会員・BA等投稿

ビオトープでの幼児の自然遊びとその教育効果
1．幼児のビオトープ環境での自然遊びの調査
私達は、宮崎県都城市にある南九州大学環境園芸
学部環境園芸学科（造園学分野）の4年生7名です。そ
して現在、造園計画研究室（担当教員は関西剛康教
授）に所属しています。
造園計画研究室では昨年度、私達も調査協力して、
宮崎県北諸県郡三股町にある社会福祉法人心耕福祉
会「ひかりの森こども園」のビオトープ型屋外教育施設
「ふれあいビオトープガーデン」（図－1）で遊ぶ就学前
の2～5歳の幼児を対象に、ビオトープでの自然遊びと
その教育効果の一端を解明するために調査を行いまし
た。
調査手法は、アンケート調査が難しい幼児ですの
で、実際の自然遊びの行動や様子を観察して記録しま
した。そして、その自然遊びの内容を分析して、幼児の
発達にどのような影響を与えているのかを考察しまし
た。

南九州大学 環境園芸学部 環境園芸学科
造園計画研究室4年生
伊藤 智・NGUYEN VAN DAO・久米 晃平・
小松 時也・佐中 悠介・代 仁成・森 麻里乃
りしていました。捕まえた昆虫を虫籠に移し、種類を特
定して昆虫の観察していました。
また、植物の花や葉っぱに興味を抱き、小石、木片
等を集めたり、集めたそれらを用いておままごとをした
りした自然遊びをしていました（写真－1）。

2．ビオト－プ型屋外教育施設の概要
ひかりの森こども園では、豊かな自然環境に触れて
のびのびと育てる幼児教育を心掛けています。この教
育理念を実現するために、造園計画研究室が計画設
計の協力をして、10年前の平成24（2012）年4月に、①
草地型ビオトープ（原っぱエリア）と②水辺型ビオトープ
（水辺エリア）の2タイプで構成されているビオトープ型
屋外教育施設を整備しました。
ち な み に、こ の ビ オ ト ー プ は、当 協 会 か ら 平 成 26
（2014）年度に「学校ビオトープ大賞」を授与されていま
す。
写真－1 昆虫採集や自然探索、おままごとを行う幼児

2）水辺型ビオトープ（水辺エリア）での自然遊び
池や流れでは、池の水生植物や流れの自然石の下
の小魚やエビ等の水生生物が潜んでいそうな場所に
あたりをつけて、器用に網等の道具を使って捕まえて
いました。捕まえた生物はトロ舟に事前に水を溜めて
おき、そこに移して観察をし、さらに図鑑で種類の特定
を試みていました（写真－2）。
これら生物を捕まえる際には、不安定な自然石の上
に乗ってバランスを取りながら捕まえている場面や、板
木の橋や自然石を伝って、池の対岸にバランスを取り
ながら移動するワイルドに自然遊びを行う幼児の姿を
目にして、運動神経も徐々に高まる自然のアトラクショ
ンになっているようでした。

図－1 ビオトープ型屋外教育施設の基本計画平面図

3．ビオトープ型屋外教育施設での自然遊びの内容
（1）主な自然遊びの内容
調査の結果、主な幼児の自然遊びは、①生物や植
物 の 採 集、② 池 泉 や 流 れ で の 自 然 遊 び、③ 植 物 を
使ったおままごと、④用意されている道具を使った自然
遊び、⑤ビオトープ内の探索等の自然遊び行動の5つ
でした。
（2）2つのエリアにおける自然遊びの内容
1）草地型ビオトープ（原っぱエリア）での自然遊び
このエリアでの幼児らの自然遊びは、自然石をひっく
り返して裏側にいる生物や、網を使って昆虫を捕まえた

写真－2 水生生物を捕獲して観察する幼児
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（3）年間を通しての自然遊びの内容
春期は、主に色々な種類の植物の花を集めておま
まごとに利用していました。また、保育士に渡して花輪
を作ってもらうこともありました。バッタを虫網で採り、自
然石をひっくり返してアリの巣を探していました。
夏期は、水辺で遊ぶ幼児が増え、アメンボや小エビ
等の多様な水生生物を捕まえ、トロ舟や水槽に移して
種類や行動を観察していました。池や流れに足を入れ
て涼んでいる幼児もいました。
秋期は、トンボ等の昆虫を虫網で捕まえていました。
冬期は、水辺エリアで遊ぶ幼児が減少しますが、
原っぱエリアで遊ぶ幼児らが増え、遊びもかけっこ等
の体を動かす遊びが増えました。また、焚火は薪の他
にも、園児が自ら枯草をちぎって燃やしていました。
年間を通じた調査の結果、季節変化によって、幼児
の行動は極端に変わることはありませんでした。基本
的に生息している生物を捕まえて観察して、草地に植
生している草花（枯草も含む）を採集し、おままごと等
に利用していました。季節の変化に伴いビオトープ環
境内の気候の変化は勿論、植生や生息する生物の種
類が変化することで、幼児はそれぞれの季節ごとの生
物や植物と実際に触れ合い、生態や特徴を直接学ぶ
ことで自然環境への理解を深めることが出来ていると
考えられました（写真－3）。

▲春期：石下の生物を探索

このことから幼児は、ビオトープ内での活動を通して、
社会性や知性をより高度なものに成長させていました。

▲板木を渡れない2～3歳児(左)と渡れる4～5歳児(右)

▲1人で採集する2～3歳児(左)と複数協力の4～5歳児(右)
写真－4 年齢差による行動の成長度合

4．豊かな自然環境で行う幼児教育の可能性
今回の調査から、幼児はビオトープ環境を利用して、
様々な自然遊びをしていることが判明しました。なかで
も昆虫や水生生物に対して全年齢を通して強い興味関
心を抱いていたことに驚かされました。幼児の生物を捕
まえるための様々な行動は、幼児の身体や知性の発達
に好影響を及ぼしていると考えます。4～5歳児の自然
遊びの中には時間の経過につれ、遊びをより高度なも
のに進化させていました。例えば、池や流れに生息する
生物を捕まえる手段として、最初は網で直接生物を捕
まえていたのが、次の調査では網を橋に立てかけ、生
物が入り込むための罠を仕掛けており、その成果につ
いて聞いたところ、実際に生物を捕まえられることが可
能とのことで、幼児の知能と経験の成長が伺えました。
季節の変化に伴い、植生や生息する生物の種類が変
化することで、幼児はそれぞれの季節ごとの生物や植
物と実際に触れ合い、生態や特徴を直接学べることで
自然環境への理解を深めることが出来ていました。
幼児の遊びや行動には、年齢によって相違が見られ
ました。2～3歳の幼児は、身を守る本能から集団で行
動することが多かった一方で、協力して1つの物事を行
うような行動は確認できませんでした。しかし、4～5歳の
幼児は身体や知能の発育に伴い行動範囲が拡大し、
より多様な自然遊びを行っていました。同じ行動をする
幼児同士でグループを形成し、1つの目的に対してそ
れぞれ役割分担をして行動して、目的に対して、どうア
プローチをすればより簡単にそれを達成できるかを考え
て実践していました。
以上の観点から、ビオトープ型屋外教育施設を幼児
教育機関で取り入れることは、幼児の身体・知性・社会
性等の発育・発達に対して有効であると考えます。

▲夏期：池で水生生物を捕獲

▲秋期：草地の生物を探索
▲冬期：枯草の焚火
写真－3 四季折々で自然遊びをする幼児

（4）年齢差による自然遊びの変化
幼児の自然遊びは、年齢によって相違が見られまし
た。2～3歳（年少組）の幼児らは、身を守る本能から集
団で行動することが多かった一方で、協力して1つの物
事を行うような行動は確認できませんでした。4～5歳
（年長組）の幼児は身体や知能の発育に伴い行動範
囲が拡大し、より多様で高度な自然遊びを行っていま
した。同じ行動をする幼児同士でグループを形成し、1
つの目的に対してそれぞれ役割分担をして行動して
いました。また、目的に対して、どうアプローチをすれ
ばより簡単にそれを達成できるかを考えて実践しても
いました。
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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
（2022年7月20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
日時：2022年11月24日（木）～11月26日（土） ※26日は自由参加、見学会
会場：東北大学青葉山新キャンパス 見学：地底の森ミュージアムビオトープ
2．協会後援のシンポジウム参加及び地区支援事業の視察
国際シンポジウム
6/5「国際シンポジウム2022大船渡」に参加、翌6/6陸前高田市の「東日本大震災津波伝承館」及び「復興祈念公園」の視
察、大槌町の「郷土財活用湧水エリア・ビオトープ」を町議臼澤良一氏の案内で視察
3．大槌町「ミズアオイの池をみんなで守る会（臼澤良一会長・4月23日結成）」支援
①湧水池埋土種子攪乱作業・ヤナギ挿し木及び木道設置作業
②エリアの草刈りと観察会（6月26日実施） ③ミズアオイを食べる会（7月）
④開花時期に合わせて町民対象の観察会開催(9月)
4．寒河江慈恩寺「ホタルの里プロジェクト」の支援
①マコモダケ水田の維持管理 ②ビオト－プゾーン内ハス池の整備
③「里山と環境保全」に関する小学生対象のセミナ－及び視察会の開催
大槌町
慈恩寺
4．いわき市三和町「ホタル水路再生計画」の支援
①ホタルの生息調査・捕獲(7月実施予定)・小学校主催ホタル放流会の実施
②三和小学校児童によるカワニナの繁殖(前年度より継続実施) ③ホタル水路・ハナショウブ田の維持管理
5．会員の拡大
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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in東京2022 企画運営
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・観賞会 （東海村）
・前渡小ホタルの里 ホタル観察会（ひたちなか市）
・常葉台ビオトープ ホタル観察会（ひたちなか市）
・高野宿ビオトープ ホタル観察会（ひたちなか市）
・高野宿ビオトープ 生物調査実施 計6回
3．地場ホタル飼育活動の継続実施
4．水戸市立上大野小学校の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
2022年1月個人会員入会1名（神奈川県）

フォーラム 顕彰事例発表
前渡小学校ビオトープ資料

村松小ホタル放流会

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

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及び新しいビオトープづくりの協力
4．ビオトープ管理士会富山県支部との合同研修会の開催
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
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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 9月開催予定
2．麻機遊水地保全活用推進協議会の参加協力
・麻機遊水地クリーン作戦 5月21日参加
・麻機湿原を保全する会 イベント協力
みずあおい、オニバス自生地攪乱作業 雨天中止により9月に周辺環境整備を予定
夜の昆虫観察 8月27日 予定 ・サクラタデ観察会 10月15日 予定
3．「ホタル水路づくり研修会」への協力 6/3参加
4．企業ビオトープ（静岡県御殿場市） 植樹祭 植栽指導協力 6/4実施
5. 中町浄水場里山再生 指導及び協力
6．会員の拡大

企業ビオトープ 植樹祭

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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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予定
3．ビオトープ勉強会の開催
4．SDGs AICHI EXPO 2022 ㏌ Aichi Sky Expo
日時 令和4年10月6日(木)～8日(土)
会場 愛知国際展示場(Aichi Sky Expo)展示ホールA
日本ビオトープ協会中部地区の活動紹介等のパネル展示
5．企業ビオトープの見学研修会の開催 9月予定
(仮称)OneDay BIOTOP 丸ごとビオトープ体験
6．協会本『ビオトープづくりの心と技』の販売活動
7．会員募集 法人・個人会員
2022年4月 法人会員入会1社（愛知県）

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.西の湖 文化的景観地のヨシ焼 地主による指導2022.4.1～2023.3.31
2.盤石跡地調査2022.4.～2023.3（ビオトープ池） 継続事業
3.‘蒲生の湯’敷地内の小さなビオトープ池の調査
4.竜王町貯水池、動物、植物調査、観察会
5.佐久良川ほか河川環境保全工事（保全地回避）後の希少生物環境保護のための調査に協力
6.会員拡大

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.古鷹山ビオトープ夏の自然観察会の報告
6月25日（土）10：00～12：00
例年通りでなく事前に十分検討し、一歩改善を試みました。自然観察で重点を置 いた点は昆虫類でした。驚くほど大
きいオニヤンマのヤゴ、クロメダカなど沢山の生き物を採集観察しました。「観察ノート」も用意しましたが、雨が降り出
し、こちらは次回にしました。他、雨の中で火起こし体験、マシュマロを焼き食べました。すごく美味しい、美味しいと好
評でした。『楽しく、次回も来たいね！という観察会』『こんな事、初めて知った良かった！』等の感想をいただきました。
2.会員拡大へのPR
3.新たな観察会のアシスト計画
4.顕彰応募への事前調査

トンボ・メダカなどの採取

火起こし体験
オニヤンマ

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

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．地域自治区・学校ビオトープ活動支援
2．海岸浸食状況把握・日向灘ウミガメ孵化送り出し会
3．蛍の里環境清掃・学習会
4．南九州大学環境学部との意見交換会
（知る・学ぶ・触れる）興味を持つ取り組み
5．SDGSの17項目の2．7．14．15の推進
6．会員拡充の継続呼びかけ
ホタル水路

稲刈りはどんな気分

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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協会活動 ご報告：事務局本部
総会・フォーラムの実施
◇第20回通常総会
日時：2022（令和4）年 6月17日（金）11：00～11：30
会場：全水道会館 4階 大会議室（〒113-0033東京都文京区本郷1-4-1）
◇ビオトープフォーラムin東京2022-子どもの遊びとビオトープ日時：2022（令和4）年 6月17日（金）13：00～16：40
会場：全水道会館 4階 大会議室
主催：特定非営利活動法人日本ビオトープ協会
共催：自然環境復元学会
後援：環境省、文部科学省、農林水産省、国土交通省、日本造園学会、
日本造園建設業協会、一造会、IGES国際生態学センター〈順不同〉
【フォーラム内容】
開会挨拶 日本ビオトープ協会 会長 櫻井 淳
第1部 第14回ビオトープ顕彰表彰式、鈴木邦雄顕彰委員長講評
・ビオトープ大賞「トヨテツの森 TOYOTETSU FOREST」
・ビオトープ大賞「日産ビオパーク西本郷」
・学校ビオトープ大賞「学校観察園 ホタルの森」
・環境活動推進賞「寒河江慈恩寺 ホタルの里プロジェクト」
・地域貢献賞「西中ホタル保存会 SDGs M Biotop Garden」
事例発表：「トヨテツの森」「日産ビオパーク西本郷」「学校観察園 ホタルの森」
第2部 基調講演「新たな『都市の自然観』の形成に向けて～新潟の自然から学んだこと～」
新潟大学名誉教授、NPO法人新潟水辺の会顧問、日本ビオトープ協会顧問 大熊孝氏
特別講演「教育現場と創る環境教育プログラム～都市・里山・農山村の事例から～」
東京農業大学 地域環境科学部 地域創成科学科 教授 町田怜子氏

総会

閉会の辞 日本ビオトープ協会 北海道東北地区委員長 佐竹一秀
参加者：60名
本年度のフォーラムのテーマは、「子どもの遊びとビオトープ」といたしました。全水
道会館を会場に、新型コロナウイルス感染症対策を行いながら、予定通り無事に、
充実した内容で開催することができました。 関係官庁他のご後援と講師の先生、協
会員の方々をはじめ、皆様にご協力をいただき、心より厚くお礼申し上げ、今後とも
ご指導・ご鞭撻のほどをお願い申し上げます。

フォーラムの様子

※報告書は協会WEB活動実績ページ等、顕彰紹介は協会WEBビオトープ顕彰ページにUPしております。
・フォーラム報告書 https://www.biotope.gr.jp/wp-content/uploads/20220617fo.pdf
・顕彰講評・受賞紹介 本号P.21-23掲載
又は https://www.biotope.gr.jp/wp-content/uploads/No14kensyo-kouhyou.pdf
※基調・特別講演、顕彰事例発表3件、開会の挨拶、顕彰表彰式・講評の映像をYouTubeで公開中
YouTube→「日本ビオトープ協会」で検索、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。

『事例で学ぶ ビオトープづくりの心と技－人と自然がともに生きる場所』 好評発売中
日本各地域の気候や風土の特性を踏まえながら、「失われた自然の回復」と「人と自然の共生」をつ
くり出すビオトープづくりの62事例を紹介。その心（考え方・方針）や施工技術・工法、整備効果や利
活用の方法について、図面や写真を使いながらわかりやすく解説。ぜひ皆様おもとめください！
【編者】 NPO法人 日本ビオトープ協会
【監修】 鈴木邦雄（横浜国立大学 名誉教授・元学長、日本ビオトープ協会代表顧問）
【発行】 一般社団法人 農山漁村文化協会（農文協）
A4判 141頁オールカラー
定価 本体3,000円＋税 【日本ビオトープ協会員価格 2,500円（税込）】
詳細は協会WEBページをご覧ください。https://www.biotope.gr.jp/
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NPO 法人 日本ビオトープ協会

第 14 回ビオトープ顕彰受賞作品の紹介
◇顕彰委員会委員長の講評
『ビオトープフォーラム in 東京 2022』
（2022 年 6 月 17 日、全水道会館）にて
まず最初に、第 14 回顕彰を受賞されました団体の方々にお祝い申し上げます。本協会では、ビオトープ
の普及啓蒙を目的として、全国の優秀なビオトープを表彰してきました。
14 回となりました今回も、各支部から優れたビオトープが推薦され、特に生物多様性の象徴「ホタル」
を掲げる事例が多くありました。いずれもが、多様なステークフォルダーの協力によるビオトープの造成に
始まり、維持管理、環境教育、地域貢献など優れた取り組みであり、高く評価できました。個別の講評をさ
せていただきます。
◎ビオトープ大賞を受賞されました、愛知県「トヨテツの森 TOYOTETSU FOREST」は、豊田鉄工本社
工場内のビオトープであり、2015 審査委員長賞を受賞して以来、生物多様性を豊かにする活動を活発に行
っています。矢作川水系の「生態系ネットワーク」としての役割を担いつつ、SDGｓの普及啓蒙の場として
活用するなど、地域住民も参加した取組みを行っています。
◎同じくビオトープ大賞の、富山県「日産ビオパーク西本郷」ですが、2008 年、日産化学富山工場において、
環境影響を測定するための試験田跡地に造成した企業ビオトープです。次第に輪を広げた活動を行い、学校教
育の場、地域に開かれたコミュニケーションの場となっています。ビオトープの維持管理、訪問者への対応も
優れています。
◎学校ビオトープ大賞に選定された、茨城県「学校観察園 ホタルの森」は、ひたちなか市前渡小学校のビオ
トープであり、20 数年前から既存環境を生かした整備が進められてきた、学校ビオトープです。子供たちの
ビオトープレンジャーは、遊学会（おやじの会）の協力もあり、ノウハウが継承されています。ゾーニング別
の維持管理が適切になされています。
◎環境活動推進賞に選定された、山形県「寒河江慈恩寺 ホタルの里プロジェクト」は、寒河江市慈恩寺に設
けられた里のビオトープであり、ホタル及びその生息環境が復元されています。協議会では、マコモダケの生
産・販売を行い、持続可能な農業の振興につなげるなど、ビオトープ利活用の先進事例としても高く評価でき
ます。
◎地域貢献賞に選定された、愛知県「西中ホタル保存会 SDGs M Biotop Garden」は、知立市の農業遊休
地を活用したビオトープです。行政、地元小学校、地域団体、企業が連携した運営が維持されています。年々
規模を拡大させており、生物多様性保全のシンボル的な「ヘイケボタル」を中心とする地域在来種の保全と再
生をも行っている点が評価されました。
5 件表彰させていただきましたが、各団体におかれましては、ビオトープの普及啓蒙、環境教育、地域活
性化につながる活動を継続していただくようお願い申し上げます。
（協会代表顧問 鈴木邦雄顕彰選考委員長）

※フォーラムの顕彰事例発表「トヨテツの森 TOYOTETSU FOREST」
「日産ビオパーク西本郷」「学校観察園
ホタルの森」は、YouTube で映像を公開しています。
YouTube→「日本ビオトープ協会」検索→チャンネル登録 各映像をご覧ください。
（2022 年 7 月）
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◇ビオトープ大賞
名

称

受賞者

【下記各顕彰書類より転記】

トヨテツの森 TOYOTETSU FOREST
豊田鉃工株式会社、株式会社鈴鍵

【テーマ・概要】
『トヨテツの森』は、豊田鉄工本社工場の敷地内にあり、総面積 4,800 ㎡程ある緑豊かなビオトープです。
“人と自然が共生す
るあいち”の実現をめざして 2013 年に策定された「あいち生物多様性戦略 2020」と協調し、まちなかに生き物を呼び込み東
の矢作川と西の丘陵地帯を結ぶ「みどりの回廊」として造成しました。そして、トヨテツグループ環境取り組みプラン 4 本柱の一
つである、自然共生社会に向けた取り組みが『トヨテツの森』です。
2015 年度のビオトープ顕彰では、審査委員長賞をいただきましたが、木々もまだ小さく草地も落ち着きがない状態で、これか
らの成長を期待するばかりでした。
そんな『トヨテツの森』も完成してから 9 年目となり、様々な表情を見せてくれるようになりました。木々は大きく育ち、草地
も様々な草が生え、多くの鳥や昆虫が訪れ、生活をしています。
【整備方針と管理手法】
2015 年度のビオトープ顕彰に応募された時は、完成した直後で草木も小さく裸地が多い状態
でこれから成長していくビオトープだったと思います。現在のトヨテツの森は、まさに本物の森
に近づいたと思います。時がトヨテツの森を成長させ、多くの生物を呼び寄せることができるよ
うになりました。継続して行ってきた生物調査の結果からもわかります。
また、環境学習についても、長年にわたり社員の親子や地域の皆さんに様々なイベント・活動
を通して、生物多様性や自然保護の重要性について工夫をしながら取り組んできました。

◇ビオトープ大賞
名

称

受賞者

日産ビオパーク西本郷
日産化学株式会社 富山工場、日産ビオパーク西本郷サポートチーム

【テーマ・概要】
環境影響を測定するための試験田跡地に造成した企業ビオトープです。
失われた自然の回帰をテーマに、「動・植物にとって生息しやすい、水辺と里山林を中心とした生物多様性空間を作り、地域や
工場社員の憩いの場とする」を目的に 2008 年に開設されました。約 2 ヘクタールの土地に湿地、池、小川、芝生広場、花畑を
配置し、近隣住民、工場 OB・OG、社員の協力の下、絶滅危惧種であるゲンジボタルやカブトムシの繁殖などにも取り組み、生
物多様性保全活動を推進し、SDGs の 17 目標の 1 つ、「15 陸の豊かさも守ろう」に貢献しています。
【整備方針と管理手法】
設置の目的は
1．動植物にとって生息しやすい空間の回帰 2．生物多様性の重要性を学ぶ場
3．近隣住民に開放する憩いの場 4．暴風時における調整池の機能
動・植物の生息を主体として整備された日産ビオパーク西本郷には花畑エリアや、周辺に果樹園
も併設されており、地域に開かれたコミュニケーション・スペース、近隣の幼稚園や小学校の教育
へも幅広く活用されています。
設置当初より地域や会社 OB・OG 、現役社員のボランティアにより構成されたサポートチーム
が中心となり維持管理を行っています。

◇学校ビオトープ大賞
名

称

受賞者

学校観察園

ホタルの森

ひたちなか市立前渡小学校、株式会社砂押園芸

【テーマ・概要】
当地は、ひたちなか市馬渡地区、本郷川水系の谷戸地に掛かる学校敷地で、数十年来、竹や樹木が繁茂し人が立ち入れないよう
な場所でした。今から 24 年前、正門周辺整備工事に伴う調査において、湧水が流れ込む２つのため池が存在することがわかり、
当時の校長先生から、子供たちが自由に観察できる場所として活用できないかと「学校観察園」が発案され、整備がはじまりまし
た。数年後、当地での生き物観察を通して聞こえてきた「ホタルが飛んだらいいな」の声をうけホタル再生活動がスタート、その
目的に合わせ水路や周辺環境整備に着手しました。
このビオトープの名称「ホタルの森」はその際、児童たちの公募で選ばれたものです。以降、地域の方の協力をいただきながら
活動をすすめ、2011 年には初めてヘイケボタルの幼虫を放流、そして自然発生のサイクルを目指し、定期的に学習会、観賞会を
実施しています。ホタルの森の活動には様々な方が参画し、学校だけでなく地域の方にとっても貴重なものとなっています。
【整備方針と管理手法】
既存の環境（湧水、湿地、ため池、雑木林、傾斜地）をできるだけ活かし、ホタル再生のみならず、
野鳥や湿生植物、水生昆虫などの既存生物に配慮しながら、以下のような整備管理を行っています。
・ゾーニングを行い、特に入り口や観察路を明確にすることで、生物域と児童の活動域を明確に区別
・ヘイケボタルの自然繁殖を目指し、飛翔、繁殖期には街灯に遮光版設置や体育館当該カ所に暗幕を
設置するなどの工夫
・ホタル生育周期に合わせ適宜除草や樹木剪定など
・間伐、伐採木、池の浚渫土などは持ち出さず敷地内で有効活用
・児童による専門委員会「ビオトープレンジャー」が、校内活動として定期点検や看板製作などのビオトープ啓蒙
・既存在来生物に配慮し、アメリカザリガニ等外来種駆除を定期的に行っています。
今後もこのような身近な自然を学校と地域が一体となり、守り育てて生きたいと考えています。
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◇環境活動推進賞
名

称

受賞者

寒河江慈恩寺「ホタルの里プロジェクト」
NPO 法人グラウンドワーク寒河江、寒河江慈恩寺「ホタルの里プロジェクト」協議会

【テーマ・概要】
寒河江市の慈恩寺地区を流れる田沢川流域は、かつてホタルが乱舞する水田地帯で「ホタルの里」として市内でも有名な観賞
エリアでした。しかし、上流の太郎地区において耕作放棄地が増え続けたことで里山は荒廃し、生態系へ悪影響を及ぼしてしま
い、ホタルの姿はほとんど見られなくなってしまいました。
そこで、ホタルが住みやすい環境づくりとして、農地再生やビオトープの造成、並行してホタルの飼育と放流を行い、
「ホタル
の里」を復活させ、地域資源を活かし多くの人が訪れる賑やかな地域づくりを目指すために取り組んでいます。
【整備方針と管理手法】
平成 29 年度に圃場 2 枚を活用し、太郎地区の米に代わる新たな特産物として試験的にマコモ
ダケを栽培。翌 30 年度から本格的にビオトープゾーンの造成と田んぼの再生に取り組みました。
ビオトープゾーンには、蓮の栽培や苗木の植栽を行い、定期的な整備活動（除草作業等）を実
施しています。また、最初の 2 年はホタルの飼育と放流も行いました。今年度で 4 年目となりま
すが、３年目から放流を行わずともホタルが舞う姿を見られるようになり、今年度は乱舞する光
景を見ることができました。
田んぼの再生では用水路を設置し、現在では６枚の圃場でマコモダケを栽培しています。水管
理はもちろん、並行して環境整備活動（田んぼの草取りや周辺の草刈り等）も実施しています。収穫したマコモダケは商品化・
販売まで行い、持続可能な農業を目指しています。
今後も「ホタルの里」再生のために、農地や水路・ビオトープゾーンの良好な管理に努めていきます。

◇地域貢献賞
名

称

受賞者

西中ホタル保存会 SDGs M Biotop Garden
西中ホタル保存会

【テーマ・概要】
自然と対話が紡ぐ「里山ならぬ里町づくり」を目指して、①自然保護の横綱である「ホタル」が飛翔する里町づくり ②土
と緑に親しみ、対話が弾む里町おこし、が原点で、③その後の、「SDGs未来都市知立」選定を受けた知立市とコラボした諸活
動の展開を鋭意推進中。
当プロジェクトは、分断化した農業遊休地化・荒廃化を防止すると共に、再開発・活用することで、生態系サービスを考慮
した自然再生の「先進再開発モデル事業」として、又、新しい形の「市民交流活性化」を視野に入れてスタート。地元市民主
体による未来プロジェクトのひとつとして、又同時に「超高齢化社会に対応した地域未来社会のあるべき姿」として少しずつ
作り上げてきました。活動着手当初は2拠点だったが、現在は西中町で6拠点まで順次拡大しつつあります。
【整備方針と管理手法】
ホタルの再生と共に、生物多様性の維持・拡大を軸に整備。在来種の保護・保全・再生は重要
なテーマであり、カキツバタ、花ショウブ等の地域在来古種の保全やヘイケボタルの育成等を行
い造営・管理中。ナゴヤダルマガエル、カワバタモロコやチュウサギ、アキアカネ等の絶滅・準
絶滅危惧種の保全・保護も大きなテーマの一つとして行いつつあります。
生物多様性保全のシンボル的存在として、地域在来種であるヘイケボタルが清い湿田に今も生
息中で、毎年 4-5 月には放流会、5-10 月には恒例の鑑賞会や自然観察会等多くのイベントを開
催中。当活動は地元小学校のホタル再生協議会を軸に、生態系構成員の一員として、多くの地域
団体と連携、年々規模を増殖し、2021 年度はこれまで知立市では 2 拠点⇒10（西中町では 2⇒6）拠点に拡大し、「ホタル」
が飛翔する里山ならぬ里町づくりの外輪が具現化しつつあります。勿論、2021 年 5 月に認定された「SDGs 未来都市“知立”」
づくり推進活動にも余念がありません。さらに、ビオトープ整備の着目点は、キジ等の在来固有種を守るために、
「管理・整備さ
れたゾーン」とは切り離した「非管理ゾーン」のゾーニングも、生態系が多様化する大きなカギにもなっています。

第 15 回ビオトープ顕彰（2022 年度募集）のお知らせ
国内各地において、ビオトープつくりの取り組みを一層進めその啓蒙を図るために、
毎年度模範となるビオトープを全国より募集、審査・選考し、優秀な取り組みを讃えて
表彰を行なっています。
今年度も皆様のご応募をお待ちしております。
募集期間：2022 年 9 月 1 日～2023 年 3 月 10 日
※応募方法など詳細は協会 WEB ページ（https://www.biotope.gr.jp）
又はビオトープ顕彰ページ（https://www.biotope.gr.jp/kenshou/）をご覧ください。
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連載コラム ビオトープ拝見
その1．世田谷区立桜丘すみれば自然庭園

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

ここは広さが約2000坪(0.66ha)、閑静な住宅街ですが、一辺は都の幹線である環状八号線に直面しています。
昭和の初期にこの地に移住した元の土地所有者は武蔵野の景観に魅了されて、設計を著名な造園家に依頼し、
自宅の作庭をしたと言われています。往時の写真には雑木林と草地と池が、静かな佇まいを見せて映し出されて
います。時は飛んで平成となり、世田谷区から公園緑地としての利用と管理を条件に、土地の委譲を奨められまし
た。これにより土地所有者の真摯な希望を受け継ぎ、武蔵野の多様な生物の生息地をつくると言う課題が生まれ
ました。専門家と地域住民からなる生物調査が始まり、ワークショップが重ねられました。その結果、稀に見る多く
の昆虫と野鳥が生息する貴重な環境であることが次第に浮かび上がり、これらを守り育てようと言う、一同の意見
が結集されました。姿が見えてきた多様な生きものを等しく残すことは、決して容易なことではありません。時期に
は草地一面に開花したスミレ類は、少しずつ衰退しました。これを復活させる努力は、その他の生きものにも通ず
ることです。自然と共存し管理することが、いかに難しく時間を必要とするか、心に刻むことになりました。この自然
園には、500種に近い植物、1200種を越える昆虫、65種の野鳥が記録されています。「奇跡の楽園」と称賛された
この環境が末永く持続するならば、都市の自然を保全した実証事例となることでしょう。
［参考］都市における生物多様性 世田谷区立桜丘すみれば自然庭園 自然記録誌、発行ː2013年6月、
桜丘すみれば自然庭園10周年記念事業実行委員会

図1．すみればの正門：世田谷区の住宅地に

図2．ネイチャーセンター：日当たりのよい草地

図3．案内板：自然園の中には余計な物はな

緑の孤島の様な一角がある。ここは昭和にみ
られた武蔵野の自然が残され、住民をはじめ
多くの人たちの手により、生きもの多様性が保
たれている。

は正しくスミレの生育に適した場所である。室
内からも観察できるセンターには、インタープリ
ター(自然解説員)が常駐して、来訪者を応接し
ている。

く、どうしても必要な物でも、「生きものもファー
スト」に徹するよう工夫されている。この掲示板
には必要最小限な内容に限られている。

図4．草地の刈り残し：年に3回は草刈り機を使
用して除草をするが、手作業で選択的に除草
することもある。昆虫や小動物のために全てを
除草せずに、刈り残し部分をつくることも重要
である。

図5．裸地や歩道にハンミョウ類の巣穴：地表

図6．樹木の立ち枯れ：雑木林にはクヌギ・コ

に見られる小さな巣穴にはトウキョウヒメハン
ミョウの幼虫が潜んでいる。見落とされがち
な環境にも微小な生き物が生息する。

ナラ・エノキなど、約330本の樹木が生育してい
る。立ち枯れはそのまま残されて、様々な昆虫
が生えたキノコや材を食べる。

図7．枯れ枝の昆虫：剪定された枝や枯れて
落ちた枝も集められて、条件の異なる場所に
放置される。キノコを食べるオオキノコムシ類
(写真)や材を食べるカミキリムシなどが集ま
る。

図8．すみればのスミレ：園内のスミレに関して

図9．子供の昆虫採集：ここでは子供の昆虫採
集を禁止していない。約束事として、採集した
昆虫は持ち帰らず、観察した後にその場で放
す。幼稚園や保育所からの来園にはインター
プリターが対応する。

は、市民らにより詳細に調べられている。種
類、個体(株)数、分布、年間の変動などが記録
され、それらの結果より保全のための活動が
検討される。
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編集後記
本号では第14回ビオトープ顕彰受賞作品を紹介させていただきました。改めて受賞者の皆様の
活動に心から敬意を表します。
さて、協会誌「ビオトープ」は本号で50号を迎えました。これまでご執筆をいただいた多くの先生
方、会員の皆様、投稿頂いた方々に深く感謝申し上げます。本誌において過去のテーマを一覧に
て紹介していますが、協会誌では、様々な視点と多くの具体的な事例からビオトープの方向性を示
してまいりました。
記念号のテーマは「命をつなぐプロジェクト」としました。巻頭言では、櫻井会長より新たな協会活
動 の 提 言 が あ り ま した。吉田 圭 佑 様 の 特 別 寄 稿 では、本 号 の テ ー マ に も なっ た「命 を つ な ぐ
PROJECT」について詳細に解説いただき、産官学民の連携活動が若者の情熱で支えられているこ
とに頼もしさを感じました。そして、会員・BA等投稿ページでも都市大、南九大の皆様に素晴らしい
報告をいただきました。
その他、神垣健司さんの「ビオトープのいきものたち」、立川先生のコラム「ビオトープ拝見」、地区
活動報告と本号も見どころの多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。
まさにビオトープ活動とは「命をつなぐプロジェクト」だと感じています。
今後も時代のニーズに合わせたタイムリーな内容をこの協会誌を通じ会員の皆様に発信を続ける
ことが協会の大切な活動と考え、骨太の発信をつないでいきたいと考えます。
最後に、本誌発行にあたり大変お忙しい中、執筆いただきました先生方、関係各位の方々に心よ
り感謝申し上げます。
編集委員：情報委員 若月学・砂押一成、正副総務役員、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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会員、ビオトープアドバイザーからの投稿歓迎
ビオトープの研究、実践事例等、会員・ビオトープアドバイザーの投稿を
募集しています。投稿頂く場合は本部事務局までご一報下さい。
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