見られる、人からの

給餌などが支えになり、全国的に増殖傾向にある。千葉県手賀沼周辺では近年農業被害が問題になってい

る。 

県内では丹沢湖に 2018 年に 2 羽が出現し、2020 年には山梨県河口湖でもペアが出現し 2 年続けて繁殖

したことから、標識をして個体識別と移動を観察しているところである。首輪、足環の標識が付いたコブ

ハクチョウを観察された方は下記に目撃情報を寄せていただきたい。（目撃した方のお名前と連絡先、目撃

した日時と場所（できるだけ詳しく）、プラスチック（緑色）の首輪又は足環のアルファベットと数字、読

めれば金属足環の番号も。）   神奈川県立生命の星・地球博物館  加藤ゆき宛 

メール katoy@nh.kanagawa-museum.jp  FAX 0465-23-8846 

（代表 葉山久世） 

 

mailto:katoy@nh.kanagawa-museum.jp
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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 57 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、後継者も高齢化し世代交代が目下最大

の課題である。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。 

生物多樣性の保全： 生物多樣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。（SDGs 項目 11,14,15) 

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一部中止）、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。（SDGs 項目 4,13,17） 

行政との連携： 神奈川県関係では神奈川県環境審議会、第 2 次生物多様性戦略検討委員会、環境農政

局公共事業評価の各委員会及び水源環境保全再生県民会議、丹沢大山自然再生委員会に関わり、ま

た厚木市では厚木市環境審議会に委員として加わると共に生物多様性あつぎ戦略啓発事業の委託を

受けている。（SDGs 項目 4,11,15,17) 

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。 

（理事長 藤崎英輔） 
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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。一昨年度からセブン

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。 

 昨年度よりコロナ禍で活動は一変し、地元の方とは接触しないようにし、会員だけで保全活動をおこな

ってきた。車は年齢や接種状況に応じた組み合わせで換気・マスク着用で移動し、宿泊はキャンプ場で 1

人 1 張りのテント泊、食事はコンビニ食でコロナ対策を徹底して臨み活動した。 

一昨年度より一般財団法人セブン‐イレブン記念財団環境活動助成を受け活動を展開し、今年度は新潟

県阿賀町の保全地がいかに生物多様性に富み貴重な動植物にあふれた素晴らしい場所なのか地域の方に知

ってもらい、今後観察会に活用できるような冊子づくりに取り組んだ。5 月～10 月まで毎月動植物調査を

して出現種を撮影記録した。昆虫に関しては極力標本に残し、地元公民館に残せるようにした。天候・気

温に恵まれない月は福島の会員が単独調査して補完した。また、保全地と地元住民が過去にどのような繋

がりがあったのかを聞くため 11 月に調査・保全報告会、ヒヤリング会を持った。事前に区長さんが 15 項

目のアンケート用紙を地区全世帯（36）に配付して、当日は 1/3 にあたる 12 人が集まってくれた。会員

は 2 回接種済みで出発の前日 PCR 検査で陰性を確認して臨んだ。明治時代からの沼とのかかわりや生活

体験、動植物とのかかわりなどを聞くことが出来た。集落の高齢化が進んでおり今でしか取材できない内

容であった。 

冊子編集会議を繰り返し 3 月の冊子発行に向け原稿作りに励んでいる。保全地には貴重な動植物が非常

に多く、過去に業者による盗掘などあったため保全地保護の観点から、関係者のみに配布する予定である。 

（代表 諏訪部 晶） 

 

会員と住民分かれて作業 
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●昆虫文化を子供たちに伝える会 

 

8 年前に孫と始めたカブトムシ採り・飼育・調査を継続するうちに、里山で子供たちが昆虫と触れあう

重要さと、現在、そのような体験が失われていることに気付き、2019 年 4 月『昆虫文化を子供たちに伝え

る会』を仲間とともに立ち上げた。昆虫生態学の専門家である小島渉先生（山口大、理）と知り合い、顧

問として参加していただいている。 

令和 2 年度から相模原市から城山地区地域活性化事業交付金を受け、①子供たちの教育 ②相模原市の

観光振興 ③荒廃した里山復活 の 3 つの目標をかかげ、広範な活動を行っている。相模原市内でカブト

ムシの採集、生息状況の調査。採集した成虫カブトムシの飼育、子供たちへの幼虫の提供、飼育方法を保

護者も含めわかりやすく説明するカブトムシ教室の開催。カブトムシやクワガタ、カミキリ虫などの昆虫

講演会を年に数回開催している。令和 3 年 4 月、『昆虫文化フェスティバル』と称して子どもが幼虫を腐

葉土の中から見つけ出すイベントを開催した。7 月～8 月、富士急トラベル、相模湖リゾート、PICA と協

力して、相模湖プレジャーフォレストの山でキャンプ場に泊まり込み、子供たちがカブトムシを捕まえる

ためのエサを自分で作り、翌早朝、カブトムシを発見するという『リアル昆虫採集』という企画を成功さ

せた。10 月、『昆虫文化のつどい』と称して、子供たちが夏休みに昆虫と触れあって自由研究としてまと

めた成果をポスターとして、もみじホール城山のギャラリーで発表する機会を作った。また、昆虫標本作

製体験会を初めて開催し大好評であった。 

城山地区の里山に囲まれた耕作放棄地の一部を借用して、イノシシやハクビシンなどの有害獣からの被

害をバリケードで防いだカブトムシの産卵場所＆幼虫飼育場所を作っている。河内椎茸園から提供される

廃原木・廃菌床と法政大学馬術部提供の馬糞入りおがくずが幼虫のエサとなり、すくすくと幼虫が育って

いる。このよう

にしてカブトム

シの面白さと里

山維持の重要性

を子供たちに説

明し、里山復

活・地元観光振

興の一翼を担う

ことを目標とし

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

『昆虫文化を子供たちに伝える会』における幼虫飼育ＳＤＧｓの仕組み   

（代表 三宅 潔） 
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園児の楽しみ 落葉スベリ 

市民や大学生を交えての稲刈り 

 

＊●里山をよみがえらせる会  

 

当会は平成１２年発足です。平塚市西部に位置し、

大磯町、中井町、秦野市に隣接する土屋地区にありま

す。かつての里山は自然と人が調和した、自然豊かな

エリアでしたが、生活スタイル等の変化により人との

関わりが減り、荒れ果てていました。その状況を憂い、

本来の里山を取り戻すために活動を始めました。 

主な活動は 

1. 荒廃した山林や休耕田の復活・整備 

2. 会員による共同での農産物作りと、生産した農産物の 加

工・調理 

（カボチャ、ソバ、小麦、ナタネ、大豆等） 

3. 市民や大学生が参加しての稲作 

4. 里山体験フィールドでの子供たちの遊び場の提供

と自然を生かした遊具の設置（ブランコ、シーソ

ー、ツリーハウスなど） 

5. 子供むけの竹の玩具作りやあそび体験の実施、いも  

掘りなど農作業体験 

6. 市や環境活動団体が実施する環境保全活動への参

画 

7. 外部のボランティア団体や環境保護団体との交流 

（会長 荒井啓三） 
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2021年 7月 3日の豪雨による崩落護岸の補修作業

（2021年 8月） 

 

●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 月丹沢の自然と私達の暮らしを考え

る第１回丹沢シンポジウムを開催、以降 10 回余のシ

ンポジウムや学習会を毎年開催。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

動したらよいかを 3 つの分科会で話し合った。地域の

人びとと共に行政と連携し、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・開催し、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。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 年夏休みに開催した「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自

然体験・自然観察の場とした。こども自然塾は 18 年に台風の影響で、20～21 年はコロナ禍より中止を余

儀なくされたが、今後も継続開催したいドン会の活動の柱の一つ。 

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」を実施。年ごと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る。名古木の自然の豊かさや人の手が入ることで甦ったさまざま

な生き物たちが記録された。確認した生物種は、植物 252 種、動物（クモなどを除く）586 種、合計 838

種。あわせて、「里地・里山」の持続可能な管理手法の提言もなされた。 

2020 年は、新型コロナウイルス感染のパンデミックのなか、米づくりに必要・不可欠な活動をドン会メ

ンバー・自然塾の有志の少数精鋭で乗り切った。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。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」、10 月「野

鳥観察」を開催した。 

2021 年 3 月にドン会は創設 30 周年を迎えた。引き続くコロナ禍で、「丹沢自然塾」の募集は中止。一

方で、東海大学・室田研究室の学生によるドン会棚田での農業実習・米づくりを開始。定例活動日の参加

者は常時 20～30 人に上った。7 月の豪雨による護岸崩壊か所は、秦野市より資材の提供を受け、官民協

働で補修作業を実施。 

名古木の生物多様性の今を知るためのテキスト、自然観察のハンドブックとして「丹沢山ろく名古木 棚

田の生き物図鑑」（A5 判 197P 、オールカラー 定価 2200 円 夢工房刊）を発行。秦野市内の小・中・

高校他の公共施設 50 か所に 100 冊を贈呈。月刊「散歩の達人」12 月号。「ニッポン面影散歩」に、いろ

んな生き物が集まる、豊かな“隠れ棚田”としてカラー3 ページの紹介記事掲載。棚田周辺の里山管理作業

も 2 年目に。空に鳥、田んぼに水生生物、野に植物や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 代までの多様な年代層の 130 家族の居場所がある。 

（理事長 片桐 務） 
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秋の自然観察会（県立茅ケ崎里山公園） 

 

湿地環境の維持管理を行っている休耕田（茅ヶ崎市行谷） 

＊●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 年から茅ヶ崎市内での自然観察会の開催、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。  

・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、環境の多様性が高

いのが特徴です。ハンノキ、ヤマトアオダモ、ヤマ

ネコノメソウなどの植物、ウチワヤンマ、オナガササ

キリ、ハンノキハムシ、ウマノオバチなどの昆虫な

ど 2,100 種ほどの動植物が記録されています。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（なめがやひろまち）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、管理区域が「第 7 回 関東・水と緑のネットワー

ク拠点百選」に選定されました。 

◆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。 

（館長 山口英雄 事務局 富岡誠一） 
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手すりの下側で蛹化したキアシドクガに寄生するアシブトコバチ 

 

無事に羽化したキアシドクガ 

●ナカノジュンゴ 

 

厚木市中荻野に位置するあつぎこどもの森公園には、高さ 10m、全長 700m以上の空中回廊があり、様々

な動植物の観察ができます。回廊の金属製の手すりには大小様々な昆虫や節足動物が縦横無尽に歩き回っ

ており、その姿形や生態の面白さに惹かれ、写真を撮り貯めてきました。 

この様な多様な昆虫がいるのも、公園全体に多様な植層が存在しているためです。クヌギ、コナラ、ミ

ズキ、エノキなど里山を代表する落葉性の高木や、スギなどの針葉樹、ススキ、ササなどの群落・・・昆

虫の食草となる植物はそれぞれ異なりますので、多様な植物が生え、管理されていることが、多様な昆虫

たちの生存を可能にしています。また、植物を利用する昆虫に寄生したり、捕食する生態の昆虫たちも存

在したりします。気候、土壌、植物、昆虫、動物、これらは有機的な繋がりの中で生態系として自然を構

成していることが見えてきます。こうした多様な生物の生息環境を管理、保全することは自然保護におい

てとても重要ではないでしょうか。 
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＊●一般社団法人 日本オオカミ協会 神奈川県支部  

 

私の活動の出発点 

 現在、日本列島に生息する野生シカの生息数は、約 200 万頭です。シカの生息数の増大の主要因は①天

敵であるオオカミがいないことと、②狩猟人口が漸減していることであると考えます。①については、オ

オカミが日本で絶滅してから今年は 117 年目になります。②については、狩猟者の高齢化と狩猟に参加す

る若者の狩猟者が少ないことです。 

 私共の団体「一般社団法人 日本オオカミ協会」は『日本にオオカミの再導入』を主導しています。今

年は創立 30 年です。 

 シカの餌は植物の葉、草本、冬期には樹皮や落ち葉です。シカの高密度生息地域では、樹林の下草が一

面になくて、シカの不嗜好性植物のみが残存する光景をみることもあり、下草空間に生息していた昆虫、

野鳥、小動物等は減少し、あるいは死滅に追いやられています。生物多様性が損なわれています。適正な

シカの生息密度を維持管理することが必定です。 

シカの生息数の高密度地域では、降水時に表層水を地面に保水できなくなり、表層土壌と共に流出し、河

川に流下している現況です。 

 餌付けされたオオカミ、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。健常

なオオカミは人に危害を加えることはありません。またオオカミは臭覚や視覚が鋭く、人がオオカミに気

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。 

 カナダからオオカミを再導入して、シカの生息数が減少し、自然生態系の生物多様性を実現した米国イ

エローストーン国立公園の事例があります。 

 日本にオオカミを放つことにより、生物多様性をも兼ねた自然生態系が実現し、SDGs 項目の第 13 と

第 15 に寄与することになります。 

 日本オオカミ協会に関心ある方は、ホームページに、質疑応答ページ（Q＆A）を開いていますので、

検索されることを推奨します。 URL は https://www.japan-wolf.org 

（神奈川県支部長 高木英寿） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丹沢・大山北尾根 
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●NPO 法人 野生動物救護の会 

 

私たちNPO法人 野生動物救護の会は、厚木市七沢にある神奈川県自然環境保全センターの野生動物救

護ボランティアとして活動をしています。神奈川県自然環境保全センターに持ち込まれる動物たちの中に

は、違法に飼育されていた野鳥や違法罠（トラバサミ）による捕獲で怪我を負った野生動物が少なからず

いる現状をできるだけ多くの方に知ってもらい、このような不幸な動物たちのいない世界を実現するため

に「15.7 動植物種の密猟及び違法取引を撲滅するための緊急対策を講じるとともに、違法な野生生物製品

の需要と供給の両面に対処する」をターゲットにすえて活動を行っています。 

また人間と野生動物がともに豊かな生活を享受できるように神奈川県が取り組んでいる水源林の保全事

業に注目し、「15.1 森林、湿地、山地及び乾燥地をはじめとする陸域生態系と内陸淡水生態系及びそれら

のサービスの保全、回復及び持続可能な利用を確保する」を目標に丹沢大山の自然環境保全の大切さを一

般の方々に伝えるための普及啓発活動、七沢の水源林に生息する野生動物の現状を知るための調査活動も

行っています。 

 

 
 

（理事長 渡辺優子） 
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発眼卵サイズ小 

中津川発眼卵放流 

見頃のざる菊 

●みどりと清流のふるさと創造委員会 

 

私たち「みどりと清流のふるさと創造委員会」は、平成 16 年に発

足し飯山地域の豊かな里地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。 

飯山の里地里山は、美しい風景と先人により育まれてきた信仰や暮

らしの地域文化を有していますが、多様化する現代社会を時代背景と

して、農地の荒廃、獣害問題など、取り組まなくてはならない地域課

題が発生しています。 

本委員会では、荒廃地の復元と農地の有効活用の観点から、春には「ポ

ピー」、秋には「ざる菊」と 2 種の鑑賞作物を約 5,000 ㎡の遊休農地を

借りて栽培し、開花期の一般公開に向けた事業を実施しています。 

令和 3 年度は、昨年度から続く新型コロナウイルス感染症の影響により、花の里まつりの事業としては

中止しましたが、各地からポピーとざる菊の花を楽しむ多くの方がお越しになり、喜んでいただくことが

できました。 

花の里づくりは、農地の荒廃化を解消するだけではなく、陸地の生き物の住処を整備することにも繋が

ります。私たちは今後も生物多様性に配慮した、人と自然の共生する「環境づくり」と「あつぎ飯山花の

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) 

 

＊●Catch＆Clean および森と川と海を繋ぐ相模川サクラマス復活 PJ  

  

2010 年からヤマメやイワナなど、県内在住のトラウトフィ

ッシングファンを中心に活動を開始。年々厳しさを増す河川

環境のなか、遡上が激減してしまった相模川のサクラマス（ヤ

マメの降海型）の個体数はどうしたら増やせるか。また県内

水面試験場の調査によって生息状況が明らかになりつつある

丹沢在来ヤマメを守りつつ、遊漁との共存は可能なのか。産

卵床の整備造成、堰堤や魚道の問題点の洗い出し、河川清掃

などを通じ地元河川に寄り添っていきたい。従来行われてき

た成魚中心の放流では資源を守れないばかりか、悪影響さえ

指摘される昨今。その川で生まれ育つことを重要視し、発眼

卵放流を軸に毎年の孵化率を調査。発眼卵放流は事前準備と

してシルトの除去、産卵に適した礫の組み上げなど、川に入

り川底を直に触ることで多くを知り得る貴重な機会。地元漁

協、内水面試験場をはじめとする行政とも連携しながら、大

都市近郊河川の未来を少しでも明るいものにしていきたい。 

(発起人 小平 豊) 
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●吉田文雄 

 

コケ類から見た環境の変化 身近にあるコケ植物 

 デパートの前は人々が行きかいとてもにぎやかだ。レンガを敷き詰めたしゃれた道路の片隅に緑色のコ

ケを見つけると何かほっとする。こんな町の中の雑踏に紛れながら健気に生きる姿を見ると、その生命力

の強さに感動する。 

ルーペでよく見るとそこには、銀色のコケと濃い緑色のコケが競い合うように生えていた。銀色のコケ

はギンゴケで葉の上半分に葉緑素がなく銀色に見えることが名の由来になっている。ホソウリゴケは胞子

体がウリの形に似ていることによる。      

庭の片隅や道端のコンクリートの隙間、電車のプラットホームやビルの屋上、校庭や神社などどこに行

っても何種類かのコケが必ず見つかります。誰も知らないところで、ひっそりと生えているコケ、ルーペ

一つあれば美しい世界が広がります。皆さんの身近な自然とふれあって何種類ぐらいのコケがあるか探し

てみましょう。 

環境の指標となるコケ 

神社や学校、低地や山地の樹幹に着生しているコケ類や地衣類の分布調査は、環境を調べるバロメータ

ーとして役立つ。それは、生活に必要な水分や養分のほとんどを雨水や夜露に頼っている。また、コケ類

や地衣類の根は仮根と言い水分や養分を運ぶ維管束の役目では無く単に着生の役目をしているからである。

そのため、樹幹着生のコケ類や地衣類は、地面の影響よりも周りの大気の影響を受けやすく、大氣そのも

のを植物体全体で受け止めているので、大気汚染の調査にふさわしい教材である。 

1980 年に厚木市を中心にした調査を行った。調査地をなるべく多く決め、種類数とその量（被度）が、

どのくらいかを調査した。1990 年、2000 年と調査していくうちに開発のためなのか種類数も被度数も減

少していることや、調査地、調査樹木のなくなっている地域も見られた。2010 年になり緑の保全されて

いる地域が増え始め、着生コケ類の回復が見られ始めた。自然とふれあいながら小さなコケ類にも注意し

てみると新しい発見がありそうだ。 

   

  ヒナノハイゴケ     ミノゴケ         フルノコゴケ         マツゲゴケとロウソクゴケ  

 

    

   ヒカリゴケ         マルダイゴケ            アブラゴケ 

（愛川ふれあいの村 学芸員 吉田文雄） 
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新型コロナウイルス感染症の拡大によるまん延防止重点措置に伴い、アミ

ューあつぎを会場にしたパネル展示は中止とし VR公開にしました。 

 

 

 

VR公開 視聴期間 令和４年 ２月１２日(土) ～ ５月１５日(日) 

 

会場 URL、QR コードなど                  

http://sagami-forum.3d-vr.jp  

または市ＨＰから さがみ フォーラム で検索 
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●七沢希望の丘初等学校 

 

 本校は、自然豊かな七沢の里山に位置し、毎日大山を仰ぎ見て、四季折々

の自然の変化を味わいながら子どもたちが日々学習を送っている。 

 今年度、自然保全委員会では『ガビチョウ』に着目して活動を行ってき

た。春から夏にかけて校地内外で大きな鳴き声を響かせていた『ガビチョ

ウ』。特定外来生物であることから「他の鳥の命を脅かす“害鳥”だから駆除

しなきゃいけないのでは」と考える子もいたが、調べていくうちに、実態

はイメージしていたものとは多少異なることが分かってきた。調べるなか

で出てきた疑問については、神奈川県立生命の星・地球博物館 主任学芸

員の加藤ゆきさんにオンライン通信で直接質問することもできた。

そうして得られた知見について、今回は報告する。 

 併せて、本校で毎年課題となっているバードストライクの被害報告についても報告する。 

 （校長 大谷京司） 

●厚木市立相川小学校 

 

学校・校庭・川原・地域合わせて《学校丸ごとビオトープ》 

本校は、校舎の東側に相模川を隣接する自然豊かな場所にありま

す。校庭や校舎の配置もその豊かさを意識した開校当時からの設計

となっていました。運動場には、落葉樹から針葉樹までの多種多様

な植栽からなる「相川の森」がありましたが、2019 年 3 月 31 日を

もって借地権が切れ、地権者に返還されことをきっかけに森が伐採

されました。しかし、残った 2 つの中庭と相模川に隣接する土手下

の農園、神奈川県の河川課より借地している河川敷の広場で、引

き続き各学年、学習内容に応じた体験的な学習活動をおこなって

います。 

本校は、自然環境を生かした学習活動で 2014 年に FEE Japan よりグリーンフラッグを取得。2019

年の 1 月の 4 回目の審査を経て、2021 年 3 月末日までのグリーンフラッグを取得していました。しか

し、コロナ禍の中、児童による申請書作成ができなかったこと、教職員の異動に伴い継続ができないこ

ともあり、FEE Japan に 2021 年 4 月、グリーンフラッグは返上することになりました。 

しかし、子ども達のエコスクールとしての誇りは、本校の伝統として引き継いで行きたいという思い

から児童、教職員、保護者、地域の願が一丸となって活動を繋げているところです。グリーンフラッグ

は上げることはできませんが、子ども達が話し合って、全校から募集した新たな「相川小 ES SDGs」

いうフラッグを 2021 年 4 月から校庭に掲げ、今までの活動（主に 15 陸の豊かさも守ろう・4 質の

高い教育をみんなに）を持続可能（ESD）なものにしているところです。 

今年度 2021 年のエココード（環境宣言）は、「知って守ろう！みんなが守る生き物の環境」のもと各

学年「新相川の森」と隣接する「学校農園」「相模川・ほほえみ広場」を学習展開の場として活用し「生

活科、総合的な学習の時間」を使って発達段階に応じた「ビオトープ」の整備を活動の中心にしている

ところです。また、保護者（PTA）、学校運営協議会（コミニュティ・スクール）、地域（自治会等）も

具現化できる活動を計画し始動しているところです。             （学校長 八木義之） 

校地の木にとまるガビチョウを発見 

オオキンケイギク駆除 
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●厚木市立上荻野小学校 

 

本校は厚木市の北西部に位置し、校舎は山林に抱かれた自然

豊かな場所に建っている。本校には自然に関わる特色的な教育

活動が 2 つある。「ぼうけんのもり」という自然の森を活用した

活動と、津久井在来種の大豆にかかわる「大豆プロジェクト」を

行っていることである。（SDGs 目標 4） 

「ぼうけんのもり」は、正門向かいにある山林を地域の地権

者の方から無償で貸与していただき、児童が安全かつ自然に親

しむことができる自然観察林として整備したものである。平成

19 年から教科等学習及びクラブ活動、休み時間の遊び場とし

て、豊かな自然体験ができるフィールドとして活用している。

春には一斉に木々が芽吹き、森全体が新緑へと変化する。夏に

は下草が伸びてきて草を分け入り森の中に行くと、木陰に気持

ちのよい風が抜ける。秋にはどんぐりやいろいろな形をした木

の葉を拾い、生活科や図工の材料にしている。冬は茶色に包ま

れた森となるが、寒い中でも子ども達は落ち葉の布団やターザ

ンロープで楽しく遊んでいる。四季の変化を感じながら自然に

触れることで、子ども達の学びや感性を育ててくれる森である。

「ぼうけんのもり」は年 2 回春と秋に、PTA や地域の方の協力

で整備を行い安全と環境を保っている。今後も子ども達の豊か

な自然体験の場として活用を図っていく。(SDGs 目標 11、15、

17) 

「大豆プロジェクト」は、幻の大豆とも言われている「津久井

在来種」の大豆を播種から収穫、食品の加工など地域の方々のご支援の下、毎年、全学年がかかわって

取り組んでいる活動である。令和 2 年度は、「線虫」と思われる被害から一部実をつけない株が半径 2

～3ｍ範囲で見られたが、50 ㎏を超える良質な大豆の収穫があった。しかし、コロナ禍のため調理実習

が制限され、3 年生の豆腐作り等食品加工は次年度へ持ち越しとなってしまった。令和 3 年度も地域に

お住いの協力者のご指導ご協力で、播種から草取り、収穫、脱穀と学年ごとに活動を行った。今年度は

天候や連作の影響からか、昨年度のような収穫量とはならなかったものの、子ども達は収穫の喜びを味

わうことができた。新型コロナウイルスの感染拡大も落ち着きを見せた 10 月には昨年度から持ち越し

の豆腐作りが行われ、厚木市内の豆腐店主のご指導と PTA 委員やボランティアの方の協力で、大豆か

ら姿を変えたおいしい豆腐ができあがった。3 学期には今年の学年の豆腐作りや味噌作り等が予定され

ており、自然の恵みから食育への学びとしている。今後は、SDGs（持続可能な開発目標）を意識した取

組につながるように進めていく。その一歩として、5 年生が「ぼうけんのもり」の落ち葉から腐葉土を

作り、大豆畑の土壌改良・肥料とする活動が進行中である。(SDGs 目標 15，17) 

（学校長 清水 良） 

 

ぼうけんのもり～夏～ 

11月収穫の喜び 

豆腐づくり 
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●光明学園相模原高等学校 理科研究部 

 

光明学園相模原高等学校理科研究部では、学

校周辺の野生動植物に関わる様々な活動に取り

組んでいます。 

〇絶滅危惧植物カワラノギクに保全 

カワラノギクを保全するために相模川河川 

敷で播種、草取りなどを行っています。 

〇当麻山公園内のビオトープ 

学校近隣の当麻山公園内に「相模原市街美 

化アダプト制度」に登録し、ビオトープに 

維持管理と園内の動植物の調査を進めてい 

ます。 

〇神奈川県東部地域内でのクリハラリス分布調査県内三浦半島、鎌倉、横浜市内に生息域を拡大して 

いるクリハラリスについて、分布域を確認するために音声を利用した方法で調査を進めています。 

（顧問 下口直久） 

 

●神奈川大学 大学院理学研究科理学専攻生物科学領域 岩元明敏研究室 

 

神奈川大学湘南ひらつかキャンパス（平塚市土屋）

には里山的な雑木林環境を中心とした豊かな自然が

残っており、日々の授業や実習、教育普及活動など

で広く活用されています。私たちの研究室では、植

物形態学に関する研究のほか、キャンパスや近隣地

域の自然を活かしての生態学的研究にも取り組んで

います。 

 今回は、これまでの研究で明らかになったキャン

パスの自然に加えて、修士課程 2 年の学生 2 人の研

究を紹介します。志村映実さんの研究では、環境指

標生物として知られるオサムシ科甲虫について文献

収集とメタ解析を行い、種ごとの森林・草地への環境

嗜好性の程度を定量的に明らかにしました。これまではグループごとに定性的な評価がされることがほ

とんどであったため、この研究によってオサムシ科甲虫を用いた環境評価研究の解像度が大きく向上す

ることが期待されます。川崎七海さんの研究では、神奈川県のキク科植物 99 種を対象に、1 km グリッ

ドスケールによる共起非共起がどのような要因によって決まっているかを解析しました。その結果、こ

の植物群と地理的スケールでは、気候や都市化程度などの環境ニッチによってほとんどが決まっており、

資源競争や繁殖干渉などの生物間相互作用の効果は限定的であることが分かりました。これらの研究は

ともに SDGs の「陸の豊かさも守ろう」に関連する内容であり、陸地の生物多様性の形成・維持メカニ

ズムの解明に寄与します。 

（教授 岩元明敏） 

キャンパスで撮影されたタヌキ 
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●神奈川大学理学部化学科 西本研究室 

 

我々の研究室では、相模湾の平塚市周辺の海

域で採取した海水及び相模湾への流入河川であ

る相模川、金目川の河川水について継続して測

定を行っている。 

相模湾河口域の海水では、冬期に流入した河

川水の影響で、表層に塩濃度の低下が観測され

ていること、相模川及び金目川（花水川）の河

川水では上流から下流にいくに従って各元素濃

度が増加する傾向は共通するが、全体的に金目

川の方が元素濃度が高いことなどを報告してい

る。最近では同時に底質試料もサンプリングし

ており、展示ではこれらの測定結果について報告する。 

これらの活動は SDGs の 6、13、14 と関わりが強く、重要な活動と考えている。 

（理学部 西本右子） 

 

当研究室で継続して調査している相模湾の海水、流入河川である相模川の河川水、金目川の河川水及

び底質の分析結果について、温泉水や火山の影響が考えられる芦ノ湖から相模湾に流入する早川の分析

結果と比較して報告する。2011 年の震災後は測定値に変動がみられたことから、昨年度今年度のコロナ

禍による生活パターンの変化の影響を考察する。また近年では大型台風等による大雨の影響もみられ、

気候変動との関連からも重要な活動であると考える。 

（神奈川大学理学部化学科 4 年 荻野湧矢） 

 

●横浜国立大学 地域連携推進機構 地域実践教育研究センター 

 

横浜国立大学地域連携推進機構では2019年度神奈川県大

学発・政策提案制度の採択をうけ、「Woody かながわ～広葉

樹の活用による地域活性化と県民の健康増進」を 2 年間に

わたって実施しました。この研究では、開発や管理放棄によ

って消失や荒廃の危機にある神奈川県の広葉樹林について、

「持続可能な森林管理」の観点から、広葉樹林の保全、再生、

活用を図るための手法を学際的に研究しました。2019 年度

は、神奈川県の広葉樹林の現状に関する GIS の作成、横浜国大附属中学校における木工制作、森林ヨガ

の健康効果の検証等を実施しました。2020 年度は、学生による木彫作品、楽器、知育玩具の製作、スツ

ール、トチノキの座卓等の製作を行いました。また、神奈川の美しい広葉樹林 50 選を選定し、ガイドマ

ップを作成しました。 

「Woody かながわ」の研究報告書及び「神奈川の美しい広葉樹 50 選ガイドマップ」は横浜国立大学

地域連携推進機構のホームページからダウンロードできます。 

（地域実践教育研究センター長 高見沢 実） 

金目川における水質調査 

 学生による作品制作：彫物の額装（イタヤカエデ）  
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●慶應義塾大学 一ノ瀬友博研究室 看護ビオトーププロジェクト 

 

●プロジェクトについて 

2001 年慶應義塾大学看護医療学部の開設と同時に、キャンパス裏手にビオトープが創られることと

なった。藤沢市の三大谷戸の 1 つである「遠藤笹窪谷(健康の森)」の下流部がキャンパスの建設地だっ

たため、当初は谷戸とキャンパスの境のバッファーエリアとする目的で創られたが、しばらく管理の手

が入らなくなったことでビオトープは荒廃してしまった。間伐されないことで木々が密生し、林床は草

丈の高い外来植物(オオブタクサやセイタカアワダチソウ)で覆われてしまった。 

そこで、本プロジェクトは 2015 年 4 月より活動を始め、荒廃したビオトープの改善に向けて活動し

ている。主な活動内容として、現状がどのような環境であるかを評価するために生物調査や外来植物の

駆除等の管理作業を行っている。 

 ●活動内容と成果 

①管理作業 

 これまでにハンノキの間伐や侵略的外来植物の駆除、ビオトープ内部の倒木処理などを行ってきた。

当時 50 本ほど植えられ

たハンノキは、間伐が行

われないまま約 2 倍にま

で増え、密生した細い

木々が林床を暗くしてい

た。また、ビオトープ全体

の乾燥化が進行し細流の

水が枯れてしまった。こ

うした問題に対処するた

め、生物調査と並行して

管理作業を行っている。コロナ禍以前の活動では、40 本ほどのハンノキの間伐を実施し林床を開けた空

間とした。加えて外来植物の駆除を行ったことで、2016 年から 3 年間でその密度を大幅に減らすこと

ができた。 

②生物調査 

 植物・哺乳類・鳥類・両生爬虫類・昆虫・水生生物の各生物調査を行っている。 

ビオトープ内には 1本の細流が通っており、植栽されたハンノキを主体とした湿性植生環境を有する。

細流があることでオニヤンマやヤマサナエ等の流水性の生物、オギ・ススキを主体とする高茎草地に隣

接しているためカヤネズミやホオジロ、シブイロカヤキリ等の草地性の生物、ハンノキ林の林縁部にヤ

マガラやクツワムシ等の林縁性の生物、細流沿いにはオニスゲやミゾソバ等を始めとした湿性草地が成

り立ち、そうした環境を好むキンヒバリ等が見られた。 

 

●今後の活動 

 今後は「看護ビオトープを周辺地域の『陸の豊かさ』の向上に最大限貢献できるビオトープにする」

という目標を達成するため、このビオトープを適切に管理するためのマニュアル作成を行い、継続して

適切なビオトープ管理が行われるようにしたい。 

（二川原湧） 

ハンノキの間伐作業の実施前と実施後の比較 
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●慶應義塾大学 一ノ瀬友博研究室  

 

カヤネズミは草地性の小型哺乳類であり、生息環境の悪化

や消失に伴い、全国的に減少傾向にあります（神奈川県では

準絶滅危惧種）。本種の巣は特徴的で見つけやすく、モニタ

リングサイト 1000 でも里地里山の草地の指標種として扱わ

れていることなどから、本フォーラムにご参加される皆様方

の中には、ご関心を持たれている方も多いのではないかと推

察いたします。私は本種をはじめとした草地保全のあり方に

ついて検討したく（SDGs 目標 15：陸の豊かさも守ろうに該

当）、研究を行っております。今後県内の広域での調査も検

討しているので、県内で活動されている皆様方にお世話にな

る機会もあるかもしれませんが、その節は何卒よろしくお願い申し上げます。 

今回の発表では、2019 年の DNA 分析の結果から分かったカヤネズミの食性について発表します。本

種は河川敷、里山の両方に生息しますが、両環境下で、本種の巣の周囲にどのような生き物が生息し、

何を選択して食べているのか調べた研究はあまりないです。両環境の群集組成の違いを見るため、本種

の巣の周囲で、植物・昆虫調査を行いました。本種の食性の解明には、古巣に残った糞を採取し、糞中

に含まれる餌生物の DNA 情報を検出して、餌生物を特定する DNA メタバーコーディングという手法

を用いました。これまでに分かった成果をご報告します。 

（湯浅拓輝） 

 

●慶應義塾大学 環境情報学部一ノ瀬研究室 神奈川キツネプロジェクト 

 

我々は慶應義塾大学一ノ瀬友博研究室のセンサーカメラ調査にて、藤沢市内にホンドギツネを記録し

た。藤沢市内での明確な記録はなく、絶滅したものと思われていた。しかし、今回の発見から、神奈川

県東部、南部にもまだホンドギツネが生息している可能性に思い当たる。そこで神奈川県内での生息域

をより詳しく調査し、明らかにする為、本

プロジェクトを興した。現在は神奈川県の

過去から現在までのホンドギツネの目撃

情報を集めている。 

 ホンドギツネは広い草原と森を必要と

し、神奈川県では箱根、丹沢、相模川周辺

に生息するとされている。その為、開発が進んだ現代、神奈川県東部での目撃例はほとんどない。また

1992 年の神奈川県鳥獣生息分布調査報告書以降、神奈川県の詳しい生息域は報告されていない。 

しかし、1980ー1990 年代では横浜市や三浦市でも目撃例があった。もしかしたら、まだ我々の知らな

いところでホンドギツネがひっそりと息を繋いでいるかもしれない。ホンドギツネの生息域を明らかに

し、その環境を守ることが、未来の生物多様性、SDGs 15 番の陸の豊かさを守ることに繋がる。 

我々は皆様からの情報をお待ちしています。目撃情報、センサーカメラ、錯誤捕獲、傷病記録…など

ホンドギツネの生息を示す記録であれば何でも構いません。どうかご協力お願い申し上げます。 

（田中基彌） 

カヤネズミの成獣 

 

藤沢市内の自動撮影カメラに写ったホンドギツネ（2021年 3月） 
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●東京農業大学 農学部 生物資源開発学科 野生動物学研究室松林ゼミの紹介 

 

 松林ゼミでは国内外に生息する野生動物の生態

や行動を明らかにし、生物多様性の保全や管理に

応用することを目指しています。ゼミのモットー

は「自分の目で見て考える」。自然への探究心と現

場の声を大事にしながらフィールドワークに取り

組み、そのフィールドは厚木キャンパスの身近な

自然から、東南アジア・ボルネオ島の熱帯雨林にま

でおよびます。 

 ゼミ生は各自の興味・好奇心を原動力に、心惹か

れる生物を対象として自由に研究に取り組んでい

ます。好きなことに没頭する学生たちの情熱あふれる研究発表をご覧ください。 

 

〇東丹沢地域におけるイノシシのヌタ場利用に関する研究 

 ヌタ場とは、シカやイノシシが体温調節や外部寄生虫から身を守るために泥浴びをする止水域のこと

である。これまで本研究室では野生動物のヌタ場利用を調査し、シカやイノシシの他にもタヌキやアナ

グマなどの中型哺乳類や鳥類、それらのエサとな

るカエルなどの両生類など多種多様な生物種の

利用を明らかにすることでヌタ場の重要性を示

してきた（佐野ほか 2019）。ヌタ場はイノシシに

よって形成される。近年、豚熱の感染拡大はイノ

シシの個体数に影響を与えていると言われてい

るが、ヌタ場の利用に変化はあったのだろうか。

本発表では、イノシシに着目しながら過去のデー

タとの比較結果を報告する。 

 

（東京農業大学 野生動物学研究室 田澤陽太、吉田響太、太田昂志） 

 

〇東京農業大学厚木キャンパス周辺におけるホンドタヌキ

の生息環境利用に関する研究 

ホンドタヌキ（以下、タヌキ）は、私たちの身近なところ

にも生息している。そのため交通事故に遭うことも多く、特

に子供のタヌキが親元を離れる時期に事故が増加すること

が報告されている（小出 2015）。そのような事故が発生しや

すい環境を把握するためにも、タヌキの生息環境利用の解明

は重要である。また、住宅街周辺などの都市部に生息するタ

ヌキは、休息や移動に側溝を利用することで事故発生リスク

の減少につながることが示唆されている（山口 1987）。 

冬季ゼミ合宿 群馬県川場村にて 

ヌタ場を利用するイノシシ 

側溝から顔を出したタヌキ 
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本発表では、住宅街に囲まれた東京農業大学厚木キャンパス周辺に生息するタヌキの生息環境利用の

解明を目的として、自動撮影カメラ調査とラジオテレメトリー調査を行った結果について報告する。 

（東京農業大学 野生動物学研究室 鈴木 遥） 

 

○ニホンアナグマの音声コミュニケーション 

アナグマ属はニホンアナグマ、ヨーロッパ

アナグマおよびアジアアナグマの 3 種から構

成されている。ヨーロッパアナグマは 16 種

類の音声レパートリーを持つことがわかって

いるが、ニホンアナグマの情報は少なく、子

育て中の母親が幼獣を導く際に発せられる

Purr call という音声に限られていた。そこで

本研究は、ニホンアナグマの音声コミュニケ

ーションを明らかにすることを目的として、

巣穴や側溝におけるセンサーカメラ調査と、

そこで撮影された動画の音声のソナグラム解

析を行った。本発表では、観察された音声について報告する。 

（東京農業大学 野生動物学研究室 長尾茉美） 

 

●東京農業大学 農学部 生物資源開発学科 植物多様性学研究室 

 

厚木キャンパスにある当研究室では、身近な里地里

山や日本各地のフィールドで、植物の多様性保全や植

生の復元に関する研究を行っています。①キャンパス

に広がっている雑木林の伐採木を用いた堆肥の開発と、

②キャンパスの生き物連携センターで飼育しているめ

ん羊の放牧による遊休地の植生管理に関する研究を紹

介します。めん羊は農学部デザイン農学科 生物機能開

発学研究室が飼育管理しており、共同研究となります。 

 

～雑木林管理で得られる伐採木を有効活用したい！

～ 

 雑木林は人が自然に働きかけることで成立、維持さ

れる里山環境で、陽が差し込む明るい森には多様な生

き物が暮らしています。雑木林の適切な維持管理は、

SDGs15「陸域生態系を守ろう」における山地生態系

の保全、森林の持続可能な管理、経営に貢献します。

高度経済成長期以降、かつてのような日常生活での雑

木林の利用がなくなったことで、林内は暗くなり多く

の動植物たちは姿を消しました。雑木林を維持管理す

巣穴前で撮影されたニホンアナグマ 

キャンパス内の雑木林での林床管理 

 

遊休地に放牧されているめん羊 
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るためには、定期的な間伐・皆伐によって林を更新していくことがもっとも重要です。ですが、伐採し

た大量の木々をどう処理するかが大きな課題となっています。そこで、厚木キャンパス内で伐採した雑

木をチッパーで粉砕し、堆肥化する研究を行っています。今年度までに、コナラの粉砕チップと牛糞を

主原料として混合、堆積させ、市販堆肥とそん色ない肥料分を含み種子発芽阻害のない堆肥を作成しま

した。また、カブトムシの幼虫チップの分解を促進させる研究も進めています。 

 

～放牧で荒地の景観向上、羊も健康に！～ 

 都市近郊で増加している遊休地は、ほうっておくと雑草が繁茂して藪になり、景観の悪化など問題を

生じます。造成地や耕作放棄地土壌には特に外来植物が侵入、定着しやすく一気に拡がっていきます。

ヤギなどの動物の放牧が注目されていますが、今回はめん羊による植生管理に着目しました。キャンパ

ス内の造成地で未管理となっている場所にめん羊 2 頭の放牧を 2 年間行い、外来種を含む多くの植物種

を食べること、採食・踏圧がかかることで植生の多様度が高まること、排せつ物が土壌に還元されるこ

とで土壌成分が変化し、植物の成長に影響がある可能性が見いだされてきています。さらに、羊にとっ

ても運動量が増し、多様な植物を採食することで健康増進効果が期待されます。めん羊が放牧されてい

る風景が人の心象にどのような効果があるのかといった研究も進めています。遊休地へのめん羊の放牧

がつくりだす景観を、羊－土壌－植物－人間のつながりという多角的な視野でとらえることを目指して

います。 

(准教授 三井裕樹) 

●東海大学 教養学部 人間環境学科 北野研究室 

 

本研究室では、研究・教育活動の一環として、主に

野生水生生物の保全に関わる様々な活動を実践して

います。 

●生息状況の把握 

●生息環境の保全 

●系統保存 

●自然教育活動 

主に秦野市や平塚市を流れる金目川の上流から下

流まで 20 地点以上を調査し、エビ・カニ類の生息状

況を調べ、17 種を確認しました。また種によって分布に偏りがある場合が多く、例えばテナガエビ属 3

種のうちヒラテテナガエビは上流から中流まで、ミナミテナガエビとテナガエビは中流から下流に分布

していました。また、近年全国的に分布を拡大している外来のヌマエビ（一般にはシナヌマエビと呼ば

れる）も数地点で確認され、この地域でも分布を拡大していることが分かりました。また今回確認され

た多くのエビ・カニ類は幼生期に海域で過ごす種が多いことから、このような調査結果は陸水域

（SDGs15）だけでなく海域の豊かさを示す指標（SDGs14）になると考えられます。 

（北野 忠） 

 

 

 

金目川での調査 
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●学校法人 平岡学園 平岡幼稚園 

 

平岡幼稚園は、平塚市北部の住宅地（農地）の一角に

立地し、県内の私立幼稚園としては最大規模の敷地

（7,501 ㎡）を有する。2009 年に広大な園地を地域の生

物に配慮した管理方法に転換。井戸水や湧水を利用した

流水・止水環境や、元々の表土や鳥被食散布などを利用

した草地・樹林環境を創出するとともに、これらに乾湿・

明暗などの環境の変化を付けるように工夫し、園の周囲

に生息する生物の自力による侵入・定着を期待する環境

作りを行った。その結果、それまで園内では見られなか

った生物が次々と集まるようになり、現在までに 400 種を超える生物が記録されるまでになった（神奈

川県レッドデータ生物調査報告書 2006 に掲載されている 35 種を含む）。 

こうした“地域の自然”

を特色づけるような生き

もの豊かな自然環境の下、

子どもたちのセンス・オ

ブ・ワンダー（神秘さや不

思議さに驚く感性）を豊

かに育む幼児教育を実践

している。 

また、これらの保全活

動や教育活動の延長と

して、有志の園児・父母・教職員・生物の専門家らとともに、休園日に園内外のさまざまな場所で自然

観察会や生物の調査活動を行っている。主な成果としては、平塚市博物館研究報告 38～42 号で発表し

た「神奈川県のハルゼミ調査」や「平塚市のセミのぬけがら調査」などがある。 

最後に、本園の自然系活動の特色としてもう１点、湘南地域を中心とした県内のさまざまな自然情報

を掲載する「湘南自然誌」（ISSN 2435-709X）の出版活動がある。発行は年４回、現在の最新号は 23 号

である。本誌は、希望者に無償頒布しているほか、県内外 41 の図書館や博物館等に収蔵されている。ま

た、園 HP でも PDF 版が公開され、地域に広く情報を発信している。    （園長 堀田佳之介） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平岡幼稚園ビオトープ（2021 年 4 月撮影） 

豊かな自然の中で毎日を過ごす平岡幼稚園の園児たち 

平岡幼稚園が出版する「湘南自然誌」（創刊号～第 22 号） 

豊かな自然の中で毎日を過ごす平岡幼稚園の園児たち 

平岡幼稚園が出版する「湘南自然誌」（創刊号～第 22 号） 
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ヒバカリ 
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新型コロナウイルス感染症の拡大によるまん延防止重点措置に伴い、アミ

ューあつぎを会場にしたパネル展示は中止とし VR公開にしました。 

 

VR 公開 視聴期間 令和４年 ２月１２日(土) ～ ５月１５日(日) 

 

  会場 URL、QR コードなど                  

http://sagami-forum.3d-vr.jp  

または市ＨＰから  さがみ フォーラム  で検索 

    

団体名の前に＊がついている団体の展示はありません。 
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●神奈川県環境農政局 緑政部 自然環境保全課 

県では、様々な生物が支えあって生きる自然環境を保全し、次

の世代へ引き継いでいくため、生物多様性基本法に基づく計画と

して、平成 28年 3月に「かながわ生物多様性計画」を策定しま

した。そして、この計画に沿って、丹沢大山の自然再生や里地里

山の保全等の促進、都市のみどりの保全など、県内各地域の特性

に応じた取組を進めています。 

生物多様性は、人々に多くの恵みをもたらし日々の暮らしに欠

かせないものですが、言葉の意味のわかりにくさなどから、なか

なか理解が進まないといった課題もあります。 

そこで、「かながわ生物多様性情報サイト」の開設や「かながわ

生きもの調査」、「生物多様性アドバイザー派遣制度」の実施等に

より、生物多様性の理解と保全行動の促進に取り組んでいます。 

また、令和 2 年 10 月には「神奈川県レッドリスト〈植物編〉

2020」を県ホームページにて公開しましたので、保全活動のための資料として、ぜひ

ご活用ください。なお、レッドデータブック〈植物編〉についても、今年度末を目途に

作成を進めております。 

「神奈川県生物多様性情報サイト」http://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/cnt/f12655/ 

（緑地・自然公園グループ 担当：古川 拓） 

 

＊●ひらつか生物多様性推進協議会 

 

私たち「ひらつか生物多様性推進協議会」は、市内の里山や河川・沿岸で活動する「市民（団体）」、

「事業者」などがメンバーとなり、平成 30年に結成しました。現在は、平塚市環境保全課との協働事業

で、自然環境調査や啓発事業に取り組んでいます。 

協働相手の平塚市は、令和 4 年度に市民・事業者・行政が

生物多様性を後世に残していくための事業計画「（仮称）平塚

市生物多様性行動計画（以下アクションプラン）」を策定する

予定です。私たちは、そのアクションプラン策定の基礎資料

となる市内の自然環境調査を令和元年度～3 年度に実施し、

調査結果をまとめ、分析した自然環境評価書を作成します。

さらに、生物多様性の現状や守り継ぐことの重要性を市民の

みなさんに伝えるため、観察会等の啓発事業にも取り組んでいます。 

 今回は、調査結果のまとめを展示しています。調査は、植物、昆虫、哺乳類、鳥類、魚類・甲殻類・

貝類、両生類・爬虫類の 6 班に分かれて実施しました。市内の良好な自然環境が残るエリアやその対照

区として市街地にある公園を調査した「陸域編」と、市内を流れる河川やその周辺、海岸等を調査した

「水域編」となります。 

 調査結果をまとめた概要版を配布していますので、ぜひご覧ください。概要版は、協働相手である平

塚市環境保全課ウェブでも公開しています。 

（会長 荒井啓三） 

生物多様性普及啓発パンフレット 

高麗山公園地区で実施した植物調査 

 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/cnt/f12655/
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●神奈川県水産技術センター 内水面試験場 

 

内水面試験場では、絶滅に瀕した

淡水魚を保護しながら、健全な内水

面生態系の保全を目的とした調査研

究に取り組んでいます。その内容

は、淡水魚の分布・生態調査、飼

育・増殖技術の確立およびビオトー

プや自然水域における生息地保全・

復元の研究です。 

最近の研究成果として、小型魚礁

を用いて絶滅危惧種のギバチ、ホト

ケドジョウやミナミメダカを効率的

に復元する手法の開発に成功し、ビ

オトープや自然水域へと研究を展開

しています。また、河川計画、多自

然護岸や魚道の設計などについて、

河川管理者へアドバイスを行い、関

連の調査にも協力しています。 

渓流域における調査にも力を入れ

ており、丹沢の渓畔林と渓流魚の相

関について研究しています。また、丹沢に昔から生息している丹沢在来のヤマメを復活させるため、生

息河川の特定や遺伝子の解析、増殖手法の開発などにも取り組んでいます。 

 

（勝呂尚之） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生田緑地のホトケドジョウ復元池と間伐材魚礁 

体側の朱点やパーマークの形状が特徴的な丹沢ヤマメ 
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●厚木市環境農政部 環境政策課 

 

厚木市では、豊かな自然やその恵みを将来に継承していくため、生物多様性の保全とその持続可能な

利用に向けて、行政と市民が一体となって取り組んでいくべきことを示した「生物多様性あつぎ戦略」

を平成 25 年 3月に策定しました。 

戦略にある目指すべき将来像の「未来へつなげよう 自然のめぐみと暮らすまち あつぎ」を実現す

るため、3 つの基本目標と 8 つの行動戦略の推進を図っており、SDGs との関係では、15「陸の豊かさ

も守ろう」を中心に、11「住み続けられるまちづくりを」や 13「気候変動に具体的な対策を」の達成に

も貢献していくものです。 

 

【生物多様性あつぎ戦略】 

・目指すべき将来像 

「未来へつなげよう 自然のめぐみと暮らすまち あつぎ」 

・3つの基本目標 

①大山から相模川に広がる多様な自然環境の保全と再生 

②過去から未来へつなげる情報の蓄積 

③自然環境の重要性を伝える取組 

・8つの行動戦略 

①山地の保全と再生 

②里地里山の保全と再生 

③水辺の保全と再生 

④農地の保全と再生 

⑤市街地における自然の創出 

⑥全市における生物多様性の保全と再生 

⑦生き物に関する調査の推進 

⑧生物多様性の普及啓発 

 

さがみ自然フォーラムは、この戦略に基づ

き、神奈川県内で生物多様性の保全活動を

行っている学校や団体等の活動等を実施す

ることで、生物多様性や里地里山をはじめとする自然の重要性を周知し、市民協働による取り組みの拡

大を図ることを目的として開催しています。  

（環境政策課 佐藤健太） 
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●公益財団法人 かながわトラストみどり財団 

 

1985 年に発足して以来、神奈川のみどりの保全と創造に関する様々な活動を展開しています。1 万人

を超える会員の支援や募金寄附、ボランティアの皆様の協力を受け、今ある自然環境を次の世代に引き

継いでいけるように取り組んでいます。 

主に、１緑地保全事業、２県民参加の森林づくり、３緑の募金事業、４地域緑化活動、５普及啓発事

業を中心に活動しています。 

「１緑地保全活動」では、保存契約緑地の維持管理、トラスト緑地の保全支援、小網代の森保全利用

対策協議会等。「２県民参加の森林づくり事業」では森林ボランティア活動の推進、森林インストラクタ

ーの講師派遣等。「３緑の募金事業」では地域緑化の推進や、緑の少年団の活動支援等。「４地域緑化活

動事業」では地域のみどりや身近なみどりを守る「みどりの実践団体」支援や「かながわのみどりや森

林におけるパワースポット・癒やしスポット」を紹介。「普及啓発事業」では、「かながわ緑の大使」を

選出し、若い世代が活動の発信を行い、また、インターネット等を利用し、自然観察会等を通じて、自

然を身近に感じられるように取り組んでいます。 

これらの活動は SDGs持続可能な開発目標 15「陸の豊かさも守ろう」になりますが、緑地や森林には

安らぎや癒やしの効果を持つ空間があり、目標３「健康であること」に貢献していますし、神奈川の水

源かん養林により目標６「安全な水やトイレを世界中に」における水質浄化に役立っています。森林が

育んだ水には窒素やリンがわずかしか含まれていません。これは、窒素やリンが、草植物や樹木の根に

吸収され、食物連鎖を通して森林内で循環しているからです。 

 

トラスト会員（普通会員） 年会費 

個人 ２，０００円 

家族 ３，０００円 

法人/企業 １口 １０，０００円 

 

詳細は、ホームページ又は事務局へお問い合わせください。  

 

 

 

 

 

 

 

かながわ緑の大使が「県民参加の森林づくり」で

下刈を行いました。若い世代が育樹に取り込む活

動報告はHPで！ 

 

（みどり企画課 横山） 
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●丹沢大山自然再生委員会 

 

丹沢大山自然再生委員会（以下、再生委員会）は、

丹沢の自然環境を保全し、見守りながら、豊かな自

然への再生を目指す団体です。「丹沢大山自然再生基

本構想」を受け、丹沢で活動する団体、企業、マスコ

ミ、専門家、行政などが参画して、平成 18年に設立

されました。 

再生委員会は、神奈川県の「丹沢大山自然再生計

画」の事業や企業が取り組む自然再生プロジェクト

など、多様な主体の協働による自然再生事業の評価

と支援を行っています。また、丹沢の自然環境の保

全・再生を目指して団体や企業などが行う県民参加

型の活動やイベントについて、共催・後援していま

す。 

神奈川県も一員として参加し、再生委員会と連携・

協働して、丹沢大山の自然再生に関する普及啓発や

情報提供などに取り組んでいます。SDGs の目標と

して掲げている「15 陸の豊かさも守ろう」にも寄

与する活動になります。 

再生委員会が設立されて 15 年が経過しました。現

在の丹沢は自然再生の道筋が見えてきた段階です。

例えば、高標高の自然林ではシカから植物を守る植

生保護柵の設置により次代を担う若木の成長や希少

植物の回復が見られるようになりました。また、柵外においてはシカの管理捕獲により 林床植生が一

部の地域で増加するようになりました。 

将来にわたって自然再生を継続するために、丹沢の自然を見続けるとともに、新たな知見や情報を発

信していきます。 

（委員長 勝山輝男  事務局 齊藤みなみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の自然再生事業を評価する現地検討会 

 

「よこはまワールドフェスタ」における普及啓発活動 
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●桂川・相模川流域協議会 

 

桂川・相模川流域協議会は山梨県山中湖から相

模湾河口までの流域を市民、事業者、行政で環境

保全をしている環境団体です。令和 2年から 3年

にかけてはコロナ過で実施できる事業が削減され

てしまいました。 

そのような中で、絶滅危惧種のカワラノギクの

保全再生、親子で川に親しむカヌ－やイカダ下

り、生きもの調べを行うみずがき養成講座、マイ

クロプラスチックに取り組むクリ－ンキャンペ－

ン、うなぎの生息調査などを実施し、今年度は森

をテーマにした流域シンポジウムをオンラインに

て開催しました。 

（倉橋 満知子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●厚木こども科学賞 

 

厚木こども科学賞は、㈱半導体エネルギー研究所（厚木市長谷）からの寄付で創設された「厚木市

SEL教育基金」をもとに、平成 21 年度から事業実施をしており、今回が 12回目となります（昨年度

は新型コロナウイルス感染症の影響に伴い中止）。 

学校や日常生活における自然科学分野の自由研究や科学作品の優れたものを表彰することで、子ども

たちに科学に対する興味・関心を高めてもらうほか、科学的な思考力や表現力を育んでもらうことを目

的としています。 

今年度は、市内の小・中学校から 489点の応募があり、本フォーラムでは「こども科学大賞（小学

生の部・中学生の部から各 1 点）」、「こども科学優秀賞（小学生の部・中学生の部から各 2 点）」の計 6

点の作品を展示します。 

（厚木市教育指導課） 
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第 21 回 さがみ自然フォーラム参加団体一覧
(五十音順)

番

号

団体・組織名 活動分野
SDGs

項目
所在地 代表者

掲

載

頁

メールアドレス ホームページ

A 市民団体 個人

1

あいかわ自然ネットワー

ク

植物 昆虫 両生爬

虫類 哺乳類 淡水

生物 生態系 自然

環境 里地里山環境

15
相模原市

南区
大木 悦子 12

aisizen@yahoo.co.jp http://aikawasizen.net/

2
あしがら冬みず田んぼの会 水田環境 12,15 小田原市 伊豆川 哲也 18

izkw_tetsuya@yahoo.co.jp https://www.facebook.com/fuyumizutanbonokai/

3
あつぎ環境市民の会 自然環境

1,2,3,4,5,6,7,11,

12,13,14,15
厚木市 井上 允 14

pxa05613@nifty.com http://atsugikankyo.g3.xrea.com/

4
あつぎこどもの森クラブ

植物 昆虫 両生爬虫

類 哺乳類 淡水生物

生態系 自然環境

4,7,11,

15,17
厚木市

会長

井上 允
16

atugikodomonomorikurabu@gmail.com https://atsugikodomonomori.com/

5

あつぎこどもの森クラブ

「水辺の生き物調査隊」

昆虫 両生爬虫類

淡水生物 生態系

自然環境

4,15 厚木市
隊長

諏訪部 晶
17

tyakasan51223@yahoo.co.jp

6

一般社団法人

あつぎ市民発電所
自然環境

7,11,

13,15
厚木市 遠藤 睦子 15

info@atsugi-shiminhatsudensho.net
mutsuko-endou@ayu.ne.jp

http://atsugi-shiminhatsudensho.net/

7

飯山農楽校（いいやまの

らっこ）
自然環境 15 厚木市 渡辺 一夫 15

https://ameblo.jp/iiyama-norakko/

8
荻野自然観察会 自然環境 15 厚木市 会長 齋藤遥希 19

ohec5760@yahoo.co.jp

9

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 ）

自然環境 15 厚木市 熊澤 光政 19

非公表 http://fanblogs.jp/ysp311/

10
荻野三つ沢の里山を守る会 自然環境 15 厚木市 東條 隆夫 20

非公表

11

神奈川ウォーター・ネット

ワーク（KWN）

淡水生物 生態系

自然環境
13 厚木市

理事兼事務局

金子 裕明
22

sumikura@mwe.biglobe.ne.jp

12

NPO 法人

神奈川県自然保護協会
自然環境全般

4,11,13,

14,15,17
厚木市

理事長

藤崎 英輔
24

nacs-kana-office01@eco-kana.org http://ww01.eco-kana.org/

13

神奈川トンボ調査・保全

ネットワーク

昆虫 淡水生物 生

態系 自然環境
4,15 厚木市 諏訪部 晶 25

tyakasan51223@yahoo.co.jp
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14

NPO 法人かながわフィー

ルドスタッフクラブ
自然環境 4,15 厚木市 大野 征一 21

非公表 http://www.npokfsc.com/

15

神奈川野生動物救護連絡

会

鳥 類 哺 乳 類

生態系 自然環

境

トビ 15

海ごみ

12,13,14

伊勢原市 葉山 久世 23

pcv@nifty.com wl-qgoren.main.jp

16

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

淡水生物 15
横浜市神

奈川区

発起人

小平 豊
33

kodaira@basil.ocn.ne.jp

Catch&Clean
https://catchandclean.naturum.ne.jp/
森と川と海を繋ぐ相模川サクラマス復活プロジェクト

https://blog.goo.ne.jp/moritokawatoumiwotunagu

17

コブハクチョウ調査グルー

プ

海生生物 自然環

境
15,17 伊勢原市 篠田 授樹 他 23

pcv@nifty.com

18

昆虫文化を子供たちに伝え

る会
昆虫

4,11,12,

15

相模原市

緑区
三宅 潔 26

kabuto-mushi@jcom.zaq.ne.jp https//ameblo.jp/netaroh-drone/thome 10113995256.html

19 サークル愛川自然観察会 自然環境 15 愛川町 山口 勇一 13

ya1ma1gu0chi4@ksh.biglobe.ne.jp http://www7b.biglobe.ne.jp/~aikawashizenkansatu/

20
里山をよみがえらせる会 自然環境 15 平塚市 会長 荒井啓三 27

keizo.a@me.scn-net.ne.jp www.tsuchiyasatoyama.sakura.ne.jp/

21

NPO 法人

自然塾丹沢ドン会

自然環境 棚田の復

元・米作り
12,15 秦野市 片桐 務 28

yumekoubou-t@nifty.com http://www.donkai.com

22
茅ヶ崎野外自然史博物館

植物 昆虫 両生爬

虫類 鳥類 哺乳類

淡水生物 生態系

自然環境

15 茅ヶ崎市

山口英雄

担当

事務局

渡辺 竜生

29

非公開 http://yagaihaku.blogspot.com/

23
ナカノ ジュンゴ

植物 昆虫 生態系

自然環境
15 厚木市

ナカノ ジュン

ゴ
30

q1781photo@gmail.com https://twitter.com/insect_handrail

24
七沢里山づくりの会 自然環境 15 厚木市 浅川 胤美 20

非公表

25

一般社団法人 日本オオ

カミ協会神奈川県支部

哺乳類 生態系 自

然環境
15 横須賀市 高木 英寿 31

takakihi@ozzio.jp https://www.japan-wolf.org

26

認定 NPO 法人 ホタル

のふるさと瀬上沢基金

植物 生態系 自然

環境
15.-2

横浜市港

南区
角田 東一 12

segamikikin@gmail.com segamikikin.org

27

みどりと清流のふるさと創

造委員会
自然環境 15 厚木市 小島 富司 33

非公表

28

NPO 法人

野生動物救護の会

鳥類 哺乳類 生

態系
15 秦野市

理事長

渡辺 優子
32

wildrelief@kanagawa-choju.sakura.ne.jp http://kanagawa-choju.sakura.ne.jp/

29
吉田 文雄 コケ類 自然環境 15 厚木市 吉田 文雄 34

非公表
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B 幼稚園 小学校 高等学校 大学

(校種別 五十音順)

1

学校法人 平岡学園

平岡幼稚園

植物 昆虫 両生爬虫

類 鳥 類 哺 乳 類

淡水生物 海生生物

生 態 系 自 然 環 境

幼児教育

4,15 平塚市
園長

堀田 佳之介
45

hiraokakinder@hiraoka-kg.com http://www.hiraoka-kg.com/

2

厚木市相川小学校
植物 生態系 自然環

境

3､

4,7,13,

14,15

厚木市 校長 八木 義之 37

aikawa-
es@edu.city.atsugi.kanagawa.jp

http://www.edu.city.atsugi.kanagawa.jp/aikawa-es/

3

厚木市立上荻野小学校 生態系 自然環境
4,9,11,

15,17
厚木市 校長 清水 良 37

kamiogino-

es@edu.city.atsugi.kanagawa.jp

http://www.edu.city.atsugi.kanagawa.jp/kamiogino-
es/

4
七沢希望の丘初等学校 鳥類 15 厚木市 校長 大谷 京司 36

nanasawa@nanasawa-kibou.jp http://www.nanasawa-kibou.jp/

5

光明学園相模原高等学校

理科研究部

昆虫 鳥類 哺乳類

淡水生物
15

相模原市

南区
下口 直久 38

shimoguchi@komyo.ed.jp

6

神奈川大学大学院理学研

究科理学専攻生物科学領

域・岩元明敏研究室

植物 昆虫 生態系 15 平塚市
教授

岩元 明敏
38

非公表 https://kenkyu.kanagawa-u.ac.jp/kuhp/KgApp?kyoinId=ymdigbsgggg

7

神奈川大学理学部化学科

西本研究室

自然環境 水 空気

土 分析化学

6,13,

14
平塚市 西本 右子 39

非公表 https://kenkyu.kanagawa-u.ac.jp/kuhp/KgApp?kyoinId=ymkbgdyiggg

8

慶應義塾大学一ノ瀬友博

研究室
哺乳類 15 藤沢市 湯浅 拓輝 41

hot-water.78-9@outlook.jp

9

慶應義塾大学一ノ瀬友博

研究室 看護ビオトープ

プロジェクト

生態系 自然環境 15 藤沢市 二川原 湧 40

yuboniga2019@keio.jp https://scrapbox.io/newstudent-sfcbiotop/

10

慶應義塾大学環境情報学部

一ノ瀬研究室

神奈川キツネプロジェクト

哺 乳 類 生 態 系

自然環境
15 藤沢市 田中 基彌 41

t19489mt＠sfc.keio.ac.jp

11

東海大学 教養学部 人間

環境学科 北野研究室

昆虫 両生爬虫類

淡水生物
14,15 平塚市 北野 忠 44

gengoroh@keyaki.cc.u-tokai.ac.jp

12

東京農業大学植物多様性

学研究室

植物 昆虫 哺乳類

生態系 自然環境
15 厚木市 三井 裕樹 43

y3mitsui@nodai.ac.jp

13

東京農業大学 野生動物

学研究室

哺乳類 生態系 自

然環境
15 厚木市 松林 尚志 42

matsubayashi.hisashi@gmail.com
sites.google.com/site/matsubayashihisashi/nodai-
wildlife-biology
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14

横浜国立大学地域連携推

進機構地域実践教育研究

センター

植物 生態系 自

然環境

4,13,14,

15

横浜市保

土ケ谷区
高見沢 実 39

chiiki@ynu.ac.jp https://chiiki.ynu.ac.jp

C 地方公共団体 公的団体

1
厚木市環境政策課 自然環境 11,13,15 厚木市

課長

飯田 和久
50

3100@city.atsugi.kanagawa.jp

2
厚木こども科学賞 自然環境 4 厚木市

厚木市

教育指導課
53

3100@city.atsugi.kanagawa.jp

3
桂川・相模川流域協議会 自然環境 6,15,17

横浜市・

都留市
53

http://katurasagami.net/

4

神奈川県自然環境保全課 生態系 自然環境 15,17
横浜市中

区

課長

広野 信明
48

furukawa.546@pref.kanagawa.jp
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/cnt/f126
55/index.html

5

神奈川県水産技術センター

内水面試験場

淡水生物 生態

系 自然環境

3,4,6,9,13,

14,15,17

相模原市

緑区

場長

原 日出夫
49

suguro.zqib@pref.kanagawa.jp
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1734/index.ht
ml

6

公益財団法人 かながわト

ラストみどり財団
自然環境 15 他

横浜市西

区

理事長

川本 守彦
51

midori@ktm.or.jp https://ktm.or.jp

7
丹沢大山自然再生委員会 自然環境 15

厚木市／神奈川県自然

環境保全センター内

委員長

勝山 輝男
52

info@tanzawasaisei.jp https://www.tanzawasaisei.jp/

8

ひらつか生物多様性

推進協議会

植物 昆虫 両生爬

虫類 鳥類 哺乳類

淡水生物 自然環境

14,15
平塚市／平塚市

環境保全課内

会長

荒井 啓三
48

k-hozen-event@city.hiratsuka.kanagawa.jp
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kankyo/
page64_00006.html
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さがみ自然フォーラム（旧名称：野生動植物保全フォーラム）これまでの経過

回 開催日 内 容 会場 ／参

加者

特記事項 社会の動き

１ 2002

8.11

準備会？

■自然保護情報交換

厚木市荻野

公民館

9団体

担当：荻野自然観

察会

「新・生物多様性

国家戦略」決定

「鳥獣の保護及び

狩猟の適正化に関

する法律」公布

２ 2002

10.26

■講演：「野生動植物の保全と市民の役割」

浜口哲一氏

■情報交換

厚木市荻野

公民館上荻

野分館

担当：荻野自然観

察会

大阪コミュニテイ

財団助成金

後援：荻野地区ふ

るさとづくり推進

協議会

３ 2003

7.15

■講演：「厚木市の環境行政」厚木市環境総務

課課長 澤地静夫氏

■情報交換

厚木市荻野

公民館

6団体

担当：荻野自然観

察会

「自然再生推進

法」施行

「神奈川県ニホン

ジカ保護管理計

画」及び

「同ニホンザル保

護管理計画」の策

定

４ 2004

7.3

■情報交換 海老名市中

央公民館

10団体

共同担当：河骨保

護の会、カワラノ

ギクを守る会、海

老名野草観察会

「特定外来生物に

よる生態系等に係

る被害の防止に関

する法律」公布

５ 2005

7.10

（午前）愛川町尾山耕地観察会

（午後）野生動植物保全フォーラム

■第一部 報告 愛川町の野生動植

物・自然環境について

愛川町のレッドデータ植物の現状

厚木植物会 山口勇一

八菅山・尾山耕地の生き物調査活動

あいかわ自然ネットワーク

大木悦子

八菅山・尾山耕地の鳥類調査について 佐

藤誠三

■第二部 参加団体発表・交流会

尾山耕地

愛川町中津

公民館

8団体

担当：あいかわ自

然ネットワーク

昼食

野草のてんぷら

「地球温暖化対策

の推進に関する法

律」全面施行

「かながわ水源環

境保全・再生施策

大綱」策定

「神奈川県環境基

本計画」改訂

10月

６ 2006

12.9

■講演「神奈川みどり計画」について 講師

湯朝 淳氏 神奈川県環境農政部緑政課副

課長

■県内各地の団体による活動報告

6団体

■総合討論「希少動植物をいかに守るか」

■参加団体によるポスター発表

厚木市ヤン

グコミュニ

ティーセン

ター

参加20団体

70名

主催：野生動植物保

全フォーラム運営

委員会

（事務担当：神奈川

県自然保護協会）

後援：神奈川県・厚

木市・かながわトラ

ストみどり財団

・神奈川県レッドデ

ータ生物調査報告

書

・「神奈川みどり計

画」策定

・「アライグマ防除

実施計画」策定

・「神奈川県景観条

例」施行

７ 2007

11.11

テーマ「身近な自然の保全・再生」

■講演「身近な自然の保全・再生活動」講師

勝呂尚之神奈川県水産技術センター内水面

試験場主任研究員

■県内各地の団体による事例発表

・生田緑地の谷戸とホトケドジョウを守る会

厚木市文化

会館

４階集会室

参加 80名

主催：神奈川県自然

保護協会

担当：野生動植物保

全フォーラム運営

委員会

「第2次神奈川県

ニホンジカ保護管

理計画」及び「第2

次ニホンザル保護

管理計画」策定

「丹沢大山保全計
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・酒匂川水系のメダカと生息地を守る会

・NPO法人丹沢ドン会

・NPO 法人神奈川ウォーター・ネットワー

ク

・荻野鳥獣観察会

■参加団体 ポスター発表

後援：神奈川県・厚

木市・かながわトラ

ストみどり財団

画」を「丹沢大山自

然再生計画」に改訂

「第三次生物多様

性国家戦略」決定

2008．9 アメリ

カ、リーマンブラザ

ーズ投資銀行経営

破綻

８ 2008

11.30

テーマ「身近な自然の保全・再生－改めて考え

よういきもののつながり－」

■講演「生物多様性の保全とは」講師 鷲谷

いづみ東京大学大学院教授 （保全生態学）

■県内各地の団体による活動報告

・相模川のカワラノギク復元(カワラノギクを

守る会、川又猛氏)

・田んぼの生きもの調査(あいかわ自然ネット

ワーク、大木悦子氏)

・丹沢のカモシカ（神奈川県自然保護協会、飯

村武氏）

・神奈川県の野鳥の現状（日本鳥類保護連盟、

室伏友三氏）

(総合討論)

■ポスター発表・情報交換

厚木市文化

会館

４階集会室

参加130名

主催：神奈川県自然

保護協会

担当：野生動植物保

全フォーラム運営

委員会

後援：神奈川県・厚

木市・かながわトラ

ストみどり財団

「生物多様性基本

法」公布

「神奈川県里地里

山の保全、再生及び

活用の促進に関す

る条例」施行

９ 2009

11.29

テーマ「豊かな自然の保全・再生

－身近な生き物とのつながりを知ろう－」

■講演「千葉県生物多様性戦略と生物多様性セ

ンターの活動」講師 浅田正彦 千葉県中央

博物館上席研究員兼千葉県生物多様性センタ

ー主査

■県内各地の団体による報告

・三浦三戸北川湿地から（三浦三戸自然環境

保全連絡会、横山一郎氏）

・相模川河川計画での生物多様性配慮(桂川・

相模川流域協議会、岡田一慶氏)

・外来種問題への取組(向上学園高校生物部、

部員諸氏)

(総合討論・情報交換)

■参加団体ポスター発表

厚木市文化

会館

４階集会室

参加90名

主催：神奈川県自然

保護協会

担当：野生動植物保

全フォーラム運営

委員会

後援：神奈川県・厚

木市・かながわトラ

ストみどり財団

｢神奈川県地球温暖

化対策推進条例」公

布・一部施行

「かながわ里地里

山保全等促進指針」

策定

10 2010

10.28

テーマ「豊かな自然の保全・再生－身近な生き

物とのつながりを知ろう－」

■講演「COP10 と日本のこれからの課題」

講師 川越久史 環境省生物多様性地球戦略

企画室室長補佐

■県内各地の団体による報告、情報交換

・もえぎ野「ふれあい樹林」での取組（横浜市

立もえぎ野小学校､児童の皆さん）

・住宅地に残った和と里やまの生物多様性（奈

良川の源流を守る会）

・金目川水系における魚類の生息状況（東海大

学北野研究室、自然環境課程の皆さん）

・遊んで学んで守る川（引地川かわくだりの会）

■ポスター発表

厚木市文化

会館

４階集会室

参加150名

主催：神奈川県自然

保護協会

担当：野生動植物保

全フォーラム運営

委員会

後援：神奈川県・厚

木市・かながわトラ

ストみどり財団

「地域における多

様な主体の連携に

よる生物の多様性

の保全のための活

動の促進等に関す

る法律」公布

「生物多様性国家

戦略2010」決定

生物多様性条約

第10 回締約国会

議（COP10） 名
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古屋

愛知目標採択

11 2011

11.20

テーマ「豊かな自然の保全・再生に若人の力

を！」

■講演「向上高校生物部の活動の広がり」—ス

トックホルムまでの道のり—」 講師園原

哲司氏 向上高等学校教諭（生物部顧問）

■パネルディスカッション「自然保護に関わる

人材の育成」

八城敬友氏（川名里山レンジャー隊）

園原哲司氏（向上学園高校教諭）

北野 忠氏（東海大学人間環境学科准教授）

向上学園高校生徒代表

■活動報告ポスターセッション 参加県内各団

体

厚木市文化

会館

４階集会室

参加120名

主催：神奈川県自然

保護協会

担当：野生動植物保

全フォーラム運営

委員会

後援：神奈川県・厚

木市・かながわトラ

ストみどり財団

東 日 本 大 震 災

（3/11) 福島第

1原発事故

生物多様性横浜行

動計画（ヨコハマｂ

プラン）策定4月

12 2012

2.9

テーマ「豊かな自然の保全・再生－外来生物

の現状を考える－」

■講演「外来種問題と駆除の実践から」 講師

苅部治紀 神奈川県立生命の星・地球博物館学

芸員

■各地からの報告

・厚木市やその周辺の外来植物の現状（厚木植物

会 長岡恂氏）

・愛川町尾山耕地のアメリカザリガニ対策（あい

かわ自然ネットワーク 諏訪部 晶氏）

・神奈川県のアライグマ問題（NPO 法人三浦半

島生物多様性 金田正人氏）

■活動報告ポスターセッション 県内参加各団

体

厚木市文化

会館

４階集会室

参加85名

主催：神奈川県自然

保護協会

担当：野生動植物保

全フォーラム運営

委員会

後援：神奈川県・厚

木市・かながわトラ

ストみどり財団

「第４次環境基本

計画」閣議決定 3

月

「神奈川県地球温

暖化対策推進条例」

一部改正

「第３次神奈川県

ニホンジカ保護管

理計画」及び「第３

次神奈川県ニホン

ザル保護管理計画」

策定

｢第２期丹沢大山自

然再生計画｣ 策定

13 2013

11.30

テーマ「豊かな自然の保全・再生－生物多様性

と私たちのくらし－」

■映画「流（ながれ）」

■生物多様性あつぎ戦略について 講師 厚木

市環境政策課 渡辺貴成氏

■現場からの報告

・山の現場から（秦野市森林組合専務理事 今

井栄氏）

・海の現場から（平塚市漁業協同組合総務主任

伏黒哲司氏）

・厚木市農業の現場から（神奈川県認定エコフ

ァーマー 鈴木新一氏）

・学校ビオトープの取組（厚木市立妻田小学校）

■活動報告ポスターセッション・情報交換 県

内参加各団体

厚木市文化

会館

小ホール

４階集会室

参加220名

主催：神奈川県自然

保護協会 担当：野

生動植物保全フォ

ーラム運営委員会

後援：環境省（国連

生物多様性の 10

年日本委員会）・神

奈川県・厚木市・か

ながわトラストみ

どり財団

生物多様性あつぎ

戦略 策定2013

年3月

「水銀に関する水

俣条約」採択

「地球温暖化対策

の推進に関する法

律の一部を改正す

る法律」公布

神奈川県海岸漂着

物等対策基金条例」

公布・施行

厚木市「(仮)健康こ

どもの森」計画事業

計画について要望

書提出 共同提出

団体 あいかわ自

然ネットワーク、あ

つぎ環境市民の会、

厚木植物会、荻野自

然観察会、神奈川昆

虫談話会。 9月
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14 2014

12.21

この年から名称を「さがみ自然フォーラム」

と改称。

テーマ「豊かな自然の保全・再生－里山を考え

る－」

■講演「環境ボランティア時代のまちづくり」

講師 進士五十八 東京農業大学名誉教授

■活動報告ポスターセッション

参加２３団体

厚木市文化

会館

小ホール

４階集会室

参加220名

共催：厚木市・神奈

川県自然保護協会

担当：さがみ自然フ

ォーラム運営委員

会

後援：神奈川県・か

ながわトラストみ

どり財団

生物多様性かわさ

き戦略～人と生き

物つながりプラン

～ 策定3月

「水循環基本法」公

布

「雨水の利用の推

進に関する法律」公

布

「鳥獣の保護及び

狩猟の適正化に関

する法律の一部を

改正する法律」公布

｢かながわ里地里山

保全等促進指針」改

定

2015年 水とみどりの基本

計画改訂版＝生物

多様性さがみはら

戦略＝ 3月策定

15 2016

2.1～16

テーマ

「豊かな自然の保全・再生－野生のいきものとど

う付きあうか－」

■展示

・企画展「野生動物と私たち」

・神奈川で活動する自然保護の仲間・学校の環境

活動

・神奈川県自然保護協会５０年史

・かながわの生物多様性ホットスポット

■講演会

・「神奈川・県央の鳥たち」藤井幹 日本鳥類保

護連盟調査研究室長

・「自然の中の私たち」～楽しい動物の鳴きまね

から自然を学ぶ～ 四代目江戸家猫八氏

■発表

・スライド映写会

（厚木市郷土資料館と共催）

「市民が撮った自然の営み」

・市内学校環境活動発表

学校法人内田学園七沢希望の丘初等学校

厚木市立上荻野小学校

あつぎ市民

交流プラザ

(アミューあ

つぎ内）

全期間

ギャラリー

１～４

2/11

アミュース

タジオ

2/13

アミュース

タジオ

参加1000名

(期間通算:

概算)

共催：厚木市・神奈

川県自然保護協会

担当：さがみ自然フ

ォーラム運営委員

会

後援：神奈川県・神

奈川県教育委員

会・日本自然保護協

会・日本鳥類保護連

盟・かながわトラス

トみどり財団・丹沢

大山自然再生委員

会

・パリ協定発効

・「地球温暖化対策

計画」閣議決定

・「地球温暖化対策

の推進に関する法

律の一部を改正す

る法律」施行

・かながわ生物多様

性計画－生きもの

の恵みを次の世代

へ－策定 3月

・新「神奈川県環境

基本計画」（計画期

間 2016-2025

年度）策定 3月

・「第３次神奈川県

アライグマ防除実

施計画」を策定

・「神奈川県地球温

暖化対策推進条例」

一部改正

・「神奈川県地球温

暖化対策計画」改定

・「第３期かながわ

水源環境保全・再生

実行５か年計画」策

定
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16 2017

2.9～13

テーマ

「豊かな自然の保全・再生」

■展示

・企画展「里山の成り立ちと文化を考える」

・神奈川で活動する自然保護の仲間・学校の環境

活動

・大学生の自然研究

・企業の環境活動

■講演会

・「里山を活かした公園づくり」倉本宣 明治大

学教授

■大学生・研究者発表

■活動発表

・市内学校環境活動発表

学校法人内田学園七沢希望の丘初等学校／厚木

市立上荻野小学校／厚木市立荻野小学校

あつぎ市民

交流プラザ

(アミューあ

つぎ内）

全期間

ギャラリー

１～３

映画 .com

シネマホー

ル112

共催：厚木市・神奈

川県自然保護協会

担当：さがみ自然フ

ォーラム運営委員

会

後援：神奈川県・神

奈川県教育委員

会・厚木市教育委員

会・国連生物多様性

の 10 年日本委員

会・日本自然保護協

会・かながわトラス

トみどり財団・桂

川・相模川流域協議

会・丹沢大山自然再

生委員会

・「水銀に関する水

俣条約」発効

・「第４次神奈川県

ニホンジカ管理計

画」及び「第４次神

奈川県ニホンザル

管理計画」策定

・「第 12 次神奈

川県鳥獣保護管理

事業計画」策定

・「第３期丹沢大山

自然再生計画」策定

16 ・スライド映写会（厚木市郷土資料館と共催）

「市民が撮った自然の営み」

■レジュメ集 ４0ｐ発行

参加850名

(期間通算:

概算)

・「神奈川県事務事

業温室効果ガス排

出抑制計画」を「神

奈川県庁温室効果

ガス抑制実行計画」

として改定

17 2018

2.8～12
テーマ

「豊かな自然の保全・再生－考えよう…外来生

物－」

■展示

・企画展「考えよう…外来生物」

・神奈川で活動する自然保護の仲間

・学校の環境活動／大学生の自然研究／企業の

環境活動

・行政機関・公的機関の環境活動

■シンポジウム

・「考えよう…外来生物」

基調講演 村上雄秀氏

パネリスト

岸一弘氏／勝呂尚之氏／葉山久世氏／山口勇

一氏

■学校、大学生・研究者発表

学校法人内田学園七沢希望の丘初等学校／厚

木市立上荻野小学校／法政大学女子高校／日

大／明治大

■活動発表

（株）フジタ／かながわトラストみどり財団

／日本オオカミ協会／企画展「考えよう…外

来生物」について

■レジュメ集 60ｐ発行

あつぎ市民

交流プラザ

(アミューあ

つぎ内）

全期間

ギャラリー

１～４

2/10
ミュージッ

クルーム２

ミュージッ

クルーム１

2/11

2/12

参加者

1000名

(期間通算:

概算)

共催：厚木市・神奈

川県自然保護協会

担当：さがみ自然フ

ォーラム運営委員

会

後援：神奈川県・神

奈川県教育委員

会・厚木市教育委員

会・国連生物多様性

の 10 年日本委員

会・日本自然保護協

会・かながわトラス

トみどり財団・桂

川・相模川流域協議

会・丹沢大山自然再

生委員会

・「第５次環境基本

計画」閣議決定

・「気候変動適応法」

公布・施行

・「気候変動適応計

画」閣議決定

・「神奈川県イノシ

シ管理計画」策定

・「第12次神奈川

県鳥獣保護管理事

業計画」変更

・｢かながわ里地里

山保全等促進指針」

改定

生物多様性横浜行

動計画（ヨコハマｂ

プ ラ ン ） 改 訂

2018.11
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18 2019

2.7～11

テーマ

「豊かな自然の保全・再生－生態系の再生－」

■展示

・企画展「生態系の再生」

・神奈川で活動する自然保護の仲間

・学校の環境活動／大学生の自然研究／企業の

環境活動

・行政機関・公的機関の環境活動

■講演会

・「生態系の再生」羽山伸一 日本獣医生命科学

大教授

■大学生・研究者発表

■学校、市民団体活動発表

■レジュメ集 52p発行

あつぎ市民

交流プラザ

(アミューあ

つぎ内）

全期間

ギャラリー

１～４

ルーム

502，503

参加者

900名

(期間通算:

概算)

共催：厚木市・神奈

川県自然保護協会

担当：さがみ自然フ

ォーラム運営委員

会

後援：神奈川県・神

奈川県教育委員

会・厚木市教育委員

会・国連生物多様性

の 10 年日本委員

会・日本自然保護協

会・かながわトラス

トみどり財団・桂川

相模川流域協議

会・丹沢大山自然再

生委員会

藤沢市生物多樣性

地域戦略（生きもの

の恵みを軸とした

藤沢のまちづくり）

6月策定

19 2020

2.6～11

テーマ

「豊かな自然の保全・再生－ムシをムシしてい

いの？－」

■展示

・企画展「ムシをムシしていいの？」

・神奈川で活動する自然保護の仲間

・学校の環境活動／大学の自然研究／企業の環

境活動

・行政機関・公的機関の環境活動

発表：自然保護団体 28 団体、大学生研究発表

17点、高校生研究発表2点、小中学校活動発表

3校、幼稚園1校、企業1社、県・市 5団体、

公的団体4団体

■映画会 赤とんぼがいない秋 3回上映

■市民団体活動発表 7団体

■大学生・研究者発表 大学５校 14 件 高 2

校2件

■講演会 ・「昆虫のいろいろと私たちのかかわ

り」岸一弘 茅ヶ崎野外自然史博物館顧問

■レジュメ集 84p発行

あつぎ市民

交流プラザ

(アミューあ

つぎ内）

ギャラリー

１～４

ルーム

502，503

参 加 者

1200名

(期間通算:

概算)

共催：厚木市・神奈

川県自然保護協会

担当：さがみ自然フ

ォーラム運営委員

会

後援：神奈川県・神

奈川県教育委員

会・厚木市教育委員

会・国連生物多様性

の 10 年日本委員

会・日本自然保護協

会・かながわトラス

トみどり財団・桂川

相模川流域協議

会・丹沢大山自然再

生委員会

3 月 新型コロナ

ウイルス感染症、緊

急事態宣言

生物多樣性愛知目

標10年で達成でき

たのは13目標中5

項目

20 2021

2.11

～15

テーマ

「豊かな自然を守り育てよう」

■展示 （新型コロナ対策で今回は展示のみ）

・企画展「20年の足跡とこれから」

～さがみ自然フォーラムの歴史を振り返る～

・神奈川で活動する自然保護の仲間

・学校の環境活動／大学の自然研究／企業の環

境活動

・行政機関・公的機関の環境活動

■レジュメ集 80p発行

新型コロナ

感染症拡大

による緊急

事態宣言発

令により、

展示は中

止。冊子の

み発行す

る。

共催：厚木市・神奈

川県自然保護協会

担当：さがみ自然フ

ォーラム運営委員

会

後援：神奈川県・神

奈川県教育委員

会・厚木市教育委員

会・国連生物多様性

の 10 年日本委員

会・日本自然保護協

会・かながわトラス

トみどり財団・桂川

相模川流域協議

会・丹沢大山自然再

生委員会

コロナウイルス感

染症収まらす

3 月 厚木市レッ

ドデータブック作

成
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