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岡崎市の湿地保全の取組

■市内の代表的な湿地

　岡崎市を代表する湿地として、北山湿地と小呂湿地があります。

　北山湿地は岡崎市の中南部に位置する池金町地内、標高１７０～

１９０mの低い尾根の谷間にあり、低い山ひだの間々から幾筋もの

小流がゆるやかな傾斜をもって流れ出しており、この小流が各所

で停滞するため大小１０数個の湿地が成立しています。市内でも

っとも古くから知られているミズゴケ類を主体とする湿地群で、

食虫植物のモウセンゴケ、トウカイコモウセンゴケおよびミミカ

キグサ類、ミズギクやコバノトンボソウなどが生育し、昆虫類で

は湿地特有のハッチョウトンボやヒメタイコウチなどが生息して

おり、ホトケドジョウやタゴガエルなども生息しています。

　小呂湿地は岡崎市小呂町の東部低丘陵地帯の谷間に開けた湿

地で、背後地は標

高１６０～１７０mの小

丘が連続してお

り、その間の休耕

田が長く放置され

たため再び湿地と

なっています。現

在ではオオミズゴ

ケを主体とする湿

地植物が豊富であ

りミズギボウシ、

サワギキョウ、カ

キランなどが生育

し、ハッチョウト

ンボやヒメタイコ

ウチなど希少な野

生動物の生息地と

してきわめて貴重

なものとなってい

ます。

■湿地保護の会発足

　この貴重な自然を守るため、本市では平成１２年度から北山湿

地及び小呂湿地の保全整備を、市民によるボランティア活動によ

り行ってきましたが、平成１９年３月には、このボランティアを

中心とした「おかざき湿地保護の会」が設立されました。この会

では、貴重な湿地の保全活動により、失われつつある湿地の特殊

な環境の保全と、絶滅が危惧される貴重種を始めとした湿地生

ハッチョウトンボ

お ろ



態系全般について保全を行い、湿地を岡崎市の歴史的

な自然資産として後世に継承するとともに、自然環境

の重要性と自然体験から学ぶ環境教育の必要性の啓発

等を行っています。

■主な活動

　おかざき湿地保護の会は市と協働して、毎月第１土

曜日に小呂湿地、第３土曜日に北山湿地の保全活動を

実施し、湿地固有植物を被圧する植物の除去、適度な

光を当てるための木の伐採、来訪者が歩きやすい木道

整備、動植物の保護看板・保護柵の設置等を行ってい

ます。毎年３月下旬から５月初旬には、北山湿地のギ

フチョウの発生状況及びカンアオイの生育状況を調査

しつつ監視活動を実施し、違法採取による減少を防止

しています。また、一般市民を対象とした北山湿地観

察会を実施し、動植物や保全整備の状況などを紹介し、

北山湿地を始めとする湿地の大切さや自然保護の必要

性を啓蒙しています。これらの活動内容は毎月１回開

催される会議において会員相互が情報交換し、話し合

湿地での作業

木道の整備

ホウネンエビ
　初夏から夏にかけて水田に発生し、背中を下

にして泳ぐのが特徴です。多く見られる年は豊

年になるという言い伝えからこの名がついてい

ます。今年は多かったのかマスコミなどでよく

取り上げられ、当研究所にも数回持ち込まれま

した。写真は体長１.５cmほどの個体を実体顕微鏡

で見た姿です。

矢作川のいきもの

いの上で決定しています。　

　このように、市民が自然の重要性と必要性を理解し、

自然環境保全のためにできることから行動し、現在の

自然環境を保全育成し将来に継承していくための活動

を展開して行くことが必要であり、それにはおかざき

湿地保護の会の活動が大切な役割を担っていると考え

ています。また、生物多様性保全のための種の保護施

策や自然環境保全のための活動場所の環境整備を行い、

市民及び活動団体と協働による保全活動が展開され、

生きものと共生する地域づくりがさらに推進されるこ

とが望まれます。

（あさい　たかお、岡崎市自然共生課）



「じさんじょの会」の活動

夏のバーベキュー、収穫祭、餅つきイベント、写真展

なども行っています。限られたスタッフであり大変で

すが、楽しみながら企画し実行しています。山地なの

で林業体験として間伐作業を行っていますが、農業体

験同様に都会の方からの応募が少なく困惑しています。

　この地域は「豊川」「矢作川」「男川」の分水嶺が

あり、都会の水源地となる水を育む森があります。少

しでも山林を手入れする事で、山は都会の水や空気を

守り続けます。森を知り、森を活かし、森の人々と交

流し、森を守ることを理解してもらうため、林業体験

を多く取入れていくことが重要な役割と受止めていま

す。ぜひ、多くの方にじさんじょの会の活動を理解し

ていただき、訪れ体験していただければ幸いでありま

す。

（おぎの　かずお、じさんじょの会 会長）

田んぼで農業体験 昔ながらの結婚式

荻野和夫

□ 地区住民の想いが「じさ
　んじょの会」設立へ
　・小学校存続の危機
　・高齢化も過疎化も止めら
　　れない
　・川魚の「じさんじょ」に
　　あやかる
　・遊休農地等提供者台帳の
　　整備
□茅葺の廃屋を活動拠点に
　・身近なところに町おこし
　　の資源を見出す
　・高齢者の活躍の場
　・宿泊可能な施設を作る
□ 活動を通して楽しめる組
　織づくり
　・年間契約の「村民」制度
　・観光地を目指すのではない
　・3つの委員会（特に女性
　　の力）

□イベントで注目を集める
　・昔ながらの結婚式を再現
　・田舎の暮らしを知っても
　　らう（農業、林業、こん
　　にゃく作り、そば作り、
　　布ぞうり作り体験など）
　・ジャズコンサートを恒例
　　行事に
□ 交流を通じて地域に活力
　が見えてきたこと
　・売店の効果
　・地元の良さを改めて認識
　　できたことで、活動に自信
□ いろりを「たまり場」に
　語り合う「将来の夢」
　・いかに楽しみながら暮ら
　　していけるか
　・最先端を行く田舎暮らし

「いつまでも完成しない
つくりつづける
ふるさとを目指す」

じさんじょの会の活動
　岡崎市の北東部に位置する「水と

みどりの森の駅　茅葺の里　千万町

茅葺屋敷」は、平成１４年度から旧額

田町が準備をして地域に残っていた

茅葦の母屋、隠居部屋、米蔵など６

つの屋敷からなる民間の施設を借り

受け、地元有志のじさんじょの会が管理運営をしてい

ます。この地域は高齢化も過疎化も止められない勢い

で、唯一の小学校が存続の危機を迎える中、地区住民

の想いが「会」設立のきっかけとなりました。

　じさんじょとは、川魚でハゼによく似た「ヨシノボ

リ」のことです。農薬や河川改修で絶滅の状態でした

が、数年前からじさんじょが増え、この地区も復活で

きるのでは？　と考え、会の名称を「じさんじょの会」

と名付けました。

　私たちの活動を紹介します。この廃屋を活動拠点と

して、身近なところにある町おこしの資源、昔からあ

った農産物を高齢者が畑や山林で育てて販売できる売

店を運営しています。都会の人との交流が出来ないか

と、簡易宿泊施設も作りました。現在の言葉で言うと

「地産地消」の取組と、観光が目的ではない体験型交

流施設として運営しています。

　活動を通して楽しめる組織づくりとして、企画運営・

自然環境・生活物産の３委員会でイベント内容などの

素案を作成し、役員会に提案し決定するという、とて

も行政的で難しいと思われることを何とか進めている

のが実情であります。田舎ぐらしを知ってもらおうと、

毎月１回程度のイベントを開催し、農業体験（いもの

植え付け、田植え、草刈り、稲刈り、脱穀）やこん

にゃく、そば、布ぞうり、五平餅、かしわ餅作り体験。

また、山里ハイキング、ジャズコンサート、七夕、真

ぜまんちょう



再生紙を使用しています

後記
　今年の「第４回 矢作川森の健康診断」が岡崎市域で開催されたのを機に、今回は岡崎市内で行われている湿地
保全と里山環境を生かした地域おこしの取組をご紹介しました。お隣同士でありながら豊田と岡崎の交流は活発
だったとは言い難く、これからもっと情報や人の行き来が進むことが望まれます。11年お釣土場水辺公園の管理
人をして下さった藤井さんには、生き物に対する豊富な知識と愛情に支えられたきめの細かい管理に深くお礼を
申し上げたいと思います。（洲）

表紙の写真：上（古鼡水辺公園 2000年 横井恭夫氏撮影）,  中（ツマグロイナゴモドキ 2004.7.11）,  下（オカトラノオ 1997.6.15）

つり ど ば

ヤブツバキ

ウラシマソウ

ホウチャクソウ

ヤブカンゾウ

ニリンソウ

藤井泰雄さん

『矢作川植物園』 お釣土場で学んだ11年
藤井泰雄

　私はこの豊かな生態系を自

分の手で維持したいと考え、

当時、矢作川研究所の主任研

究員をしていた田中蕃さん（故

人）と何度も話し合いを行い、

私の希望する管理手法を語り、

田中さんの意見を聞き、意思

統一をはかった。

　堤防を含めた河川敷の草刈

り管理は、機械を用いての一気刈りが普通に行なわれている。

この作業は植物の生長期を考慮せず、人間の都合のみで行

われているために、植生が単純化し、萩やワレモコウなど

の風情ある植物が姿を消し、一方でキリギリスなど叢を棲

み家とする昆虫たちに多大な影響を及ぼしている。こうし

た作業の弊害を防止するために、一気刈り、坊主刈りを排し、

刈り残し区域を設けるトラ刈

りや順刈りの手法を用いるこ

とにした。順刈りとは、全体

の作業区域を区分けし、日を

空けて作業を実施するトラ刈

りの変形である。

　鳥瞰図という言葉がある。

お釣土場での植物管理は、こ

れよりも目線をはるかに下へ

下げた草瞰図、虫瞰図の精神で行なってきた。視線を草本

類の高さに合わせることで、草刈の時期と方法を選ぶこと

ができる。はじめの5年間は鎌のみを用いた手作業で、いつ、

どこに、どんな植物が芽を出すか、観察と作業を並行させ

ながら行なった。これにより、全体の植生分布と成長の経

過が頭に入り、6年目からは草刈り機と鎌を併用するように

なった。それでも、観察の注

意力を怠ることはなかった。

　お釣土場の今は、豊かな植

生と多様な昆虫を育む楽園に

なっている。矢作川研究所総

括研究員の間野隆裕さんの調

査報告「豊田市都心部のチョ

ウ類群集（3）」（矢作川研究

No.11）に詳しく記されている。

天からの授かりものであるこの公園の姿を、次の10年間も

維持していただきたいものだ。

　最後になったが矢作川研究所主任研究員の洲崎燈子さん

には、「植物との付き合い方」のようなことを教わった。深

く感謝している。

（ふじい　やすお、前お釣土場水辺公園管理員）

くさむら

ちょうかんず

　お釣土場水辺公園が造成されて11年。私は、2年先輩の

中根義雄さんと二人でこの公園の管理を続けてきた。二人

とも、地元に残された特筆す

べき貴重な場所として、草本

類の刈り取り、マダケや樹木

の間伐などに細心の注意を払

いながら、管理の作業に汗を

流してきた。このたび一身上

の都合によりこの作業から退

いた。

　この水辺公園がある、川の

上流から渡し場─新土場─お釣土場と呼び名がつく地域は、

私には特別な場所である。お釣土場の川薮は中学生の頃、

母親と一緒に茶摘みをした想い出の場所である。竹や樹木

の葉で直射日光を遮られた下に伸びる茶の芽は柔らかく、

八十八夜の頃、先端の細い部分だけを摘んでいた。南京袋

に一杯の葉を加工して得られるお茶は、ほんの一握りであ

った。夏には魚釣りや水泳な

どの川遊びに明け暮れた懐か

しい所だ。特に新土場は、大

きなウナギが釣れる楽しい場

所であった。自家製の最高級

の煎茶を飲み、天然の大ウナ

ギを食することは、当時とし

ては唯一の楽しみ、贅沢であ

ったような気がする。

　ここが貴重な植物、珍しい種類の植物が生育する特異な

場所であることを知ったのは、「公園完成後に管理員をや

らないか」と声をかけられ、工事中の現地に足を踏み入れ、

さまざまな植物の様子を見たり、人の話を聞いたことによる。

　ヤブツバキや茶の木の群生をはじめ、山地の落葉樹の林

床に生育するニリンソウ、ウラシマソウ等の植物が何故こ

こにあるのか。その昔、洪水

によって流されてきた株か種

子がここに漂着し根をおろし

たと考えられる。人の手に委

ねられず、自然の力によって

形成された、珍しい植物の群

落は、矢作川流域はもとより、

他の河川に於いても類をみな

いかけがえのない宝物であろ

う。まさしく天然の植物園である。


