会員・BA等投稿
水と緑・人・未来をつなぐ交流軸 香流川を活かした「まちづくり」

－調整池の近自然化－
1．はじめに
愛知県長久手市は名古屋市の東に位置する人口約
6万人の都市です。そして長久手市を源流とし、中心部
を東南から北西にかけて流れている一級普通河川が香
流川です。

ヤハギ緑化株式会社
緑化事業本部施工部
施工グループ係長
梅村 伸治

長久手市

2．整備の概要
今回紹介させていただく、弊社が施工した上池（近自
然調整池）は、住宅地のある公園西駅の南東に位置し、
愛・地球博記念公園や三ヶ峰丘陵などの自然と香流川
を結ぶ拠点となります。
また、ＩＫＥＡのある公園西駅北西側には近自然工法
で作られた1号公園がすでに整備され、南東側の上池
（今回施工）と隣接して下池公園の整備も行われまし
た。香流川、1号公園、上池（近自然調整池）、下池公園
との連続性が大変重要となる場所でもあります。
公園西駅周辺

長久手市は2011年3月に「長久手市環境基本計画」
を策定。2012年8月に「公園西駅周辺環境配慮型まち
づくり基本構想」、2013年5月に「公園西駅周辺環境配
慮型まちづくり整備計画」を策定しました。「人・コミュニ
ティー・自然がつながる持続可能で豊かな暮らしを基本
理念として、自然環境の豊かさを高め、低炭素社会への
転換を進めることなどを方向性としています。
また、学識経験者、愛知県、市民団体等からなる「香
流川整備計画検討委員会」を設置し、協議を重ねなが
ら2017年9月に自然環境の保全と都市的価値を高める
象徴として、市を東西に貫く香流川を次世代に継承する
財産とするため、「長久手市香流川整備計画」を策定
し、様々な計画を打ち出しました。
中でも愛・地球博記念公園西側一帯の愛知高速交
通東部丘陵線公園西駅周辺は、商業ゾーンに世界最
大の家具量販店ＩＫＥＡ（イケア）の誘致と、住宅ゾーン
の宅地開発などで多くの人が利用する整備計画の拠点
となる地域です。
そのような公園西駅周辺は近自然工法を主流とした
計画で、人や生物に優しい憩いの場所になるように駅
前広場の整備とし、「近自然のコンセプト」が考慮された
近自然公園や近自然調整池が設計されました。

イメージパース
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着工前

また、護岸法尻には寄せ土、置石によりアンジュレー
ショを付け、違和感のあるコンクリートブロックを隠すと共
に、自然な池形状と水際の多様性を創出。(写真②)

写真①

写真②

2020.11

高低差のある流入口は分散落差工によりステップ＆
プールを創出。(写真③)
池底が平坦な浅い箇所は、現状の湿地状態を活か
し、深みや浅瀬など変化のあるエコトーン・ビオトープ空
間を創出。(写真④)
植栽は、調整池内・調整池の周囲に自生種を中心と
し雑木林景観を創出。

3．整備の内容 上池(近自然調整池)の創出
1）施工前の調整池の状況
施工前の調整池護岸は、4面がコンクリートブロック積
みの護岸で直線的・人工的な景観となっており、池底
は、土で南側の流入口付近は水が溜まるように池底を
やや深くしている。調整池への流入口は、水面よりも高
い位置にあり、やや違和感がある。
全体に樹木植栽がされていないため多様な生物を
呼び込むことができない。
また、護岸天端にはヘデラ（外来種）が植栽され、調
整池内の水の浅い箇所には水生植物が一部植生して
いるが、エコトーンとなっておらず、水域と陸域が分断さ
れ、池底が平坦なため多様性がない。冠水頻度の少な
い北～東側は土砂が堆積し、草本類が繁茂すると予想
される。
以上の問題点を見直し、近自然コンセプトが考慮さ
れた設計となっています。
2）近自然調整池の整備
直線的・人工的な景観のコンクリートブロック積みの
護岸は、天端に自然石で凹凸を作り直線的な天端に変
化を付けた。(写真①)

写真③

写真④

以上の整備により、木の実を食べる鳥たちや昆虫な
どの多くの生きものが訪れるようになりました。
4．おわりに
長久手市は「長久手市香流川整備計画」で、香流川
を安全かつ貴重な都市空間として見直し、上流から豊
かな自然の息吹を市街地に呼び込み、香流川を活かし
たまちづくりを進めています。今回施工させていただい
た上池（近自然調整池）が公園西駅周辺の近自然公園
や周囲の自然とつながり合う拠点となり、多くの生物が
生息する空間になることを願っています。
施工協力
近自然技術研究所、
株式会社オリエンタルコンサルタンツ、株式会社鈴鍵

-13-

会員・BA等投稿

東ブータンの自然と野生植物
目に見えないコロナで、国外禁止は当然ながらGｏTo
キャンペーンと言われても国内の移動や人と会うことさえ
気を使う今年なので、気分を変えて、昨年旅した幸せの
国ブータンについて書いてみることにした。西ブータンは
国際空港もあり、道路やホテルなども整ってきているが、
東ブータンは道路事情が特に悪く、訪れる観光客もまだ
少なく、それ故に自然や野生植物が期待される。
ブータンの南側はインドに接し標高100m付近の亜熱
帯から北側はヒマラヤの7500ｍ付近の高山帯まで、標高
差は7000ｍに及んでいる。そして1000～2500m付近に
は、「照葉樹林文化論」や「栽培植物と農耕の起源」で有
名な中尾佐助大阪府立大名誉教授が1958年に調査・探
検（秘境ブータン、岩波現代文庫、中尾佐助著）された
照葉樹林帯が位置している。照葉樹林帯は西側のヒマラ
ヤ山脈の南麓部から、中国の雲南高地・揚子江の南側
を経て日本の西南部まで続き、東亜半月弧と呼ばれ東
アジアの暖温帯に広がっている。森林構成樹種はカシ、
シイ、クス、ツバキなどの照葉樹とそれに伴う植物は共通
の種が多い。それが民族の生活文化として、水さらしあく
抜き技法、茶の葉加工飲料、繭からの絹、ウルシ等の樹
液による漆器、柑橘とシソ類の栽培利用、麹を用いての
酒醸造など共通のものがあり、ブータンにも存在してい
る。また、中尾佐助教授の大阪府立大の教え子である西
岡京治氏が、当時の海外技術協力事業団・コロンボ計
画の農業指導専門家として1964年に新婚の里子夫人と
ブータンに赴任し、京治氏は1992年に病で亡くなるまで
28年間ブータンに尽くされた。これらのことは「ブータン
神秘の王国（西岡京治・里子著、NTT出版）」「ブータン
の花（中尾佐助・西岡京治著、朝日新聞社）」に記されて
おり、ブータンに興味が深まると共に感銘を受ける。
東ブータンには2019年5月19日～5月26日にかけて
「柴道昭氏と行く東ブータン 原生森林・野生植物・自然
観察ツアー」という好き者旅行であった。柴道氏は古くか
ら東南アジア各地から珍しい樹種を見つけて来ている人
で、ブータンで圃場まで作ったこともあるその方面の第1
人者である。
東ブータンには成田からインドのニューデリー国際空
港、更に東のアッサム州ガウハチ空港に飛び、そこから
陸路ブータン国境の街サムドウツプ・ジョンカルまで3時
間の長旅となる。アッサム州は平地を走るが、ブータンに
着いた途端に山が迎えてくれて標高差が始まる。そして
敬虔な仏教国であり統一された建物と色合いがとても
ブータンらしくインドとの違いが印象深い。
また、道ばたでイヌが平和そうに寝そべっているが、全
く人に吠えない。餌を与えているらしく野良犬がいないと
いう。これも仏教的である。男の子が3人生まれると1人は
お寺に預けてお坊さんになるというから、仏教が深く国民
になじんでいる。

日本ビオトープ協会
技術委員長・主席BA、
技術士・樹木医
直木 哲

図1 ブータンから西日本まで広がる照葉樹林帯

図2 ブータン全図と東ブータンの旅ルート（

写真1 サムドウツプ・ジョンカルの町並み
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）

サムドウツプ・ジョンカルに泊まり、翌日は内陸のタ
シガンに向う。標高300mからタシガンは1200ｍで登り
が続く。しばらくすると、随所にクリーム色のネムノキ
属（Albizia chinensis）が見られる。谷側の斜面で目
線より下方に見られると花と樹の特徴が満喫できる。
東ブータンはまだメイン幹線道路の整備途中で、
高低差が半端ではない山岳道路となり、急斜面に道
路幅の確保工事の真っ最中である。作業はインド人
により行われている。掘削土はそのまま下に落とすた
め写真4,5のように植生が破壊されている。昼休みの
1時間など指定された時間以外通過が不可能な地点
も毎日のようにあり、逆算して朝早く出発のことも多い
日が続く。インフラ整備はまだまだ緒に就いたばかり
で、長丁場の印象を受けた。
ブータンに多い植物の中にシャクナゲがあるが、
工事中の道路の先で最初のシャクナゲがのり面に垂
れるように現れた。白い花のマデニーであることが後
でわかった。次に現れたのはブータンマツ＝ヒマラヤ
ゴヨウで、秋になると前年の葉が黄変から褐変して落
葉する様はとても風情があるらしい。落ち葉も燃料、
冬の厩舎で敷き藁のように使われている。ブータンの
官庁にはまだ林野庁のような部門はなく、1年の決め
られた日に国民が総動員して山に苗木を植えるとの
ことであった。
次に現れたのは花の黄色いが濃い大木のヒマラヤ
ヤマボウシ。柴道さんは30年以上前にこのヤマボウ
シ16本を選び、更に大きく幅広の総苞片を持つ3個
体をマウンティンムーン（Cornus capitata‘Mountain
Moon’）と名付けた。ブータンの農場で親木から苗木
を作り、日本に移した。現地では半常緑であるが、日
本ではほとんど葉が落ちない常緑で、人気のある商
品として現在日本で流通している。ヤマボウシは日
本で見かけてもそれほど大きくはないが、現地の木
はかなりの大木で存在感があり、濃い黄色が樹木全
体を覆う様は素晴らしい。
こんな旅であるから、バスの中から絶えず外を見て
目が離せない。柴道さんがちょっと止まれと言うとバ
スはどこでもすぐに止まり、今度は何を見つけたのか
とみんな目をきらきらさせてバスを降りて続いて行く。
休憩場で見つけたのはヒマラヤの高山帯に分布する
ブルークローバー、1株であったがブルーが美しい。

写真2,3 黄色い花のネムノキ属 Albizia chinensis

写真4,5 道路工事・山岳道路、土砂を下へ落とす

写真6,7,8 工事後の斜面にシャクナゲ、マデニー
Rhododendron maddenii

図3 ブータンマツ＝ヒマラヤゴヨウ
Pinus griffthii=Pinus wallichiana

写真9,10 ヒマラヤヤマボウシ
Benthamidia（Corｎus）capitata Wall

写真11 ブルークローバー Parochetus communis

-15-

カリン（KHALING）村の近くで学校帰りの生徒に出
会った。ブータンの生徒はみんなカメラに素直に写っ
てくれて、はにかみながらも目がきらきらとして希望に
輝いていた。国は教育を無料化して力を注いでいる
という証であろう。平地がほとんど無いブータンは傾
斜のある土地を段々にして畑や水田にしている。
家々も農村に溶け込んだ仏教色で自然に調和して
いる。
崖面に大きなミツバチの巣がぶら下がっていた。
日本では見かけない光景である。松林のなかではナ
ナミゾサイチョウを見ることができた。存在感のある大
きさと首筋のカラーが特徴的である。
翌日はタシガシから最北の木地師の町タシヤン
ツェに向ったが途中の道路が崩れて中止、引き返し
西のモンガルへ。木地師とはろくろで木のお椀を作る
人で、加工したらざらざら葉っぱでやすりをかけ、漆
を塗るという。桑を食べない野生の蚕からの絹もあり、
とても日本に似ている。
引き返し地点では低山帯や亜熱帯林に分布するヒ
メツバキが小さい可憐な花を咲かせていた。西のモ
ンガルに向うのり面や荒れ地にはレモングラスが一面
生えており、そのオイルやスプレーを小さいながら製
造販売しているお店もあった。更に高度が上がると照
葉樹林帯（標高1500～2600ｍ付近）で深い常緑の森
が出現した。そこで柴道さんが言われていた真っ赤
な実のキズタ（アカミノキズタ）を見ることができた。
ブータンでは道に面した岩のくぼみなどに三角の
小さな塊を見かける。それはお墓を作らず、火葬の
灰を土と混ぜて108個作り、野外の雨の当らない所に
置き、輪廻転生で土に帰り生まれ変わると信じられて
いるからである。ホテルの庭で夕方虫を捕るロクショウ
ビタキを発見。
ホテルの入り口にマツの若木を切って何本も立て
てあった。それは貴人、客人を迎える儀式の意味で
‘シリゴウ’と言う。休憩所として周りを木（主に針葉
樹）で囲い、下に青松葉を敷くこともあるという。病人
が出ると門前に立てるなど、いずれも悪霊を防ぐ慣習
で、日本の門松が連想される。

写真12 カリン村

写真14 ミツバチの巣

写真13 帰宅途中

写真15 ナナミゾサイチョウ

写真16,17 ヒメツバキ（Schima wallichii）

写真18,19 のり面のレモングラスとそのオイル・スプレー

写真23 火葬の灰を土と混ぜ野外に置く 写真24 ロクショウビタキ

写真20 常緑の森
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写真21,22 アカミノキズタ

翌日はモンガルから標高3,740ｍのトムシン峠に
向う。目指すはシャクナゲであるが、途中でサトイモ
科のテンナンショウが現れた。ブータンでは低地から
標高2,000ｍ付近まで実にさまざまな葉の美しい種
や形が変わっているテンナンショウ属（Arisaema）が
あり、宝庫といわれている。塊茎を毒抜きし食用や飼
料に、葉をすりつぶして発酵させ干したものを食用
にするという。

写真27 針葉樹とシャクナゲ

写真25,26 ‘像の耳’Arisaema griffithii

標高2,800ｍ付近からは針葉樹の世界で、針葉樹
の中にシャクナゲが現れはじめた。3,740ｍの峠は酸
素が薄く軽い高山病になるほどである。峠を越えると
更に景色が一変し、モミやトウヒに混じって様々な
シャクナゲが現れた。樹高も1ｍから10m以上はあろ
うかと思われるものまである。花色も実にさまざまで
多様に分化し、思いがけない世界が広がる。開花時
期とぴったりであった日程に感謝で、旅の目的がか
なえられたと皆感激であった。
シャクナゲに続いて咲くのがサクラソウで、照葉樹
林帯の上部からその上の高山帯に広く分布し、牛や
ヤクも食べないため、6月から7月頃の高山帯には咲
き乱れるという。その最も普遍的な種類がプリムラ
デンティクラータで、峠を越えて少し下がった道ばた
に多く見られた。紫の濃いカルデリアーナも小規模
の群生がみられた。
深い感動を覚えながら峠を戻り下っていくと照葉
樹林帯に再会し、少し遅めの薄茶の新芽が萌えて
いた。
ブータンは標高100mの熱帯から亜熱帯、照葉樹
林帯、針葉樹林帯、高山植物帯そして7000ｍ級のヒ
マラヤ山脈まで垂直分布の国で、高度に沿って植物
の変化がある。
バスに乗っていても変わる景色から目が離せな
い。仏教国で生活様式や人の顔、肌も日本人とよく
似ており親しみを感じる。少し古い日本のようで、こ
れから発展して行こうという気持ちが伝わり、信頼さ
れている国王と国民の目線が一致していると感じ
た。
なお、植物の同定は同行の愛植物設計事務所山
本紀久会長の協力を得たものであり、心より感謝い
たします。

写真28 赤いシャクナゲRhododendron arboretum

写真29 トムシン峠の様々なシャクナゲ

写真30 Primula calderiana 写真31 P.denticulatha
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協会活動状況：各地区
各地区委員会 活動状況

全国8地区の地区委員会では、その土地に応じた様々な活動を活発に行っております。
今号では今年度の活動状況・計画や報告等についてお知らせいたします。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、状況をみながら開催を検討
（2020年12月15日現在）

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

北海道・東北地区活動計画・報告

委員長 佐竹 一秀 （株式会社 エコリス）

1．ビオトープアドバイザー（BA）認定試験研修会・仙台 新規、更新・スキルアップ研修会
（秋頃の予定⇒COVID-19の状況好転せずリスク回避のため、本年度見合わせ）
2．大槌町「農薬感受性ミズアオイ再生プロジェクト」支援
①埋土種子攪乱作業（4月実施） ②町策定計画との調整、活動協力（継続中）
③大槌自然学校との連携（9月町民観察会 ）
3．「慈恩寺ホタルの里づくり」の支援
①マコモ植付けの面積拡大(2000㎡) ②慈恩寺ハスの移植(Ｒ3年3月予定)
ミズアオイ（9月観察会）
③上流側の環境整備(5月実施及び7月) ④導水路の整備(5月完了)
4．いわき市三和町ホタル水路再生計画：三和小学校と整備計画の見直しを
行い、地域と連携しながら整備計画を進める。
①ホタル生息調査を７月に実施。②８月に５年生によるホタル水路の観察
会を実施。
5．活動を通しての会員拡大
マコモダケの収穫状況

4月攪乱後発芽した大槌ミズ
アオイ（7月3日撮影）

いわき市ホタル水路脇
河川の被害状況

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

関東地区活動計画・報告

委員長 砂押 一成 （株式会社 砂押園芸）

1．ビオトープフォーラム2020横浜 企画運営・・・中止
2．自治会・学校ビオトーププロジェクト継続支援実施
・村松小ビオトープ ホタル放流会（東海村）・・・職員対象実施
・長堀小4学年 ビオトープ学習会（ひたちなか市）・・・中止
・常葉台ビオトープ ホタル観賞会（ひたちなか市）・・・中止
・高野宿ビオトープ生物調査実施 計6回
3．ひたちなか市親水性中央公園ビオトープメンテナンス計画協力
4．水戸市立上大野小学校ビオトープ計画協力
5．Facebook等SNSを使った地区情報発信の継続での情報発信
※Facebook：「日本ビオトープ協会 関東支部」
6．他団体との情報連携強化
7．会員拡充
・個人会員1名2020.4入会（埼玉県）

カメムシの仲間

スジグロボタル
※高野宿生き物調査で
見つかった昆虫たち

ルリタテハ幼虫

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

北陸・信越地区活動計画・報告 委員長 久郷 愼治 （株式会社 久郷一樹園）
１．富山県ビオトープ協同組合との研修会の開催
2．富山県ビオトープ研究会との勉強会の開催
3．射水ビオトープ協会との研修会の開催
4．NPO法人きんたろう倶楽部へのビオトープ設計・施工協力
5．会員増強
法人会員の勧誘強化
近隣県（石川県・新潟県・長野県）の会員の獲得

BA認定試験研修会・富山（2019.10）

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

静岡地区活動計画・報告

委員長 藤浪 義之 （株式会社 藤浪造園）

1．講演・講習・視察会の開催
・用水池のかいぼり 7月23日（木祝）午前8:00～場所：静岡市清水区馬走
※静岡地区会員のみ参加者を募集して開催
＜NPO法人静岡自然環境復元協会との共催＞
2．麻機遊水地保全活用推進協議会の参加
・麻機湿原を保全する会主催 みずあおい、オニバス自生地攪乱作業 協力 5月29日 実施
・夜の昆虫観察会 8月22日実施 ・サクラタデ観察会 10月14日準備、17日観察会実施
3．「ホタル水路づくり研修会」への協力 6月5日
4．中町浄水場里山再生 指導及び協力 8月12日調査協力
5．静岡地区会の開催
6．会員の拡大

サクラタデ観察会

夜の昆虫観察会

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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各地区委員会 活動状況
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

中部地区活動計画・報告

委員長 青山 正尚 （太啓建設 株式会社）

1．中部ブロック会議の開催
2．BAスキルアップ研修会の開催
3．ビオトープ、生物多様性についてのイベントへの参加
→新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催見あわせ
4．豊田市立寿恵野小学校でビオトープ勉強会を開催
「寿恵野の自慢は地球の自慢！ビオトープの魅力発見発信大作戦！」
令和2年7月20日(月) 4年生各組ごとに開催 計115名参加
資料として協会冊子『ビオトープってなあに？』使用
5．協会本『ビオトープづくりの心と技』の販売活動
6．会員募集 法人・個人会員

小学校でのビオトープ勉強会

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

近畿地区活動計画・報告

委員長 西川 勝 （近江花勝造園 株式会社）

1．講師、江見和綽、地球市民の森のビオトープ地の調査研究を実施
年間通して（継続）
2．西の湖のヨシ焼共同（地主）による指導 2020.3.23
3．盤石跡地調査 2020.3～2021.3（ビオトープ池地）継続事業
4．蒲生野の湯地内のビオトープ池調査
5．竜王町貯水池、動物、植物調査、観察会
6．会員拡大

盤石跡地調査の様子
県RDB掲載種のコガマとマツカサススキを確認（左）
一方、外来種のピラカンサも確認された（右）

竜王町貯水池、動植物調査

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

中・四国地区活動計画・報告

委員長 梶岡 幹生 （株式会社 カジオカL．A）

1．国営備北丘陵公園にて「夏休み自由研究」が8月8日に開催されました。
3密を避けるために1回15人限定で、内容は昆虫標本つくりと植物標本つくりでした。
2．古鷹山ビオトープ
西日本豪雨で被災した江田島市の古鷹山ビオトープの復旧が地元の土木業者の
施工で進行中です。その後の観察会などを計画中。
（2月に復旧したビオトープへ切串小の生徒が植物の植え込みと観察会をする予定です）
3．ビオトープ出前授業
庄原市の東小でアサギマダラのマーキングと放蝶をしました。
4．地区会員の情報交換
5．ビオトープ事例集の拡販
6．新型コロナの感染予防にも対応した、取り組み方を検討中
7．会員拡大

植物標本づくり

アサギマダラの出前授業

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

九州地区活動計画・報告 委員長 田中 和紀 （内山緑地建設 株式会社 宮崎営業所）
1．BA会員研修・視察会
公園内で手掛けているビオトープの活動状況、維持管理手法を聞き、スキルアップに繋
げる。
2．学校ビオトープの事例報告会
BAが報告を兼ね主導で市民、学生なども参加してもらい「見る.知る.学ぶ」啓蒙を図る。
3．ビオトープ活動：BA更新研修会、PR活動
4．会員拡大
主席BA出前講座（2019.12）

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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連載コラム 里川のゆくえ
その3．野川（東京）、湧水が支える里川

農学博士、元東京農業大学
日本ビオトープ協会顧問

立川 周二

東京都の里川の多くが、姿を変え、暗渠となり、埋め立てられました。川が好きな者としては、「そ
れが都市化と言うもの」では、済まされません。貝塚（1979）が言うように、野川は「国分寺崖線の武蔵
野礫層から湧き出す湧水に養われた川」として、古多摩川の氾濫原である地層の立川ローム層上を流れ
ます。多摩川の名残川と言われる所以です。源流は国分寺市の日立製作所中央研究所にある大池と言わ
れています。国分寺市から小金井市、三鷹市、調布市、狛江市と、東京都の市部を縫うように流れ、世
田谷区二子玉川まで約20kmの流路を経て、母
なる多摩川に合流します。その傍らには、寄
り添うように武蔵野台地の樹林を残した崖線
が続き、崖からの湧水（ハケ）でつながって
います。まさしく野川に活力の清水を与える
アテンダントです。里川の要件は、人々との
つながりです。流域には野川を通じて組織さ
れた、自主的な民間の団体が多く在ります。
また個人の楽しみとして、ジョギング、ウ
オーキング、犬連れの散歩、野鳥撮影、植物
を愛でる、流れのガサガサ、虫捕り等々、天
気の良い休日にはかなりの人出となります。
小さな川ですが、それらに応じるだけの豊か
な生態系を残しています。次回は野川の自然
野川流域と景観地点
と課題について述べます。
（赤色の数字は下記の景観地点を示す）

1．源流、日立中央研究所の大池

2．上流、国分寺市鞍尾橋

3．上流、三鷹市やなぎ橋（野川公園）

4．上流、調布市御塔坂橋

5．下流、狛江市小足立橋

6．下流、世田谷区神明橋

7．下流、世田谷区喜多見大橋

8．下流、世田谷区吉沢橋
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9．下流、世田谷区二子玉川、多摩川合流点

編集後記
夏季開催予定の東京オリンピック・パラリンピック（TOKYO2020）では、ヒートアイランド緩和策が注視
され、市街地での屋上緑化や、ビオトープ空間の整備が注目を集めています。そのTOKYO2020は延
期されましたが、本号では「オリンピック・パラリンピックとビオトープ」をテーマに据え、環境や生態系の
観点から、TOKYO2020がどのような役割を担うのかについてまとめさせていただきました。
巻頭言では、ヤンマーミュージアム 山本昇館長より、TOKYO2020に寄せて、企業としての次の100
年、持続社会の実現に向けての意気込みと意義をご紹介いただきました。
小泉進次郎環境大臣よりいただいた特別寄稿では、TOKYO2020を契機にした脱酸素社会、分散化
社会への移行について、国や自治体の取組、企業の動向を詳細に解説いただきました。
その他、シリーズ「今さら聞けないSDGs」第二回目、立川先生のコラム「湧水が支える里川」、会員・
BA等投稿による実践報告や地区活動事例報告等、とても幅広く、濃い内容に仕上がったと自負してお
ります。ぜひご活用下さい。
コロナウイルスが終息しTOKYO2020が無事開催され、開催国として世界中の方々に、自然環境の素
晴らしさや、共存していく社会の在り方を考える機会になることを期待してやみません。
最後になりましたが、本誌発行にあたりご執筆いただきました先生方、執筆者の皆様に、心より感謝
申し上げます。
編集委員：情報委員 若月学・砂押一成、正副会長、総務委員、本部事務局

自然との共生をめざして一緒に活動しませんか。◇会員募集中◇
会員の種類
年会費

会員の特典

・法人正会員 この法人の目的に賛同して入会し、活動を推進する法人
・個人正会員 この法人の目的に賛同して入会し、活動を推進する個人
・法人正会員 １００，０００円
・個人正会員 １０，０００円
※10月以降3月末までのご入会は規程により、年会費は半期分となります。
・年２回発行の機関紙「ビオトープ」の入手。
・会員メーリングリストによりＥ－Ｍａｉｌによるシンポジウム、研修会等情報の入手。
・その他、地区活動への参加など。

入会手続き、入会申し込み用紙については、WEBページhttps://www.biotope.gr.jp/application/apply/
または下記本部事務局までメールかFAXでお問い合わせ下さい。
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