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河畔林の愛護活動にニホンミツバチの養蜂を組み合わせて
活性化を図る試み
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約

愛知県豊田市には，密生して川の眺めを遮っていた河畔林を切り開き，景観と親水性を維持する「水辺愛護会」
がある．水辺愛護会は地域に貢献してきたが，
高齢化やマンネリ化などの課題を抱えている．そこで，
百々
（どうど）
水辺愛護会を対象に，2017 年度から 3 年間，遊び仕事としてのニホンミツバチの養蜂を行い，会の活性化と地域
との関係強化につながるのか検討した．
愛護会会員にとって初めての養蜂であったが，中部 日本みつばちの会の指導により 3 年を経て愛護会単独で管
理ができるまでになった．会員へのアンケート結果から，養蜂は楽しみとなっており，活動の活性化に繋がりつ
つあることが明らかになった．採蜜会を実施するにあたり，地域学校共働本部と連携して近隣の小学校から参加
家族を募ったところ，その数は年々増加した．参加者へのアンケート結果から，採蜜会をきっかけに，ニホンミ
ツバチの役割や水辺愛護会の活動に興味を持つ可能性が示唆された．採蜜会に地域の小学生家族を招く取り組みは，
愛護会と地域との関係強化だけでなく，身近な自然への関心を高める環境教育の面からも重要であると考えられた．
今後はニホンミツバチが蜜を集めやすい環境づくりを目指し，ミツバチに優しい植生管理のあり方を愛護会活
動地で検討することを計画している．また，百々水辺愛護会と地域学校共働本部，中部 日本みつばちの会との関
係性を活かし，採蜜会だけでなく，ニホンミツバチの観察会や蜜源植物の勉強会など，土曜学習の子どもたちを
仲立ちとして地域住民を活動地に呼び込む取り組みを行い，それが愛護会活動の活性化に繋がるのか評価するこ
とを考えている．さらには，百々水辺愛護会を中心として，養蜂を希望する他の愛護会の活動を支援する体制づ
くりを進めていきたい．
キーワード：愛知県豊田市，矢作川，遊び仕事，地域学校共働本部

の拡大・密生化は景観上の問題だけでなく，生物相の単

はじめに

純化を招き，洪水時には流れを阻害してしまう防災上の

豊田市域を流れる矢作川は長さ 118 km，流域面積

危険性もある（古川ほか，2001；豊田市，2016；吉橋，
2017）．

1,830 ㎢ の 一 級 河 川 で あ る． 江 戸 期 か ら 昭 和 初 期 に

このような状況を改善するため，豊田市には矢作川と

かけて物流の大動脈として人々でにぎわい（豊田市，
2012），地域住民にとっては，竹を伐採したり，肥料や

その支流の河畔林をはじめ，ビオトープ等で竹伐りや草

飼料にする草を刈ったり，洗濯や魚釣り，川遊びをした

刈りなどの環境保全活動を行う住民ボランティア組織

りする場所として利用されていた（小川，2003）．しか

「水辺愛護会」がある．1993 年 4 月に最初の水辺愛護会

し，ダム建設や陸運の発達，水道の普及など高度経済成

が発足して以降その数は増加し，2019 年 4 月現在で 19

長期を境に生活様式が一変し，暮らしの中で川辺が使わ

団体約 620 人が会員として登録をしている．水辺愛護

れなくなる「川離れ」
（中村，2018）が進行した．これ

会は荒廃した川辺を市の河川課および矢作川研究所（以

と平行して，護岸として植栽されていた竹林が拡大･密

下，研究所と記す）と共働 1）で切り開き，景観を良くし，

生化し，川辺の風景は見通しの悪い状態になった．竹林

川まで人が近づける空間を維持して地域に貢献をしてき
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た（網倉・福島，2020；吉橋，2017；2020）
．植生管

する（図 1）．矢作川を利用した舟運の港として栄えた

理により林内に光が入り，植物などの多様性は増したと

古くからの集落と，自動車産業の成長を機に宅地開発さ

考えられる．しかし，活動には課題もある．竹木を皆伐

れた新興住宅地を含む，田畑が広がる地区である 3）（高

した草地では，農作業と同じやり方で芝生のように刈り

橋村誌編さん委員会，1985：高橋地域会議・高橋支所，

込む画一的な草刈が行われ，若木が育たず，草本に花が

2019）．

つかないということが起きがちであった．また，運営面

百々水辺愛護会（以下，愛護会と記す）は，荒れて竹

では，メンバーの固定化や会員構成の高齢化，人手不足

が覆いかぶさっていた川辺の散策路を整備するために

などにより活動の継続が困難な水辺愛護会も出はじめて

2003 年に設立された．上流や対岸ですでに活動してい

いる．景観や親水性を保つことが活動の主たる目的では

た水辺愛護会の存在にも刺激を受けての設立だった（澤

あるが，その他には「楽しみ・やる気の素」がないとい

井，2003）．活動地は，この地が物流の中継地だったこ

う声も聞かれた．会のあり方や，活動内容の見直しが急

とを物語る「百々貯木場跡」から下流側の約 500 m の

務となっている．

範囲である．散策路の途中には，かつて子どもの格好の

豊田市は，水辺愛護会の活性化と継続に向けた支援を

水遊び場だった岩場や 1950 年代に使われていた流れ橋

第 8 次豊田市総合計画の実践計画事業に位置付けてい

の橋脚の遺構がある．百々で生まれ育った会員にとって

る．豊田市の河川課に属する研究所は愛護会の運営面を

思い出深い場所である．2019 年 4 月現在，60 代と 70 代

支援するとともに，自然を活かした「楽しさ」を感じら

を中心に 20 人が会員登録し，毎月一回，春から秋にか

れる「遊び仕事」によって活動を活性化できないか，検

けては草刈り，冬は竹伐りを行っている．ごみ拾いやヤ

討している（洲崎・吉橋，2020）．遊び仕事とは，生業

ブツバキの保護作業も行っている（今井，2020）．

になるほどの収益は得られないものの，自然との深い関
2．取り組み内容

わりの中で楽しみながら恵みを得る活動のことで，山菜
採りやヘボ追い ，ニホンミツバチの養蜂などが挙げら

2017 年に巣箱を活動地近くの畑に設置した．百々地

れる（溝田，2014；2018；鬼頭，2007）
．遊び仕事は

区では，会員の親世代で農業の傍らニホンミツバチを

矢作川流域でも昔から行われてきた（古川，2008；新見，

飼っていた家が何軒かあったものの，会員のなかに養蜂

1979，洲崎，2019）
．

経験者はいなかった．そこで，名古屋市を中心にニホン

2）

養蜂は，地域の活性化や環境教育，緑化推進のツール

ミツバチ養蜂の普及・指導を行っている中部 日本みつ

として東京都銀座や北海道札幌市など全国各地の都市域

ばちの会の協力を得て，養蜂の基礎から実地での指導を

でも実践されており，その効果が明らかにされている（山

受けながら，愛護会が単独で管理できるまでの過程を記

田ほか，2011）
．特に，在来種であるニホンミツバチは，

録した．また，秋の採蜜会時に，会員と参加者を対象に

北海道を除く本州以南に生息し，昔から地域独自の方法

アンケートを行った．会員には養蜂についての思いなど

で飼育されてきた歴史があり，地域活性化や環境教育の
取り組みに活用されている（溝田，2013；2014；飯沼，
2010）
．そこで，愛護会が行う植生管理に遊び仕事とし
てニホンミツバチの養蜂を組み合わせ，採蜜を通した楽
しみを創り出して活動を活性化できないか百々水辺愛護
会を対象に検討した．また，平井小学校地域共働本部（以
下，地域学校共働本部）と連携して採蜜会に地域の親子
を招き，共にハチミツを味わうことで地域との関係強化
につながるかについても検討した．

豊田市

扶桑町

本稿では 2017 年度からの 3 年間の取り組みと成果，
課題について報告する．

百々町
平井町

方法
1．百々水辺愛護会と活動地
百々町は矢作川河口から約 43 km 上流の左岸に位置

図1
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を尋ね，参加者には，採蜜会が愛護会の活動に興味を持

巣箱を安定的に維持するためには，箱内の掃除だけで

つきっかけとなるかなどについて尋ねた．

なく，ニホンミツバチの気管に寄生して増殖し窒息死さ
せるアカリンダニ（前田ほか，2015）や巣箱を襲って

2 － 1． ニホンミツバチの管理

働きバチや幼虫などをエサにするスズメバチ類への対策

セイヨウミツバチによる一般的な養蜂では，効率的に

など，様々な管理が必要となる（付表 1）．ニホンミツ

採蜜できるよう巣枠式巣箱が使用される．この場合，定

バチはセイヨウミツバチに比べるとむやみに刺すことは

期的に巣枠を巣箱から取り出し遠心分離機にかけて採蜜

ないものの，扱い方や季節によっては刺す場合がある．

するため，ミツバチに与えるストレスが大きい（望月，

そこで，作業を行う際は必ず面布を付け，髪の毛や服の

2018）
．今回は，これらのストレスをできるだけ小さく

中に働きバチが入らないようにした．髪や服に入ってし

するため，重箱式巣箱を採用した（図 2）．重箱式巣箱

まうと「捕まった」と感じてニホンミツバチが攻撃して

では，蜜を貯蔵する場所が巣の上部に，花粉を貯めたり

くるためである．他にも，ニホンミツバチが近くに来て

幼虫を育てたりする場所がそれよりも下部に作られる．

も手で振り払わない，巣箱から出入りする働きバチの進

そのため蜜のみが溜まる上段を切り取って採蜜すること

路をふさがない，巣箱の掃除はゆっくり行う，採蜜で巣

ができ，幼虫を育てる場所が温存されるためハチへの負

枠を切り離す際や段増しで箱を重ねる際には働きバチを

担が少ない（望月，2018）
．

つぶさないようにする，餌が少ない冬は気が立っている
ので向かってくる様子があれば無理に作業をしない，な
どに留意しながら作業するよう心がけた．これらの管理
は年間を通して愛護会が主体となって行い，研究所の研
究員も頻繁に現地に通って支援を行った．また，巣に何
か異変が起きた場合などは，中部 日本みつばちの会に
指導をお願いした．
2 － 2．水辺愛護会会員へのアンケート
水辺愛護会の会員を対象として，ニホンミツバチの養
蜂についての作業や意識，愛護会活動への影響を調べる
ため，調査者が項目を読み上げて記入する形での質問紙
調査を行った（表 1）．調査は 2019 年 10 月 5 日の採蜜
会，および，11 月 10 日と 12 月 8 日の愛護会活動日に

図2 重
 箱式巣箱．

表1 水
 辺愛護会会員対象

実施した．

質問内容．

・愛護会活動の楽しみとなっているもの（こと）はありますか？
5 件法

・愛護会活動にやりがいを感じていますか？
・あなたはニホンミツバチの養蜂に関わっていますか？
・愛護会として養蜂を始めてから，活動の仕方に変化はありましたか？
・愛護会として養蜂を行うことは，愛護活動の「楽しみ」になっていますか？

5 件法

・養蜂を行うことで活動時に豊かな生き物の大切さを意識するようになると思いますか？

5 件法

・ニホンミツバチのために，一部の草を刈らずに残し，花が咲くのを見守るなどの植生管理に変わって
も良いと思いますか？

5 件法

・養蜂を行うことで，愛護会に対する，外部から見た魅力が増すと思いますか？

5 件法

・養蜂は新規会員が入会するための一つの要素（魅力）になると思いますか？

5 件法

・愛護会活動としての養蜂の課題や，養蜂への思いをおしえてください．
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2 － 3．採蜜会
2017 年から毎年 10 月に実施した採蜜会では，地域
で子どもを育成する「地域学校共働本部」と連携して，
参加する親子を募集した．
採蜜会は，まず，ニホンミツバチの生態や巣箱の構造，
農作物などの受粉に果たす役割などについて中部 日本
みつばちの会と研究所から説明し，その後に採蜜の様子
を見学してもらい，切り出した巣蜜の試食を行うという
手順で行った（付表 2）
．
2 － 4． 採蜜会参加家族へのアンケート
採蜜会に参加した小学生家族を対象として，ニホンミ
図3

ツバチやハチミツへの興味，愛護会の活動への意識を調

スズメバチの捕獲器．

べるため，質問紙による調査を行った（自記式）（表 2）．
調査は 2019 年 10 月 5 日の採蜜会で実施した．

結果
1．ニホンミツバチの管理
1 － 1．養蜂開始から 3 年間の経緯
当初，巣箱は愛護会活動地である河川敷に設置するこ
とを計画していた．しかし，ハチが人を刺す危険性があ
るため，活動地の近くにある会員所有の畑に巣箱を置く
ことになった．
2017 年 6 月，研究所が 2016 年から試験的に飼育管
理していた巣箱 1 つを畑に移設し，研究所と中部 日本
みつばちの会がサポートするかたちで養蜂を開始した．

表2 採
 蜜会参加者対象

図4

送風機（巣箱の中に入れる）
．

質問内容．

保護者対象
・採蜜会に参加したのはなぜですか？

選択式（3 つ回答）

・採蜜会に参加してニホンミツバチへの親しみがわきましたか？
・採蜜会に参加して良かったことはなんですか？

5 件法
選択式（3 つ回答）

・百々町内の矢作川の川辺にきたことはありましたか？
・主催団体の一つ，百々水辺愛護会について，採蜜会の案内を見る前からご存知でしたか？
5 件法

・百々水辺愛護会の活動について興味を持ちましたか？
・採蜜会についての感想をご自由にお書きください．

自由回答

子ども対象
・今日は楽しかったですか？

5 件法

・また来たいと思いますか？

5 件法

・矢作川の川辺の林をみんなが散歩できるように草を刈り，竹をきってニホンミツバチを育
てている会（百々水辺愛護会）のみなさんにメッセージを書いてください．

自由回答

保護者及び子ども対象
・ニホンミツバチについてはじめて知ったことをおしえてください．
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最初は巣箱内の掃除中に刺されることがあったものの，

増しをそれぞれ行った．10 月の採蜜会では 3 箱からそれ

ミツバチの様子を見ながらゆっくりと作業することで刺

ぞれ重箱 2 段ずつのハチミツを採取することができた．

されることはほとんど無くなった．7 月までは順調に維

採れたハチミツは，採蜜会での試食や持ち帰りのほか，

持できていたが，8 月に入ると働きバチの数が減り始め，

会員にも配布された．冬季にはアカリンダニの発生もな

やがてほとんどいなくなってしまった．その巣箱はあき

く，3 箱とも無事に冬越しすることができた．
2019 年は分蜂が盛んだった．
3 月下旬から 4 月中旬

らめて採蜜し，研究所が管理していた別の巣箱と置き換
えた．9 月にはたびたびオオスズメバチやコガタスズメ

にかけて，3 つの巣箱で合わせて 9 群の分蜂を確認した．

バチが飛来したものの，巣門に捕獲器を設置したことで

同じ日に 3 つの巣箱から分蜂したこともあり，対応に

被害が出ることはなかった（図 3）．この間に巣は順調

追われた．工務店を営む会員の協力により新しい巣箱と

に大きくなり，10 月には無事に採蜜会を行い，重箱 2

分蜂板を準備していたことから，これらを巣箱に取り

段分のハチミツを採取することができた．その後，冬季

込むことができた．9 群のうち 2 群は逃去したが 7 群は

にはメントールを入れた送風機を設置してアカリンダニ

定着し，元の巣箱と合わせて 10 群となった．このうち

を防ぎ，大きくハチの数を減らすことなく冬越しするこ

3 群を愛護会で管理し，残りは会員個人や地区外の希望

とができた（図 4）
．

者にお譲りした．この年も大きな問題なく 3 箱とも順

2018 年の 5 月には，把握できただけでも 4 回の分蜂

調に巣が大きくなり，10 月の採蜜会では 3 箱からそれ

が起こった．いずれも巣箱近くに設置した分蜂板に蜂球

ぞれ重箱 2 段ずつのハチミツを採取した．前年に比べ

をつくったことから，手際よく巣箱に取り込むことがで

るとハチミツの入りが悪く，採取量は少なかったが，前

きた．
3 群は研究所と愛護会で準備した巣箱に取り込み，

年同様，会員と参加家族に配布することができた．しか

残りの 1 群は地区外の希望者の巣箱に取り込んでお譲

し，その後，冬季にはメントールを巣箱内に付けていた

りした．愛護会が管理する巣箱は 4 つになり，それぞ

にもかかわらず，11 ～ 12 月に 3 箱中 2 箱でアカリンダ

れの箱は直線で 200m から 300m ほど離れるよう，百々

ニが発生し，翌年の 2 月までに 2 箱とも全滅した．前

町内の別々の場所に 1 箱ずつ置いた．5 月には 3 箱で働

年までアカリンダニの被害が無かったため，送風機を設

きバチが大量に死亡する原因不明の現象があったもの

置する時期が遅れてしまい，巣箱全体にメントールが行

の，その後持ち直した．また，7 月には 1 つの巣箱で群

き渡っていなかったことが原因と推測された．
2020 年 2

れごと巣を出てしまう「逃去」が起きた．ニホンミツバ

月時点で残った巣箱は 1 箱のみとなった．

チは神経質で移住性が高く，逃去がしばしば起こる（望
月，2018；中村，1996）．この時の逃去は，箱周辺の工

1 － 2．愛護会会員の関わり

事や畑の耕耘等に伴う振動，野焼きによる煙などのなん

初年度は，愛護会会長がほぼ単独で巣箱の管理を行う

らかの刺激が原因ではないかと考えられた．その後，3

結果となり，養蜂に関わった会員はごく少数だった．
2

箱は順調に巣が大きくなり，9 月上旬には重箱を足す段

年目になると，人手が必要な分蜂の捕獲や段増し，採蜜

図5 作
 業の様子．
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会などの機会を通じて徐々に参加する会員が増えた（図

思う

5）
．3 年目には，新たな巣箱や分蜂板の作成など，道具

やや思う

どちらともいえない

あまり思わない

思わない

会として養蜂を行うことは
活動の「楽しみ」となって
いますか

類の準備が愛護会の中で行われるようになり，研究所が
支援をしているものの，自立して養蜂ができる状態に

養蜂を行うことで活動時に豊
かな生き物の大切さを意識す
るようになると思いますか

なった．個人で養蜂をしたいということで，自前で巣箱

ニホンミツバチのために、
一部の草を刈らずに残し、
花が咲くのを見守るなどの
植生管理に変わっても良い
と思いますか

を作る会員も現れた． 養蜂に慣れて効率良く作業がで
きるようになった一方で，ミツバチへの警戒がおろそか
になり，面布を付けずに掃除や段増しの作業を行って顔

養蜂によって外部から見た
魅力が増すと思いますか

回りを刺される会員もあった．複数回刺されている会員
もいたが，養蜂をやめるほどのことではなく，継続して

養蜂は新規会員が入会する
ための魅力の一つになると
思いますか

養蜂に参加しているとのことだった．

0%

2．愛護会会員へのアンケート

図6

会員 20 人中，採蜜会や活動に参加していた 10 人か

20%

40%

60%

80%

100%

養蜂についての意識．

ら回答を得た．回答者は全員が男性で，年代別に見ると
60 代が 3 人，70 代が 7 人であった．活動歴は 10 年以

人），「会員同士のコミュニケーション」（2 人），「子ど

上 が 4 人，5 年 以 上 10 年 未 満 4 人，5 年 未 満 2 人 で

もたち，次の世代に情報を発信できている」（1 人）だっ

あった．

た．「養蜂を行うことで，活動時に豊かな生き物の大切
さを意識するようになる」と「思う」人が 8 人おり，生

2 － 1．愛護活動の楽しみとやりがい

物多様性を考えるきっかけとなっていると言えるが「植

「愛護活動の楽しみとなっているもの（こと）」が「あ

生管理を変えてもいい（一部の草を刈らずに残し，花が

る」8 人，
「ない」1 人，回答無しが 1 人だった．「ある」

咲くのを見守るなど）」とまで思える人は半数だった．
「養

の内容（自由記述）を分類すると 6 項目となり，多い

蜂によって外部から見た場合の魅力が増す」と思う人は

順に「会員同士のコミュニケーション」（4 人）「環境が

過半数だったが，「新規会員が入会するための魅力の一

よくなる」
（2 人）
，以下は一人ずつで「自然を感じる」
「き

つ」と思うかについては，「どちらともいえない」「あま

れいにできて人に感謝される」
「農業の情報交換ができ

り思わない」
「思わない」を足した人数（6 人）のほうが「思

る」
「採蜜会」となった．

う」「やや思う」より多かった．

2 － 2．養蜂への関わり

2 － 4．活動への影響

10 人中 5 人が養蜂に関わっており，作業回数は多い

「愛護会として養蜂を始めてからの活動の仕方」につ

人が年に 25 回以上，少ない人は年に 4 回と回答した．

いては「変化がある」が 3 人，
「ない」が 7 人だった．「あ

養蜂にかかる手間の「負担感」と「楽しみ」のバランス

る」の内容は，「お茶の木など，花の木を残すようにし

については，「手間と楽しみが同程度」が 2 人，
「楽し

ていた．それまでは間伐していた」などだった．

みが負担感を上回る」が 1 人，
「負担感が楽しみを上回
る」が 1 人，無回答 1 人だった．養蜂に関わってない 5

3．採蜜会
採蜜会は養蜂を開始した 2017 年から愛護会の主催で

人の会員は，その理由として「時間がない」，「誘われて
いない」などを挙げた．

毎年行った．勉強会や採蜜作業の見学については中部
日本みつばちの会と研究所が，巣蜜の試食については愛

2 － 3．養蜂への認識

護会が担当した．地域学校共働本部の土曜学習を通し

5 つの項目について 5 件法で尋ねた結果を図 6 に示

て参加した家族は，1 年目は一つの小学校に呼びかけて

す．養蜂は回答者の過半数の「楽しみ」
（10 人中「楽し

4 家族（定員 5 組），2 年目は 3 小学校に呼びかけて 15

みとなっていると思う」6 人，
「やや思う」2 人）となっ

家族（定員 10 組），翌年も 3 小学校から 27 家族（定員

ており，自由記述式の楽しみの内容は「蜜がとれる」（3

15 組）となり，毎年増加した．愛護会や中部 日本みつ

人）
，「ニホンミツバチの生態を知ることができる」（2

ばちの会，研究所も含めた全体の参加者は 2017 年が約
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図7 採
 蜜会の様子．

30 人，2018 年が約 50 人，2019 年が約 80 人だった．

子どもが行きたいと言った
から

2019 年は，研究所が勉強会を担当し，ニホンミツバ
チの生態や農作物の受粉に果たす役割，巣箱の構造など

子どもの教育の為

について説明した．低学年の子どもたちも多かったが，
巣の実物やニホンミツバチの液浸標本などを間近で観察

ハチミツに興味があるから

し，興味を持ってもらうことができた．採蜜作業の見学
ニホンミツバチに興味があ
るから

では，参加者がミツバチに刺されないよう，事前に巣箱
をメッシュテントに入れておき，そこで重箱の上段部を

養蜂と川辺の保全をする活
動に興味があるから

切り離す作業を行った．参加者はテントの外からメッ
シュ越しにその様子を見学した（図 7）．前年に比べる
とハチミツの採取量が少なかったため，3 箱から切り出

川辺の自然に興味があるか
ら

した重箱 6 段分のうち 4 段分を試食と持ち帰りに使用

その他

し，残りは瓶詰めにして会員に配布した．巣を切り分け
て行った試食では，大人だけでなく子どもたちからも「い

（n=21,3つを選択）

つものとは全然違っておいしい」
「味が濃いですね」等

図8

0

5

10

15

20 人

採蜜会の参加理由（保護者）
．

の感想があった．この年は参加者数が多く，安全の確保
が心配されたものの，誰一人ハチに刺されることなく，

者 21 人と子ども 27 人から回答を得ることができた．

無事に採蜜会を実施することができた．
4 － 1．保護者へのアンケート
4．採蜜会参加者へのアンケート

回答者は全員が初参加で，性別で見ると男性 8 人，
女性 13 人，年代で見ると 30 代が 6 人，40 代が 14 人，

採蜜会は，地域住民が愛護会の活動に興味を持つきっ

50 代が 1 人だった．

かけとなるのかを知るため，2019 年の採蜜会に参加し
た 27 組の小学生家族（保護者 32 人，子ども 36 人）を

まず，6 つの選択肢から 3 つを選ぶ方法で調査したと

対象に質問紙による意識調査を行った．このうち，保護

ころ，採蜜会に参加した理由については，21 人中 16 人
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表3 採
 蜜会に参加した保護者の感想（抜粋）．

ハチミツ・ニホンミツバチについて
・ハチミツがすごくおいしかった．
・我が家はハチミツがみんな好きなので採蜜会にとても興味を持ちました．
・とっても濃くてハチミツではない味がしました．
・大切なハチの巣を見せて頂き，ありがとうございました
・子どものこわがってばかりのハチへの対応が変わるといいです．
採蜜会について
・今日は貴重なお話と体験，ありがとうございました．
・また次回も参加したいと思った．
愛護会活動について
・近くに住んでいるのに知らないことばかりだなと思いました．他の活動にもいろいろ知りたいと思いました．
・いつも活動いただきありがとうございます．竹林間伐していただき感謝しています．

楽しくなかった
やや楽しかった

子どもが喜んだ
楽しかったか

楽しかった

子どもの教育になった
どちらでもない

ハチミツを試食できた
ニホンミツバチの生態を知
ることができた

あまり思わない 思わない

養蜂と川辺の保全をする活
動を知ることができた

0%

（n=27）

図10

川辺の自然のことを学べた

その他
（n=13,3つを選択）

やや
思う

思う

また来たいと思うか

20%

40%

60%

80%

100%

採蜜会の感想（子ども）
．

由記述）については 10 人が回答し，ハチミツやニホン
0

2

4

6

8

10

ミツバチについての他に，愛護会の活動に向けた「竹林

12 人

図9 採
 蜜会に参加してよかったこと（保護者）．

間伐していただき感謝しています」という記述もあっ
た（表 3）．

が「子どもが行きたいと言ったから」，13 人が「子ども
の教育の為」と回答し，
「ハチミツに興味があるから」
（8

４－２．子どもへのアンケート

人）
，
「ニホンミツバチに興味があるから」（6 人）と続

回答者は全員が初参加で，園児 1 人，1 年生が 4 人，
2 年生 6 人，3 年生が 2 人，4 年生が 5 人，5 年生が 1 人，

いた．
「養蜂と川辺の保全をする活動に興味があるから」

6 年生 6 人，不明 2 人だった．

「川辺の自然や活動に興味があるから」とした人は少な
かった（各 2 人）
（図 8）．また，採蜜会に参加してよかっ
たことについては，13 人中

4）

まず，5 件法により採蜜会の感想について調査したと

11 人が「子どもが喜んだ」

ころ，「採蜜会は楽しかったか」の問いに対して，「楽し

と回答し，次に「子どもの教育になった」という回答が

かった」が 21 人（78%），
「やや楽しかった」が 2 人（7%）

多かった（図 9）
．次に，5 件法により愛護会活動への

でほとんどの子どもが楽しかったと回答した（図 10）．

興味について調査したところ，回答した 14 人のうち，

「採蜜会にまた来たいか」の問いに対しては，「また来た

百々水辺愛護会のことを知っていたのは百々町が校区に

いと思う」が 20 人（74%），
「やや思う」が 4 人（15%）で，

入る小学校の保護者 2 人のみだったが，14 人全員が愛

ほとんどの子どもたちにとってまた来たいと思える時間

護会の活動に興味を持ったと回答した（「興味を持った」

だったことがわかった（図 10）．また，愛護会会員への

5 人，
「やや興味を持った」9 人）．また，採蜜会の感想（自

メッセージ（自由記述）については 24 人が回答し，養
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表4 採
 蜜会に参加した子どもから愛護会へのメッセージ（抜粋）
．

ハチミツ・ニホンミツバチについて
・ハチをそだてていてすごいなとおもいました．
・はちみつおいしかったです．
・これからもミツバチのミツを食べたいです．
・楽しかったからまたきたい．
・しぜんたのしいです．
・今日たいけんし，楽しかったからまたきたいです．
・ニホンミツバチのことをおしえてくれて，ありがとうございます．
・ちゃんと動植物を保護していて，すごいなあと思いました．もっともっとニホンミツバチを増やしてください．
・これからもおいしいハチミツを作るのをがんばってください．
愛護活動について
・川であそんでます．いつもありがとうございます．これからもよろしくおねがいします．
・いつも，ぼくたちの散歩できるように草をかってくれてありがとうございます．これからもおねがいします．
・これからも矢作川をきれいにしたり，ニホンミツバチを育てたりしてください！おうえんしています！

保護者

子ども

みに刺さない」が最も多く，21 人（78%）
，
「寿命」が 18
人（67%）で次に多かった．
「その他」として，
「みつは

ニホンミツバチの働きバチの寿
命は約30～40日

上の方の巣にある」
「はちみつはすごくあまくてあとあじ
ニホンミツバチの巣の様子

がくりみたい」
「女王ばちが大きい」などの回答があった．

ニホンミツバチ一匹が死ぬまで
に集める蜜の量はティスプーン
1杯程度

考察

ニホンミツバチはセイヨウミ
ツバチに比べるとおとなしく、
むやみに人を刺さない

愛護会会員の意識と愛護活動に及ぼす養蜂の効果
これまで，百々水辺愛護会は，矢作川河川敷の散策路

ニホンミツバチは植物が実をつ
けるための大切な役割を果たし
ている

の整備や自生するヤブツバキの保全を目的として草刈り
や竹伐りなどの活動を行ってきた．これにより，景観が

その他

よくなったなどの成果はあったものの，作業のマンネリ
0%

20%

40%

60%

80%

100%

化や負担感があり，そのためか会員にとっての楽しみは，

図11 ニ
 ホンミツバチについて初めて知ったこと．

愛護活動そのものよりも活動のために集まった会員同士
の交流に関連することが多かった．今回，活動にニホン

蜂や水辺愛護活動への感謝と励ましが記述された（表 4）
．

ミツバチの養蜂を取り入れたことで，蜜が採れるという
実益だけでなく，ニホンミツバチの生態を知ることがで

4 － 3．保護者及び子どもへの共通質問

きる，豊かな生き物の大切さを意識するようになった，

保護者および子どもたちを対象に「ニホンミツバチに

などの新しい楽しみを得ていることが明らかになった

ついて初めて知ったこと」について，選択式・複数回答

（図 6）．分蜂を楽しみに個人で巣箱を用意して待つ会員

可で質問した結果を図 11 に示す．保護者は 21 人中 20

も現れている．開始から 3 年を経て，巣箱の管理や分

人が回答し，最も多かった項目は「ニホンミツバチの働

蜂の捕獲，採蜜などの作業だけでなく，新しい巣箱の作

きバチの寿命は約 30 ～ 40 日である」
（16 人）（76%），

成や道具類の準備なども愛護会だけで行うことができる

次に「ニホンミツバチの巣の様子」
（15 人）
（71%）だった．

ようになっている．養蜂に直接関わっている会員はアン

「ニホンミツバチはセイヨウミツバチに比べおとなしく，

ケート回答者の半数とまだ少ないものの，養蜂は愛護会

むやみに人を刺さない」ことは半数が既に知っていた．

活動の一つとして定着しつつあり，会員のモチベーショ
ンアップの材料として一定の役割を果たしていると考え

「その他」の自由記入として「女王バチが巣の一つ一つ

られる．

に卵を産むこと」
「ハチミツ（生）のおいしさ」などの
回答があった．子どもは 27 人中 26 人が回答し「むや

当初，養蜂による愛護会活動の活性化にはハチミツを
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会員のなかで楽しむことが大切だと考えていた．しかし，

の重要性は高まっている．子どもたちが地域に関心を持

採蜜会で地域の親子が喜ぶ様子を間近に見ることも愛護

ち，身近な自然や文化にふれ，体験を通して学ぶ機会

会にとって手ごたえのあることであり，モチベーション

を増やす様々な取り組みが実践されている（降旗ほか，

の一つになっていることが示唆された．松野ら（2018）

2009）．山田ほか（2011）は全国の都市域で実施されて

は，
地域資源を地域活動や生活文化と関連づけることで，

いるミツバチプロジェクトの活動内容を調査し，養蜂に

維持管理の持続性を高める可能性があることを指摘して

よる環境教育は，生き物と触れあう機会を創出できる，

いる．百々でも，限られた住民によって進められてきた

ミツバチが植物の受粉や結実に果たす役割などの生態系

愛護会活動にニホンミツバチを取り入れることによっ

サービスをわかりやすく認識できる点で優れていること

て，
採蜜会を通した地域との繋がりが形成されつつある．

を指摘している．実際に，愛護会が行っている採蜜会は，

これをきっかけに愛護会活動の持続性が高まっていくこ

地域の親子が一緒に川辺へ行き，ミツバチの生態や役割

とが期待できるかもしれない．

を学びながら，「本物の巣を見てハチミツを食べる」「子

ニホンミツバチの養蜂が愛護会活動に受け入れられた

どもが地域の人々の活動に触れる」「百々の自然の豊か

背景の一つとして，農業をしている会員の存在が関係し

さを感じる」ものである．まさに環境教育における自然

ていると考えられる．自身が栽培するナスやキュウリ，

体験学習そのものと言えるだろう．
養蜂を材料とした体験学習で懸案となるのは「ミツバ

カボチャ，トウモロコシなどにミツバチが来ているのを
見たという話を複数の会員から聴くことがあった．また，

チは刺す」ということである．百々の採蜜会では，事前

最近では実の付き方が悪くなっており，花に集まる昆虫

の案内や当日のアナウンスで注意を促すなどの対策によ

が減っているせいではないかという会員もあった．ニホ

り，刺されるという被害は出ていない．しかし，ミツバ

ンミツバチの養蜂をきっかけとして，これまであまり意

チはそもそも身近に生息する生物であり，住民は常に刺

識していなかった訪花昆虫の受粉・結実に果たす役割を

される危険に晒されている．採蜜会での体験でニホンミ

実感することによって，普段の生活とニホンミツバチが

ツバチはむやみに刺さないことや遭遇した際に刺されな

リンクし，生き物の大切さを意識することに繋がったと

いための方法を学ぶことは，自然に潜む様々な危険との

考えられる．

向き合い方を考える上でも大切であると思われる．

一方，3 年間の養蜂では，ニホンミツバチを意識した

保護者に対するアンケートでは，14 人全員が愛護会

活動地での植生管理にまで結びつけることができなかっ

の活動に興味を持ったと回答した．採蜜会は参加家族が

た．河畔という自然を生かす植生管理の必要性は理解さ

愛護会に興味を持つきっかけとなっており，愛護会活動

れているものの，実際にどのように管理すれば良いのか

を広報する機会になりうることが示唆された．愛護会活

分からないというのが大きな障害になっていると考えら

動地を自然体験学習の場として活用できれば，より多く

れる．今後は養蜂と愛護会活動との関わりをより強くし

の地域住民を愛護会活動地に呼び込むことができ，活動

ていくため，ニホンミツバチが蜜を集めやすい環境づく

のアピールにつなげることができると期待される．百々

りを目指し，蜜源となる植物に意識を向けながら，ミツ

町内では，採蜜会の他にも地域環境団体によるタケノコ

バチに優しい植生管理のあり方を愛護会活動地で検討し

掘りなどが地域学校共働本部と連携して進められてお

ていく必要があるだろう．

り，地域で土曜学習をサポートする機運が高まってい
る．今後は採蜜会だけでなく，ニホンミツバチの観察会

採蜜会参加者の意識と採蜜会の意義

や蜜源植物の勉強会など，土曜学習と連携し子どもたち

採蜜会に参加する小学生家族の数は，1 年目の 4 家族

を仲立ちとして地域住民を活動地に呼び込む取り組みを

から，2 年目には 15 家族，3 年目には 27 家族と年々増

提案・実践したい。そしてそれらが愛護会活動の活性化，

加している．これは，採れたての巣蜜の試食や少しずつ

さらには新しい会員の増加に繋がるのか評価していき

切り分けた巣蜜を持ち帰ることできるという魅力がある

たい．

だけでなく，ミツバチに興味を持つ子どもたちへの環境
教育としての側面も寄与していることがアンケートの結

他の愛護会との連携に向けて

果から示唆された（図 8，図 9）
．
2003 年に「環境の保

ニホンミツバチの養蜂は，3 年間の取り組みを経て愛

全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法

護会活動の一つとして定着している一方，最悪の事態と

律」が公布されて以降，環境教育における自然体験学習

して群れの逃去やアカリンダニによる崩壊が起こった．
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群れをいい状態で維持できる確実な方法はなく，こまめ
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を行うことで愛護会同士の連携が深まり，活動の継続に
繋がることが期待できるかもしれない．今後は，これま
で経験を積んできた百々水辺愛護会と研究所が協力し
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注
1）市民と市が共通の目的を実現するために共に働くこと
を豊田市では「共働」と表記する．
2）クロスズメバチを追って巣を見つけて掘り出し，幼虫
やサナギを育てて食べる．
3）2019 年 4 月現在世帯数 319 戸
4）質問紙は両面あったが裏面を回答していない人が 7 人
いた．裏面を回答したのは 14 人だがこの項目では回
答要件を満たしていない人が 1 人いたため 13 人となっ
た．
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付表1 ニ
 ホンミツバチの管理．

項目

管理の内容

巣箱準備
春
夏
秋

巣箱の設置と段増し

ニホンミツバチの飼育は中部 日本みつばちの会の指導に基づき，重箱式巣箱を用い
て行った（図 2）．重箱式巣箱では，蜜を貯蔵する場所が巣の上部に，花粉を貯めたり
幼虫を育てたりする場所がそれよりも下部に作られる.そのため蜜のみが溜まる上段を
切り取って採蜜することができ，幼虫を育てる場所が温存されるためハチへの負担が
少ない．
巣箱は直射日光が当たりにくい木の陰などで，風通しのよい場所に置く（図 2）．
巣は大きくなるにつれて下方に伸びていくので，底板に達する前に最下段に重箱を
一段足す（段増し）．

分蜂の捕獲

ミツバチは 4 月から 5 月にかけて，分蜂により群を増やす性質がある．分蜂とは，
新しい女王蜂が生まれた際に古い女王蜂が働きバチの約半数を連れて巣を飛び出し，
新しい場所に巣を作ることである．分蜂を上手く捕まえれば，巣箱を増やすことがで
きる．巣から飛び出したハチは一時的に木の幹などに球状の塊（蜂球）を作ることから，
これを捕獲して新しい巣箱に定着させる．あらかじめ「分蜂板」と呼ばれる蜂球を作
りやすい道具を巣箱の近くに設置しておくと捕獲しやすい．
分蜂の 1 ヶ月ほど前から，雄バチが生まれ出たことを示す「雄蓋」が見られるよう
になる．分蜂は始まると約 2 週間のあいだに複数回起こることから，最初の分蜂を確
認することが重要となる．雄蓋の量が多くなってきたら分蜂が近い兆候なので，その
後はこまめに巣箱を確認する．

暑さ対策

暑さにより巣が落ちる危険があるので，巣箱は直射日光が当たりにくい木の陰など
で，風通しのよい場所に置く．時間帯により日光が当たりやすい場所では，日よけの
すだれをかけておく．

スズメバチ対策

スズメバチは巣門にとまって出入りする働きバチを捕らえたり，巣門を破って中に
入り，幼虫などを捕らえたりする．スズメバチが巣門に近づけないよう，ミツバチは
通れるがスズメバチは通れないメッシュサイズ（約 6mm）の網を入り口に取り付ける
（図 3），また，巣の外にねずみ取り用の粘着シートを置いて飛来するスズメバチを捕
らえるなどの対策を行う．

台風対策

重箱式巣箱は，段増しすると背が高くなるため不安定になりやすい．コンクリート
ブロックなどの重しをつける，近くの木とロープでつなぐ等の転倒防止策を行う．

採蜜

原則として蜜が最も多く溜まる秋に行う．セイタカアワダチソウの花粉が蜜に混ざ
ると独特な臭いが付いてしまうので，10 月上旬までに採蜜するのが望ましい．蜜の入
り具合は，箱をそっとたたいた時の響き具合で判断できる（スイカと同じ要領）．巣箱
の最上段と次の段の間にケレンで隙間を作り，そこに針金を巻きゆっくりと絞るよう
に引いて切り取る．枠から巣を切り出したら蜜蓋を取り除き，適当な大きさに切って
濾し布を敷いたざるに乗せ，垂れ落ちた蜜を集めて瓶などに詰める．巣は溶かして蜜
ろうにする．
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通年

スムシ対策

スムシ（ハチノスツヅリガの幼虫）はハチの巣を食べる害虫である．ハチの勢いが
強い場合は余り問題にならないが，分蜂やエサ不足などで働きバチの数が一時的に減
少した場合に巣を食い荒らすことがある．ハチへの影響が少なくスムシに効果的な微
生物製剤（B401）を月に 1 回～ 2 回程度，巣箱の外側や基台の内側に噴霧して対策する．
巣箱の底部に落ちた巣のカスは産卵場所やスムシのエサになることから，月に 1 回程
度は掻き出しておく．

アカリンダニ対策

アカリンダニはニホンミツバチの気管内に寄生して増殖するため，ミツバチは呼吸
が阻害されて正常に活動できなくなり，やがて死んでしまう．薄荷の成分であるメン
トールはアカリンダニを防除する作用があることから，メントールの結晶をメッシュ
の袋に入れて巣門近くの巣箱内に取り付ける．冬期に気温が下がった場合や段増しに
より巣箱が高くなった場合は，揮発したメントールが巣箱全体に行き渡らなくなるた
め，電池式のファン（図 4）を使用して拡散させる．
メントールは入れすぎるとミツバチが忌避して逃去することがあるので，季節に応
じて入れる量を調整するなどの工夫が必要である．

巣の「勢い」の確認

巣箱の管理のたびに，働きバチが減っていないか，動きが活発かどうか，巣は伸び
ているか，など群れや巣全体の「勢い」を確認する．巣箱内の様子は，巣門から鏡を
入れて観察する，または，カメラを差し入れて撮影するなどして確認する．
勢いがない場合は，女王バチがいなくなった可能性や害虫に入られた可能性がある．
勢いが盛り返さない場合は，アリやゴキブリにハチミツを盗られる前に採蜜し，巣箱
を片付ける．

付表2 採
 蜜会を実施する際の開催要領．

日時：2019 年 10 月 5 日（土）（荒天時延期 10 月 12 日（土））
主催：百々水辺愛護会，百々環境保全会
参加者：百々水辺愛護会，土曜学習参加者（地域学校共働本部が募集）
講師：中部 日本みつばちの会，豊田市矢作川研究所
会場：百々貯木場跡
時間
内容
内容詳細
使用物品
テント等の設営
テ ン ト（ メ ッ シ ュ 1 つ，
雨よけ日よけ用の簡易型
8：30 ～
準備
メッシュテント内で採蜜できるよう 2 つ）
，テント固定用の重
必要品を置く
石，机×２

10：00 ～

巣箱を移動

メッシュテント内に巣箱を移動する

針 金， コ テ， 網， 布 ガ ム
テープ，ロープ，ぞうきん，
ゴム手袋，面布，代わり
の巣箱，薬剤

採蜜会開始

開会挨拶

説明資料

解説
聴き取り
10：30 ～

採蜜

10：45 ～

ハチミツの配布
アンケート

11：30

担当
愛護会・研究所

みつばちの会・
愛護会・研究所
みつばちの会・
研究所

ニホンミツバチの生態，注意事項
愛護会会員への聴き取り
テント内で解説しながら採蜜

記入用紙
針 金， コ テ， 網， 布 ガ ム
テープ，ロープ，ぞうきん，
ゴム手袋，面布

研究所
みつばちの会・
研究所

ハチミツを取り分けて参加者に配布
し，試食

包丁，スプーン等

愛護会・研究所

愛護会会員と参加者に配布・回収

アンケート用紙 2 種類

研究所

採蜜会終了
採蜜

愛護会用のハチミツを採る

片づけ
＜その他準備物＞ 記録用カメラ，ポイズンリムーバー
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