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・表紙「SDGｓウエディングケーキモデル」 

SDGｓ17項目、経済活動も社会活動も、生命圏である豊かな水のも

と、陸の豊かさは海の豊かさへ繋がります。人の活動も含まれる豊か

な生態系、「持続可能で、心地よく豊かに生きのびるために」自然環

境の復元・回復が地球を支えるビオトープ協会の役割りです。 

                         (協会副会長 野澤日出夫） 

・裏表紙「ホタルの里づくり」 

ホタルの復活を願う地域と学校が一体となって創出したビオトープ。

子供たちが元気いっぱい協力してくれました。 

                                      （協会関東地区委員長 砂押一成） 

  ビオトープのいきものたち －その35－覚えておきたいビオトープの蝶・基本15種 
 神垣 健司 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 



環境学習で子供たちが得たもの    

・子供たちから学んだこと  
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巻頭言 

豊田市においても総合学習制度が導入されてか

らは盛んに 「ビオトープ」 がつくられるようになりまし

た。「学校ビオトープ」づくりでは、事前勉強会、計画

づくり、共同作業、適切な維持管理を子供たちと学

びます。「ビオトープ」という言葉さえ初めての中で

「なんだろう?」といった探求心が子供たちを奮い立た

せます。 計画づくりでは活発な意見が飛び交い、お

よそ自然界ではありえない 『アイデア』 が出てきま

す。そういった時はそのまま採用するのではなくて、 

自然についてお互い学び合い納得をした上で次の

段階に入ります。「ともにつくる」では子供たち、保護

者の方々、先生のみなさん、そして私たち専門家が

一緒になって汗を流します。それぞれの作業の中で

も「なぜこれを作るのか?」「生き物にとって大切なこ

と」などをきちんと説明していきます。こうして完成され

た 「学校ビオトープ」  

この小学校は豊田市駅より5分足らずのいわゆる 

「都市の中のビオトープ」です。待ちに待った子供た

ちは一斉に飛び出して遊びまわります。  

 学校ビオトープをつくった時には、必ず先生から子

供たちの感想文をいただきます。その中で当時4年

生の女子児童からの一枚を紹介します。  

『私は学校ビオトープが出来てからよく外で遊ぶよ

うになりました。鬼ごっこやいろんな遊びをしました。

最初はビオトープなんて聞いたことも見たこともなく

て、そんなに期待していなかったけれど、でも期待よ

りはるかにすごくて、とっても自然が身近に感じまし

た。魚などを見ていても全然飽きなくて面白いです。 

私はビオトープが好きになりました』  

この女子児童は教室に閉じこもりだったかもしれま

せん。このことからわかるように子供たちにとっての大

切な自然とは外にある大きな自然ではなくて、身近な

自然なのです。 

ここは下山バークパークビオトープ、弊社が20年

前に地域の自生種の保護と環境学習のためにつくっ

たビオトープです。完成直後より知り合いであった名

古屋市内のスウィミングスクールにスクール生の環境

学習を呼びかけました。以来今年で20年間、毎年2

か月に一度バス一台でやってきます。ここでの環境学

習ではスイスでそうであったように「3つのルール」を

守っています。 1.環境問題の話はしない  2.人工の教

材を持ち込まない  3.花や木の芽を取らない、競争は

しない...です。子供たちは五感を働かせながら自ら遊

びを考え、自然と触れ合うことを覚えます。夏休みに

は近くの施設を利用した一泊の学習会が行われてい

ます。子供たちは1年生から6年生までの班に編成さ

れて活動します。どうやら上級生が下級生を導いてい

るようです。やがては下の子供たちも今のお姉さん、

お兄さんのように同じようにしていけるでしょう。 

ある日私が現場を訪れた時、大型バスの中に一人

だけ男の子が残っていました。指導の方に聞けば、一

年生の子で初めての外泊でホームシックに掛かったよ

うで元気がないといわれました。私はこの子をすぐに

バスから降ろすように言って、この子と一緒にビオトー

プの池に行き、靴と靴下を脱がせ池に浸からせまし

た。 

「ちょっと歩いてごらん?」 「ヌルヌルしてるかい?」 

「ゴツゴツしてるかい?」「底を見てごらん、何かの這っ

た跡だよね?」 男の子とのわずかな時間でしたが、男

の子はたちまち元気を取り戻し、びしょぬれになって

遊んでいました。時には教師や指導者はその責任や

義務を優先させてしまうことも多くみられますが、 「自

然界は最大の教師」だということなのです。この様に私

たちはビオトープから多くの事を学んでいるのです。

次世代の人材育成を考えるとき私は、決して詰め込

むのではなく、自然が大好きなオテンバ、ガキ大将を

育てることも必要かと思っています。いつも彼らは自然

の中できちんと学んでいるのです。  

 
日本ビオトープ協会 副会長 
・主席ビオトープアドバイザー、 
株式会社鈴鍵 代表取締役社長 
鈴木 元弘                    



東京都市大学・特別教授  
岐阜県立森林文化アカデミー学長 
愛知学院大学・特任教授  
中部大学・学事顧問     
涌井 史郎（雅之）  
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特別寄稿  

生物多様性の主流化とビオトープ    

●はじめに 

ビオトープ。その学術的定義は様々であるが、

取り敢えず、動植物がその環境に呼応して多様な

生存戦略を駆使し、一定のシステム「生態系」を最

小限に維持している、或いは維持できるように人

為的にそうした条件が創出された空間と考えてお

きたい。しかしこのようなビオト－プの保全・創出に

対する取り組みは、極めて重要である。それが如

何に小さな規模であろうと、多様な生物が相互に

共生する基本的な条件を具備した空間が存在す

ることは、生態系の回復を目指す上の基本的単

位となり、やがて「系」に発展させる可能性がある

からである。また同時に次世代を担う子供たちに、

自然の仕組み生態系を可視的に教え伝える最も

効果的な空間ともいえよう。 

そこで今我々人類が直面している危機。プラネ

タリ－バウンダリーへの急接近。とりわけ生態系

サービス（自然の恵沢）の危機を如何に回避する

のかについて、考察しその課題を共有したいと考

え、論考を進めたい。 

 

●プラネタリーバウンダリーと生物多様性の主流

化の重要性 

さて、論者は2010年10月18日～29日愛知県名

古屋市で開催された「COP10（生物多様性条約

第10回締約国会議）」の支援実行員会アドバイ

ザーとして環境省の生物多様性広報・参画推進

委員会座長の立場で参与した。またその前年の

10月15・16日と神戸で開催された「神戸・生物多

様性国際対話」の総括議長をも務めた。 

そうした視点から当時を振り返ると、プラネタ

リーバウンダリーの危機感で生物多様性を位置づ

ける発想はその当時、大きなうねりとはなっておら

ず、むしろ経済と生物多様性の共存の在り方につ

いての課題解決の議論が主流を占めていた。 

それは2008年ドイツのボンで開催されたCOP9

以来顔を出してきた「生態系と生物多様性の生態

学プロジェクト・TEEB」の議論である。その提唱者

であり、経済的観点から生物多様性を考えようと

する論理は、当時ドイツ銀行のエコノミスト・副総

裁、現在はWWFインターナショナル総裁を務める

パバン・スクデフ氏の「自然に値をつけろ」といっ

た簡明な主張。つまり観念論や情緒論で自然は

守れない。自然を経済のシステムに積極的に取り

込む。例えば簡略に言えば気候変動策で常態化

しているキャップ・アンド・トレード的な証券化の発

想こそが世界の経済人や企業をこの問題に引き

込む契機となるといった主張に端的に表現されて

いる。 

その当時のわが国の経済界は、そうした数量化

を伴う恵座価値化の方向には断固反対の立場で

あり、むしろ論語と算盤ならぬ、企業倫理の世界か

らの参画に重きを置くべきという主張が前面に出

ていた。そうした姿勢を明確にしようと、当時として

は稀な「経団連生物多様性宣言イニシアティブ」を

も上梓した。 

そこで、2009年に開催された神戸国際対話で

は翌年の本会議の流れを作る可能性が高いと判

断し、議長の立場を駆使して数値目標を以って

キャップ・アンド・トレードの議論に踏み込むのには

途上国の過度な要求に火をつけかねず、時期尚

早と論陣を張り、それを遠ざける事に成功した。 

但し、もしそのような会議が今開催されたとする

ならば、もろ手を挙げて、スグデフ氏の提唱に賛

同した事を付記しておく。もう人々の善なる倫理観

だけでは、プネタリーバウンダリーへの急接近を阻

止できないからである。人々の経済的成長欲求は

留まるところを知らず、不都合な真実には目をもく

れず、人類絶滅の方向にひた走っており、となれ

ばキャップ・アンド・トレードという強硬な歯止めが

必要不可欠と考えるからである。 

さて2010年10月に愛知・名古屋で開催された本

会議「COP10・生物多様性締約国会議第10回会

合」では、時期尚早として数値目標の設定を避け

る事には成功したものの、多様な参加と経済との

連動の概念は重要と考え、その枠組み作りに力点

が置かれた議論が深まった。。その成果が、締約

国によるビジネスと生物多様性の連携活動の推進

の招請、民間部門による具体的な参画の奨励、国

レベル・地域レベルでのビジネスと生物多様性イ

ニシアティブや国際的な連携をイニシアティブ間

で図るためのグローバルプラットフォームの設置の

奨励等の採択に結び付いたのである。 



そのCOP10の8項目の目標の議定の内、第1の

成果は「新戦略計画・愛知目標（ポスト010年目標

（2011～2020年）」の議定である。それは「2020年ま

でに生態系が強靱で基礎的なサービスを提供でき

るよう、生物多様性の損失を止めるために、実効的

かつ緊急の行動を起こす」とされ、保護地域を陸域

17％、海域10％とするなど、20の個別目標が合意

された。第2には、中長期目標（「自然との共生」）を

「2050年までに、生態系サービスを維持し、健全な

地球を維持し全ての人に必要な利益を提供しつ

つ、生物多様性が評価され、保全され、回復され、

賢明に利用される（Living in Harmony with Na-

ture）」が合意され「愛知目標」として採択された。第

3には「遺伝資源のアクセスと利益配分（ABS）に関

する名古屋議定書」の採択。第4にはCOP9で締約

された「資源動員戦略」指標の決定の前向きな検

討。第5には、条約第10条の持続可能な利用につ

いて「SATOYAMAイニシアティブ」への日本政府及

び国連大学高等研究所への敬意と留意、そして国

際パートナーシップへの参加の勧奨が記述された

ことであろう。更にイニシアティブ推進のためのメカ

ニズムと位置付け、各国・機関等の参加を呼びか

け国際パートナーシップを推進のエンジンと位置づ

け、51の国や機関等が創設に参加した事である。

第6には「バイオ燃料の生産と利用への警鐘。第７

には、「海洋と沿岸の生物多様性」、とりわけ生態的

及び生物学的に重要な海域（EBSA）についての啓

発や適切な処置をうながすこと。そして第8には、森

林の減少及び劣化に由来する排出の削減等

（REDD+）の活動に関する生物多様性の保全措置

や生物多様性への影響評価につき、生物多様性

条約事務局が気候変動枠組条約での決定を予見

しない形で助言や検討を行うこと。第9には「多様な

主体の協力」として、ビジネスと生物多様性につい

て、締約国によるビジネスと生物多様性の連携活

動の推進の招請、民間部門による具体的な参画の

奨励、国レベル・地域レベルでのビジネスと生物多

様性イニシアティブや国際的な連携をイニシアティ

ブ間で図るためのグローバルプラットフォームの設

置の奨励等が採択された。 

こうした生物多様性の主流化を現実化するため

に、COP10のみならずさらに国連総会で、条約加

盟国以外の国々にも締約国会議の成果を共有しよ

うと2011年を初年度とする「国連生物多様性の10

年」の議決にも繋がった。 

長々とCOP10の成果に触れたのは、本稿が印刷

されたころには議定されているであろうが、執筆の

今現在は議論が闘わされている只中、渦中であろ

う。今予見できるカナダ・モントリオールで開催中の

生物多様性条約下のCOP15の議定が陸域と海域

それぞれ30％を法的に保護する「30by30」に辿り着

く経過への理解を得たいからである。と交錯しなが

らも、既に議論の萌芽があったことが見て取れるか

らである。 

 

●ポスト2020生物多様性枠組みに投影する「NbS」

と「30by30」そしてビオトープ運動 

国連総会で日本のNPOと政府が一体となり上程

され決議をみた「国連生物多様性の10年」。その社

会実装を図るため、COP10開催中から有志が集い

多様な議論を重ねていた。その成果が2011年9月

に発足した「国連生物多様性の10年日本委員会

（UNDB-J）」である。2022年に発足した後継組織

「2030生物多様性枠組実現日本会議（J-GBF）」に

至るまで、委員長は歴代経団連会長が担っていた

だき、その代理を論者が務めた。 

10年に及ぶUNDB-Jの活動は、政府・経済団体・

マスコミ・公益法人・各種NGO/NPOと多方面のス

テークホルダーのプラットホームの機能を果たし、

わが国に一定程度の生物多様性という概念の浸透

が図られるという成果を得る事に成功した。また国

際的には、議長国日本が生物多様性の主流化に

対し、多様なステークホルダーが一堂に会するプ

ラットホームを持ち、多様な活動をしえ居るという点

である種の国際的モデルとして高い評価を得る事

に成功した。 

しかし、生物多様性の2050年を目途とした長期

目標（愛知目標）である「Living  in  harmony with 

nature（自然と共生する）」を実現するために、国連

生物多様性の10年の成果をどう評価し、課題を抽

出、それを次の10年にどのように戦略化するのかに

ついて、本来は中国がそのCOP15の議長国の役

割を果たす筈であったが、コロナに起因して全てが

2年に亘りフリーズしてしまった。それでも何とか開

催をと動き出し、結果二部に分け開催する事とな

る。第1部は2021年10月に名古屋議定書第4回締

約国会議と共に殆どがバーチャル参加で開催。そ

の結果外交交渉はほぼ行われなかったものの、

NbS（nature based solutions）的アプローチの重要

性、先住民参加、市民組織のCOS、ユース、多様

なコミュニティの活動を巡る議論が交わされた。 

そうした中で浮上した重要なキーワードが「NbS」

である。つまり環境がもたらす、世界共通の社会課

題。気候変動・水や食糧の安全保障・水質の保全・

災害リスク・人間の健康そしてそれらの基盤となる

生物多様性の維持といった課題を、適応戦略の延

長線上から、個々の土地に賦存する自然の特質や

その形成プロセスを重視しつつ解決する方策を導

き出そうというアプローチである。このアプローチは

WHO（World Health Organization）が提唱する「ワ

ン・ヘルス（One Health）」とも連動しCOVID-19の

渦中から急速に世界に拡大した概念である。 
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ビオトープ。それはこうしたマクロな世界的課

題と対を成すミクロの視点からの具体的社会実

装として極めて重要な取り組みであると言えよう。 

再びマクロな地球環境の視点に立ち戻れば、

急速に途上国を襲い深刻化する気候変動に起

因した自然災害の激甚化・集中化・頻発化の現

実が人々の暮らしを脅かし多くの命が失われる

深刻な現実が顕著となっている。それに伴い再

び途上国と先進国の対立の火が燃え盛り、2015

年に「パリ協定」という成果を漸く得た「気候変動

枠組条約締約国会議（COP21）」の具体的社会

実装が、本年11月エジプトのシャルムシェイクで

開催されたCOP27に見る如く、一進一退の体と

なっている。気候変動についてこのような厳しい

対立が生じている間、地球環境はますますプラ

ネタリーバウンダリーへの距離を縮めてしまう。 

そうした状況が逆に、生物多様性が持つ環境

を安定する方向に導くシステム。生態系へのさら

なる期待値に繋がり、現在開催中のCOP15にも

NbSが色濃く投影されたのであろう。そのNbSの

具体化の一つが、気候変動枠組み戦略と連携し

た2021年6月英国で開催された「G7サミット」で協

約された「G7 2030年 自然協約（G7 2030 Nature 

Compact）」の「ネーチャーポジティブ」つまり2030

年までに生物多様性の損失を食い止め、回復さ

せるという目標である。もとよりこうした対応策は

前述のようにCOP10でも数値化されたが、今や

それでは不十分との認識が深まり、更に上積み

をし、世界各国の陸域と海域のそれぞれ30％を

法の保護の下、法的保護地域を「陸域30％、海

域30％とする目標」である。この危機感は今年の

6月のG７首脳でも共有され、それを世界化する

のがこのCOP15であると考えてよいであろう。 

翻って日本の状況を問い直せば、幸い陸域の

20、5％、海域の13，3％が小笠原諸島や新たな

「沖合海底自然環境保全地域」制度の制定など

もあり、愛知で決議された目標は既に達成されて

いるが、陸域も海域でも30％との乖離を今後早

急に埋める対応策が求められることとなる。 

その乖離を埋めるために、環境省では今後さ

らに国立公園などの保護地区域の拡大や、

OECM（Other Effective area based Conserva-

tion Measure・法律で保護された以外のその他

の効果的な地域をベースとする保護や保全の手

段）でカバーをしようと、その仕組みを検討してい

る。このOECMについては、国連生物多様性事

務局（UNDB）がIUCN（国際自然保護連盟）に諮

問をしたOECMの在り方を示唆した検討結果が

ある。極めて示唆に富むものである。 

 

 

それは、 

①世界ではほとんど認識されていなかった、里山

のように、意識のあるなしはともかく、賢く活用しつ

つ自然も守る営みが展開される地域や、先住民地

域共同体の取り組みをOECMという地域と担い手

という形で、世界目標の貢献者として認めていける

こと。 

②自然保護を活動目的に掲げる関係者（環境省・

自然保護団体）以外の、例えば、河川、森林、農

業、都市や企業所有の緑地を管理する関係者

が、OECMという制度を通じて生物多様性保全に

関わる機会を作れるという可能性が拡大する。 

という記述である。読者もお気づきの様にこの指

摘こそビオトープ運動にとって、その意義と意味を

極めて端的に表現した一文であると言えよう。 

幸い、日本には、歴史的に濃密な生態系サー

ビス（自然の恩恵）と共に自然災害に幹合わざるを

得ない国土特性があり、我々の祖先は、自然の恵

沢を最大化し、その応力（災害など）を最小化する

ための叡智。自然と土地柄を観察し、経験則とし

て暮らしの隅々にまで自然共生の思想と知恵が行

き渡ってきた、誇るべき歴史と伝統がある。 

そ れ が プ レ ザベーシ ョ ン ザ ベー シ ョ ン

（preservation）エ リ ア と、コ ン サ ベ ー シ ョ ン

（conservation）エリアを、里山や野良を境として人

間領域と神の領域を区分した歴史である。里周縁

の里山・野辺そして野良は自然共生を前提とした

持続的土地利用のエリア。その外周部は、いわば

自然の元本、生態系サービスの基盤として、神社

や寺院の「奥社」や「奥の院」、或いは森林につい

てさえ「御留め山」や「斧入らず山」と言った表現を

用い、同じ自然でも、利用に供するには畏れ多い

人智を超えた存在が支配するエリアとして、人為

の干渉を最小化したエリアと位置付けた区分であ

る。「嶽」は神仏の化身とされ、それから順に「奥

山・外山」。それから「手入れ」を前提に、里人の暮

らしに供される「里山」、草地生態系としての「野

辺」、田畑の「野良」、そして「里」というヒエラル

キーが、厳然として継承されてきた。しかもその里

山・野辺には、「入会」という、所有と利用の分離を

前提としたさながらコモンズの概念に似た利用の

共有のシステムにより、求める生態系の安定性を

図る干渉「手入れ」により自然遷移に任せず、安定

を得るための作業が、里人たちにより継続して実

施されてきた。 

それは海や川にも同様であり、海に例えれば

「浜・磯・内海・外海」といった区分が為され、里山

と同様に人々の干渉のルール化が図られ、浜や

磯、とりわけ藻場などについて可能な限り安定した

生態系を維持できる手入れが為されていた。 
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OECMの概念は、そうした日本ならではの、元本

としての大自然の秩序を大きく犯すことは避け、利

息としての生態系の果実の範囲で暮らす、持続的

な生態系サービスの在り方と暮らしのヒエラルキー

のマッチングを図る努力。現代の入会、或いはコモ

ンズの再生といった方向を再創造し、あらゆるス

テークホルダーが「共」の概念により結びつき参画

するモデルを取り戻し、そのの行為や行動原則を

世界化することによる、持続的未来への日本から

の具体的貢献案の明示に繋げる可能性があると考

えている。 

しかしこのOECMに問題がないわけではない。

世界共通の目標にこだわるあまり、先ずは量的指

標○○％といった目標が先行する傾向が強い。   

かつて都市の生物多様性を一定の指標から評

価しようとした意欲的な提案が生物多様性締約国

間において議論されてきた。それは、2008年ドイツ

で開催されたたURBIO（Urban  Biodiversity  and 

Design）会議において、シンガポール政府が提案

したCBI（City Biodiversity Index都市の生物多様

性指標）である。しかしその意欲的、且つ意味深い

提案が、国際的な合意形成を経て共有化される事

が未だ無い。それは、環境条件、例えばその地理

的・気象学的条件などの多岐に亘る生態系成立条

件の違いにより、多様な生態系が展開するという生

物多様性そのものの特質があり、指標を定型化し

難いが故の当然の結果である。そうした苦い経験

に学ばず、いたずらに同じ基準や指標的ベンチ

マークを導入して数値目標化しようとするところに

無理が生まれる。一定の指標化は却ってそうした

議論の深まりを阻害し、誤謬を誘いかねないからで

ある。 

OECMに於いてもCBIの議論が膠着状態に置か

れたのと同様、量的側面を強調するあまり、却って

生物多様性の特質を巡る知見の深まりや、何を

OECMとするのかについての議論の深化が図られ

ない方向が顕在化することを懸念する。そうした量

的基準を各国が同意したと言えども、量的側面が

必ずしも生物多様性保全の決め手となる訳ではな

く、生物多様性のホットスポットに類するような質的

側面の指標化とその保護を重視する事こそが重要

であるという認識の共有が伴わなければ、持続的

な生命圏・バイオスフェアーを支える事は出来ぬか

らに他ならない。 

 

●おわりに 

幸い前述のNbSの概念は、抽象論ばかりではな

く、環境省のみならず、土地利用に関連した我が

国政府機関の具体的政策化に好影響をもたらして

いる。国土交通省に於いては、インフラの整備や

管理について、これまでの工学的・化学的技術か

らのアプローチのみならず、生態学的適応戦略を

も導入する方向に舵を切り、所謂「グリーン・インフ

ラ」を「（新）社会資本整備重点計画」の目玉として

位置付け、さらに経団連・自然保護協議会をも枢

軸にした「グリーン・インフラ官民連携プラットホー

ム」を設立し、インフラに対する市民・レベルにおけ

る参加性を高める手立てが講じられた。論者もこの

議論を主導した立場から会長代理を務めている。 

農水省に於いては、それまでの政策のコペルニ

クス的転換と評されるほどの大転換が図られようと

している。論者が座長を務める「農林水産省（新）

生物多様性戦略」の策定と共に検討を深めた「み

どりの食糧システム戦略」がそれである。 

直面する大規模自然災害・地球温暖化、生産者

の減少等の生産基盤の脆弱化・地域コミュニティの

衰退、新型コロナを契機とした生産・消費の変化な

どの政策課題に対応し、将来にわたって食料の安

定供給を図るため。そして国際競争力のある農業

を確立する為に、災害や温暖化に強く、生産者の

減少やポストコロナも見据えた農林水産行政を推

進していく必要があるとの認識から、奥山や中山間

地域等条件不利地での生産意欲の増進を図る手

立てや、農林水産業の環境水準を高めるために、

CO₂ゼロエミッション化の実現や、化学農薬の使用

量をリスク換算で50％、使用量を30％低減し、耕地

面積に占める有機農業の取組面積を25％、100万

haに拡大。さらには2030年までに持続可能性に配

慮した輸入原材料調達の実現を図ろうとする、まさ

に大転換そのものの意欲的な政策が、閣議決定を

経て国会で議決された。 

このように政府自身が主導しNbS的国土利用の

方向が明確化されようとしている。従って30by30の

OECMについて活発な議論の深まりが期待できる

環境は整いつつあるとみてよい。そこで、少なくとも

日本国内に於いては30by30の形式的量的充足に

走ることのみならず、ビオトープ運動の様に、地域

のコミュニティが朴訥に地域の自然と向き合いつ

つ、その特質を次世代に継承しようと極めて具体

的な取り組みこそが、プラネタリーバウンダリーの実

感的認識に繋がり「皆の土地・皆の自然・皆の資本

財」といった「共」の繋がり、論者が言う「グリーン・コ

ミュニティ」と共にあるOECMの形成が掛かられるも

のと確信する。 

自然環境質、それを支える仕組みやコミュニティ

の質や行動形態、そして多様な環境便益を含んだ

経済価値といった多様な指標と、その実効性の評

価の仕組みを明確にしつつ、グリーンコミュニティ

による超具体的生物多様性の主流化とOECMの充

足のあるべきモデルを「ビオトープ運動」として世界

に提示し、生物多様性の先進地域としての位置を

リードして欲しいと願うばかりである。 
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シリーズ連載 

ビオトープのいきものたち －その35－ 

覚えておきたいビオトープの蝶・基本15種        

日本には300種以上の蝶が生息していますが、北海道や南西諸島、高山などに分布が限られる種も多く、実際に

普段目にする蝶の種類はそれほど多くありません。ビオトープを整備すると、そこに集まってくる蝶はよく目立つので

ビオトープの花形のひとつになるでしょう。蝶との付き合いは、まず蝶の種類がわかることから始まります。これまで全

く蝶に興味がなかった人も、せっかくの機会なので蝶の世界に踏み込んでみませんか。 

まず蝶を知るにあたり、最もよく出合う蝶の種類をいくつか確実に覚えておくが大切です。ここではビオトープでよく

見られる15種の蝶を選んで掲載しました。この15種をしっかり覚えておくと、その後に15種以外の蝶を覚えることも容

易になり、蝶との付き合いがより楽しくなります。     
 

・ナミアゲハ（アゲハ）     
ほぼ日本全土に分布し、春から秋にかけて発生します。幼虫は様々なミカン科植物を食べます。似た蝶はキアゲ

ハです。    
・クロアゲハ 

本州・四国・九州・南西諸島に分布し、春から秋にかけて発生します。幼虫はカラスザンショウやミカン類などのミカ

ン科植物を食べます。似た蝶はカラスアゲハなどの黒色系アゲハチョウ類です。 

・アオスジアゲハ 

本州・四国・九州・南西諸島に分布して春から秋に発生し、敏捷に飛翔します。幼虫はクスノキやタブノキなどを食

べます。似た蝶は分布が限定されるミカドアゲハです。 

・モンシロチョウ 

ほぼ日本全土に分布し、早春から晩秋にかけて発生します。幼虫はアブラナ科植物を食べ、キャベツの害虫とし

て知られています。似た蝶はスジグロシロチョウです。 

・スジグロシロチョウ 

北海道・本州・四国・九州に分布し、春から秋にかけて発生します。幼虫はアブラナ科の野生種を食べます。モン

シロチョウによく似ていますが、モンシロチョウよりも翅脈が黒く、また比較的暗い環境を好みます。 

・キタキチョウ 

本州・四国・九州・南西諸島に分布し、成虫越冬のためほぼ通年成虫を見ることができます。幼虫はネムノキやメド

ハギなど様々なマメ科植物などを食べます。似た蝶は稀少種のツマグロキチョウ、また区別の難しいミナミキチョウや

タイワンキチョウは南西諸島のみに分布します。 
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さとやま自然史研究会 

会長 神垣 健司 

ナミアゲハ（アゲハ） 

スジグロシロチョウ 

クロアゲハ アオスジアゲハ 

モンシロチョウ キタキチョウ 



・ヤマトシジミ 

本州・四国・九州・南西諸島に分布し、春から秋遅くまで発生しています。幼虫はカタバミを食べるので、カタバミが

あるところでは普通に見られます。似た蝶は稀少種のシルビアシジミです。 

・ルリシジミ 

北海道・本州・四国・九州に分布し、春から秋にかけて発生します。幼虫はマメ科やバラ科などの植物の蕾を食べま

す。似た蝶は西日本に分布するヤクシマルリシジミです。 

・ベニシジミ 

北海道・本州・四国・九州に分布し、春から秋遅くまで姿を見せます。幼虫はスイバやギシギシなどを食べます。似

た蝶は特にいません。 

・アサギマダラ 

関東以西に分布し、夏には分布域を北に拡大します。秋には南へ長距離移動する蝶として知られています。幼虫

はキジョランやイケマなどを食べます。南西諸島を除くと、似た蝶はいません。 

・ツマグロヒョウモン 

関東以西に分布し、現在も分布を北に広げています。春から秋遅くまで姿を見せ、幼虫はスミレ類（特にパンジーや

ビオラ）を食べます。似た蝶は各種のヒョウモンチョウ類です。 

・アカタテハ 

ほぼ日本全土に分布し、成虫越冬のために周年姿を見ることができます。幼虫はヨモギやゴボウなどを食べます。

似た蝶はヒメアカタテハです。 

・コミスジ 

北海道・本州・四国・九州に分布し、春から秋にかけて発生します。幼虫はマメ科などの植物を広く食べます。飛び

方に特徴があり、似た蝶はホシミスジです。なお、区別の難しいリュウキュウミスジは南西諸島のみに分布します。 

・ヒメウラナミジャノメ 

北海道・本州・四国・九州に分布し、春から秋にかけて発生します。幼虫は様々なイネ科やカヤツリグサ科の植物を

食べます。似た蝶は稀少種のウラナミジャノメです。 

・イチモンジセセリ 

ほぼ日本全土に分布し、初夏から秋にかけて発生します。秋に急に数を増やし、長距離を移動することが知られて

います。幼虫は様々なイネ科やカヤツリグサ科の植物を食べます。似た蝶は茶色系のセセリチョウ類です。  
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ヤマトシジミ ルリシジミ ベニシジミ 

アサギマダラ ツマグロヒョウモン アカタテハ 

コミスジ ヒメウラナミジャノメ イチモンジセセリ 
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 雪が融けて地面が出ると、いかにも嬉しそうに

餌を食べています。 

会員・BA等投稿  

雄の後頭部の紅斑は滅多に見られませんが、風

が吹いて見ることができました。 

幌加内ビオトープ研究会代表、 
日本ビオトープ協会個人会員 
内海 千樫 

キツツキの世界 その3 キツツキの採餌・2 

あし原で餌を探すコアカゲラ 

枯れた切り株で採餌するコゲラ   

狭い隙間に入り込んで餌を探すコゲラ   

蟻を食べるコゲラ   

ネコヤナギの花を食べるコゲラ♂ 

    

こちらも、うっすら見えました。 
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一面雪に覆われる北海道の冬、多くの鳥たちは南へ

渡り、林は静まり返っています。この季節に残っているキ

ツツキは特殊な木を彫る能力を持っているからに他ありま

せん。夏の間それ程苦も無く餌を採っていたキツツキは、

最後は木の幹に巣食うアリやカミキリムシの幼虫を頼りに

します。 

   （次号・その4に続きます） 

オオアカゲラ♂ 

夏のクマゲラ♀の採餌 

クマゲラの冬の採餌跡 

クマゲラにとって地上の餌を食べつくした厳冬期は最大

の危機です。最後の綱は、トドマツやエゾマツの大径木の

幹に巣食ったアリです。 

外側からは分からないアリの巣喰った木を探し出し、最

後の手段として丸木舟を掘るようにしてアリの巣にたどり着

くのです。この穴をヤマゲラやアカゲラも利用します。 

アカゲラ♂ 

野外で見ると、アカゲラとオオアカゲラはあまり違わな

いように見えますが、間近で見るとかなり違うことが分かり

ます。特に嘴の長さが違います。 



日本ビオトープ協会  
監事・主席BA、 
プランリーフ代表 
佐川 憲一 
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東日本大震災から１１年、福島第一原子力発電所

事故の影響で、今でも双葉町や浪江町など一部の

地域では震災当時のまま時が止まってしまった場所

や、ようやく帰還困難区域が解除されても、震災前の

人口の１％ほどしか人が戻らない地域があります。  
 

 

 

 

 

 

 

 

一方、福島の多くの地域では復興は確実に進ん

でおり、人々の意識は震災復興から次第に自然環境

に関心を持つようになり、SDGsの推進もあって、ビオ

トープづくりや里山再生などの活動が増えてきていま

す。今回は、私が携わっている取組みを紹介いたし

ます。  

 
三和ホタル水路整備事業  
2006年、中山間地域総合整備事業として、生態系

保全水路がいわき市立三和小学校の近くに整備さ

れ地区に移管されました。  

しかし、しばらくして東日本大震災震災、そして福

島第一原子力発電所の爆発事故の影響もあり長年

水路が放置された状態にありました。         

今から4年ほど前の2018年、地区の区長さんより放

置されたホタル水路を再び整備し、子供たちの環境

教育の場、そしてホタル水路を未来へつないで行き

たいとの思いを相談され事業計画を作成し2021年よ

り整備を始めました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

まずは水路のしゅんせつ・草刈り作業を行いながら

水路の生きもの調査を行いました。アカハライモリや

サワガニ、ヤゴ、アブラハヤそしてゲンジボタルのエ

サとなるカワニナの生息が確認されました。  

次に、水路周囲に高木や中低木の追加植栽によ

り、植栽密度を増し、ホタルの生息しやすい環境を整

えました。また隣接する学習田にハナショウブを植栽

し、ヘイケボタルを定着出来るようにしました。 

2021年より、小学校児童たちも環境学習として水

路でカワニナの繁殖や水路での生きもの観察を行っ

ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その年の7月には、水路から1ｋｍほど上流にヘイケ

ボタル・ゲンジボタルの両方が生息する場所で、区長

さんはじめ地区実行委員会メンバーと日本ビオトープ

協会いわき地区会員の協力によりホタルを採取し、

翌日学校主催のホタル放流会を実施しました。  
2022年夏には前年放流したホタルが産卵し、孵化

したと思われる十数匹のヘイケボタルの飛翔が見ら

れました。 

会員・BA等投稿  

福島での取組み 「未来へつなぐビオトープ」      



せせらぎ探検～ホタルのすむ環境を考える～  
私は、いわき市環境アドバイザーとして高久公民

館より公民館主催の小学4～6年生児童を対象にし

た「滑津川・山口川せせらぎ探検」の講師を務めて

おります。 

当館長より探検にあたり、山口川周辺のホタルの

生息調査の依頼がありました。事前に調査を行った

ところ、探検場所周辺でホタルの飛翔を確認できた

事を話すと子供たちはもちろん、大人たちも驚いた

様子でした。  

せせらぎ探検で児童たちが川辺で生きものを探し

たり調べたりと自然の中で夢中になっている姿を見

ると、このような体験が自然や生きもの、環境に興味

を持つきっかけになったり、子供たちにとってかけが

えのない思い出となるのだと思います。 

探検後、自分たちが住む地域の自然豊かな環境

を未来へつないでいく事の重要さを子供たちへ話さ

せていただきました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いきがい村里山ビオトープ  
当ビオトープは介護老人保健施設いきがい村の

敷地内に整備された里山です。4町歩におよぶ敷地

の大半は森林に覆われ谷筋には湿地も存在し多様

な自然環境を有しております。 

施設の石井理事長による里山への思いから、間

伐や笹薮の下刈りを中心とした里山整備を行い、

徐々に貴重な野草や湿原の回復が見られるように

なりました。  

 

石井理事長は施設利用者の憩いの場、リハビリの

場、生きがいの場としてビオトープが高齢者に与える

影響・効果を高く評価しています。 

そのようなこともあり、2021年度（令和3年度）第12・

13回ビオトープ顕彰において審査委員長賞を受賞

いたしました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年8月、県内の新聞・ニュースで取り上げられ

文化庁が発表したのが、福島県いわき市などに生息

するトウキョウサンショウウオとされてきたものが新種と

判明され「イワキサンショウウオ」と命名されたことで

す。 

当ビオトープ内で生息が確認され保護されてきた

サンショウウオも「イワキサンショウウオ」である可能性

が高いと思われます。この貴重な生息環境を未来へ

つないでいくために、適切なビオトープの維持管理・

保全を行っていく必要があります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現代、そして未来へ、豊かな自然環境をつないで

いくべく、活動してまいります。 
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日産化学株式会社 富山工場 

総務部 総務課     林 亮介     
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1. 「ビオトープ大賞」受賞 

2022年6月17日、日産ビオパーク西本郷のビオトープエ

リアが、第14回ビオトープ顕彰 「ビオトープ大賞」を受賞い

たしました。はじめに日産ビオパーク西本郷の設立者であ

り、現在はOBとして管理責任者をつとめる加藤宗義より、ご

挨拶いたします。  

2.日産ビオパーク西本郷とは 

（1）当社の歴史 

当社は、1887年（明治20年）、高峰譲吉、渋沢栄一、益田

孝ら明治の先覚者により、わが国初の化学肥料製造会社で

ある東京人造肥料会社として創業、2018年より現在の日産

化学株式会社へ社名変更しました。 

日産ビオパーク西本郷のある富山工場は、当社設立より

41年後の1928年（昭和3年）、日本の食料増産に貢献すべ

く、硫安肥料の製造拠点として富山県速星村（現在の富山

市婦中町）に設立されました。 

 

（2）1960年代の公害 

1960年代、日本は高度経済成長時代を迎え、工業は発

展し、国民の生活は飛躍的に豊かになりました。しかし、経

済発展のひずみとして全国各地で工場排水や大気に含ま

れた有害物質による公害問題が発生しました。当社も富山

工場から発生する灰やガスが、現在の日産ビオパーク西本

郷がある工場東側へ流れ、地域の防風林や庭木、農作物へ

被害を与えました。その対策として有害な灰やガスが出ない

製法へ切り替えるとともに、工場東側一帯の土地を地域住民

より購入し、緩衝地として確保しました。その土地で実際に

米を栽培し、試験田として運用しましたが、2005年に土地の

安全性が立証できたということで、その役目を終えました。 

 

（3）日産ビオパーク西本郷の設立 

試験田跡地の活用予定はありませんでしたが、富山工場

の地域渉外責任者であった加藤宗義が、生き物優先の自然

公園造成を提案しました。当社の責任で失われてしまった自

然を回復させ、地域住民が利用できる施設にするためで

す。その思いが当時の経営層も動かし、2007年着工、工事

費35百万円を費やし、2008年10月に日産ビオパーク西本郷

としてオープンしました。設置目的は次のとおりです。  

会員・BA等投稿  

「日産ビオパーク西本郷」におけるビオトープ活動       

日産ビオパーク西本郷 管理責任者 加藤 宗義 

このたび「ビオトープ大賞」の栄誉をいただき、誠にあり

がとうございます。「ビオトープ創生を通じて人間と自然が

共生する社会の推進と、環境保全に寄与することを目的」

に、現場の第一線で活躍されているビオトープ協会の皆さ

まからの評価であることを誇りに感じています。 

ビオトープの取り組みは、私が日産化学に在籍していた

2005年、化学工場である当社が過去の煙害により汚染して

しまい、地域との緩衝地として確保していた用地に対し、

「負の遺産を活用し、地域の憩いの場に」というコンセプト

を思いついたところから始まります。そして、当時の社長よ

り「やってみろ、金のことは心配するな」という後押しを受

け、正式にスタートしました。SDGsという言葉もない時代で

したが、将来を見据えた経営判断に敬意を表します。 

今回の受賞について、私が何より嬉しく思うことは、OB

やOG、OBの妻たち、そして地域や学識者を含めたボラン

ティア仲間との協働作業が評価されたことです。受賞後に

ビオトープ活動に携わった総勢25名が集まって「披露会」

を開催し、ともに汗を流した仲間と喜びを分かち合えたこと

は良い思い出です。 

新型コロナウイルスの影響により、人が集まる活動が難し

い社会情勢に変わったことに加え、ビオトープ活動を支え

る「サポートチーム」の高齢化など、課題は多く残っていま

す。しかし、これまでの道のりも決して平たんではなく、様々

な困難を仲間たちとの創意工夫で乗り越えてきました。今

回の受賞を新たな励みに、現役社員と協力し、子や孫の

時代になっても生き物のオアシスと思われるよう、活動を継

続したいものです。  

「人間のためでなく、動植物の生育を主体とする」 

1.動植物にとって生息しやすい空間の回帰  

  「トンボや蝶のパラダイス」 

2.生物多様性の重要性を学ぶ場  

  「自然治癒力を活用し生き物の自然界を促す」 

3.近隣住民に開放する憩いの場  

  「植栽は花・葉の色など、四季（旬）の趣」 

4.暴雨時における調整池の機能 

   「池を設置し、周りも埋め戻さない 降雨・降雪は地下浸透」  

サポートチーム集合写真 
ビオトープ初期構想（全体図） 



（4）地域住民やOB・OGとの連携 

日産ビオパーク西本郷の完成後、すぐに生き物や植物

が定着したわけではありません。当社OB丸山功氏（故人）

の協力により、富山県自然博物園「ねいの里」から樹木や

草花の植栽ならびに基本設計の技術指導を受け、黒メダ

カや大賀ハスを譲り受けて生育するなど、徐々に生物多

様性を形成していきました。 

オープン初年の2008年、地域住民や学識者、当社

OB・OGによる「サポートチーム」も結成し、現在まで続く維

持管理体制をつくりました。また、近隣河川改修による生

育環境の破壊からホタルを救うべく、有志による「ホタル恋

（来い）の会」を設置するなど、多くの人を巻き込んで活動

を展開していきました。 

2013年には、婦中町本郷小泉地域振興協議会の住民

とともに花畑管理グループを設置。地域コミュニケーション

を目的に、当社OB・OGや現役社員が一緒にチューリップ

やユリなどの栽培に取り組んでいます。  

3.主な活動紹介 

（1）ホタル恋（来い）プロジェクト 

かつては町中でも見かけていたホタルですが、近隣河

川改修などの環境変化により、徐々にその生育地を失っ

ていきました。日産ビオパーク西本郷は設立当初から、ホ

タル生育地の復活も計画していました。オープンから5年

後の2013年、ビオトープの中に設置した小川に水苔や水

草が定着し、ホタルを迎える環境が整ったことから、有志

による「ホタル恋の会」が立ち上がりました。 

富山県ホタルの会からも指導を受け、ホタルの餌となる

カワニナの放流や飼育、小川の水質や水温に工夫を重

ね、ヘイケボタルは翌年から、ゲンジボタルは2016年から

確認することに成功しました。毎年6月にはホタル観賞会

を開催しており、ホタルの飛翔を一目見ようと、遠方からも

多くの方がご訪問されます。  

（2）カブトムシの寝床 

日産ビオパーク西本郷には、子供たちに大人気のカブ

トムシも多く生息しています。カブトムシが産卵して自然繁

殖することを目的に、2013年からカブトムシの寝床を新設

しました。寝床には、幼虫が鳥に狙われないように防鳥

ネットを張り、生育状態を良くするために落ち葉や竹チッ

プを投入するなど、サポートチームが手間暇かけて育てて

います。 

その成果もあり2018年に初めてカブトムシを確認、今で

は毎年6月頃にクヌギの樹液に群がる多くのカブトムシを

発見できます。虫好きのメンバーが寝床をどんどん拡張

し、現在ではビオトープエリアに4箇所設置されています。 

 

 

 

 

 

 

（3）地域の子供たちへの自然体験学習 

近隣の小学校や幼稚園、保育園の自然体験学習の場

として、日産ビオパーク西本郷は活用されています。新型

コロナウイルス拡大以前には、年間1,000名を超える子供

たちの訪問がありました。サポートチームのOBたちが講師

となって、四季に合わせた虫や花の教育を現地で実施、

五感を使い、自然に親しんでもらうことを大切にしていま

す。今年から感染対策も緩和傾向となり、積極的な受け入

れを再開しています。 

また、幼稚園や保育園の散歩コースにもなっており、花

摘みやドングリ拾いのために突然、来園することも多く、正

確な訪問者数は計測不能です。  

 

 

 

4.最後に 

日産ビオパーク西本郷はSDGsを目的に開設した施設

ではありません。地域の方々やOB・OGの協力をいただき

ながら、「失われた自然の回帰」に取り組んだ結果、生物

多様性や環境保全の活動として注目を集めたと考えてい

ます。 

今後も社外からの評価を軸に活動するのではなく、設

立者たちの思いである、「地域住民や社員、そこに生息す

る虫や動物、植物たちの憩いの場」とするために何が必要

かを考えて、この活動を継続していきます。 

カブトムシやホタルを見つけてワクワクする、満開の

チューリップやユリを見て心が和む、そのような小さな感動

を訪問者に体験して帰っていただく、日産ビオパーク西本

郷は、これからもそういう場所であり続けたいです。  
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日産ビオパーク西本郷の全体図 

「ビオトープエリアの他に花畑エリアや果樹園も併設」  

  チューリップ球根植付ボランティア        花畑エリア 

          ゲンジホタル                 ホタル恋の小川 

   樹液に群がるカブトムシ              カブトムシの寝床 

  自然体験学習 

  幼稚園の突然の訪問 



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 2023年2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、オニバス自生地の周辺環境整備 10月7日実施      
    夜の昆虫観察 8月27日 中止 

    サクラタデ観察会 10月15日 実施   
3．「ホタル水路づくり研修会」への協力  6/3、7/25、10/17、11/14参加  
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       

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．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・観賞会実施（東海村） 

・前渡小ホタルの里 ホタル放流・観賞会（ひたちなか市） 

・常葉台ビオトープ ホタル観賞会（ひたちなか市）  
  ・高野宿ビオトープ生物調査継続実施 計6回  
2．地域ホタル飼育活動の継続実施 
3．茨城県クールアース茨城2022事例発表  
4．水戸市内小学校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 
     個人会員入会 関東地区3名（BA仙台研修会受講同時入会4名のうち(宮城県1名、千葉県1名、神奈川県2名）） 

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

協会活動状況：各地区 
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各地区委員会 活動状況 

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＞ 
   2022年11月24日（木）～11月26日（土） ※26日は自由参加、見学会    
   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 
   受講者：新規21名、更新3名   
2．協会後援の野外イベント『ほしぞら映画×マルシェ（子供達の未来に豊かな自然を残したい）』   
  10月11日福島県いわき市 Sah,いわき湯本温泉・美風の宿。協力・ブース出展   
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開花時に町民対象の観察・講話会開催(8月20日) 

④隣接地へ湧水導入・ミズアオイエリア拡大試行中  
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ー及び視察会の開催   

5．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・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 

6．第40回全国都市緑化仙台フェア参加検討会  
  9/27平塚顧問、地区委員による検討。ミズアオイを中心にしたワークショップ、展示による参加予定  
7．会員の拡大  BA仙台研修会受講同時新規個人会員入会4名(宮城県1名、千葉県1名、神奈川県2名） 

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

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12月21日現在）   

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

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

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）     
   
◇射水ビオトープ現地視察会と2月フォーラムの打ち合わせ 
  2022年12月20日（火） 射水ビオトープ、金山公民館にて 
  参加者：横田副知事、ビオ協久郷副会長、梶岡総務委員長、岡田氏（ビオ協個人会員、 
            射水市ビオトープ研究会理事長）、他 
◇「ビオトープフォーラムin射水」＜日本ビオトープ協会共催＞ 
  2023年2月25日（土）14:00～17:00予定   
  ※詳細は後ほどご案内いたします。 

ミズアオイ観察会 

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

サクラタデ観察会 

 クールアース茨城 

野外イベント 
巣箱づくり体験  

BA研修会 

 学校ビオトープ 

 学校ビオトープ 

視察会・打ち合わせ 
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各地区委員会 活動状況 

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）  
    

◇切串小学校 古鷹山学校林 ビオトープ自然体験学習会 
・日 時：2022年7月27日（水） 
・対 象：6年生（10名）＋先生（1名） 
・内 容：学校林の植物と生き物の観察と植物標本づくり 

◇古鷹山ビオトープ 秋の自然観察会 
・日 時：2022年10月15日（土）10：00～12：00 
・場 所：広島県江田島市古鷹山ビオトープ 
・講 師：スタッフ：5名    
・参加者：36名 
・内 容：生き物観察、火起こし体験（舞錐式） 
豪雨災害の復旧工事から1年半、古鷹山ビオトープ周辺では徐々に生き物の種類も増え、ヤゴやゲンゴロウ、タイコウチ、
マツモムシ、数種類のトンボやハンミョウ、バッタなどを採集し観察しました。 

火起こし体験では、3名が見事成功！秋の味覚、アケビや焼き芋も堪能し、とても楽しい観察会となりました。  

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            

 

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

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

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

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

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年4月～2023年3月（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   

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 2022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 

  来場者数：約14,000人 

  協会のブースにもたくさんの方々にご来場いただきました。  
5．企業ビオトープの見学研修会（新型コロナの感染状況により中止・延期）   
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） 

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

切串小 学校林観察会 

  

稲刈りはどんな気分 ホタル水路 

SDGs AICHI EXPO 2022 協会ブースの様子 

古鷹山ビオ 観察  火起こし体験  

愛知県ブースにて協会の活動紹介  



石神井公園には二つの大きな池がほぼ東西に並んでいます。東側の石神井池はボート池とも呼ばれ、貸し出

しのボートで水上の遊覧ができます。もう一つは生きものの生息を見守る三宝寺池です。これらの池は自然の湧

水を源として、古くから存在したものです。池や湿地に生息する多様な生きものには比較的安定した楽園的環境

でした。昭和初期に、三宝寺池の「中の島」とその周辺には、カキツバタ、ノハナショブ、サワギキョウ、ミツガシワな

どの沼沢植物の群落が認められ、貴重な自生地と評価されて、1935年に国の天然記念物となりました。この地域

は近郊農業が栄えましたが、都市の膨張と共に住宅が増え、新たな市街地も拡大して、池を囲んでしまいまし

た。この変化の過程に湧水が枯渇して、1960年代には池の水が干上がるまでに至りました。池沼の存続が危ぶま

れましたが、深井戸による揚水を使用して、この危機を免れました。このような背景から、この公園の貴重な自然

は東京都と練馬区が管理し、地元住民のボランティア活動により保全がなされています。ボラ活には多くの団体

がありますが、生きものに関しては「野鳥と自然の会」が最もアクティブと思われます。100名を超す人々が所属し

て、公園の植生管理、定期的な動植物のモニタリング調査や観察会を開いています。管理者としては公園サービ

スセンターに職員が常駐して、ボラ活と連携しながら利用者にとって安心安全な公園になるよう維持管理を進め

ています。 
 

石神井公園サービスセンターの川田智子さん、石神井公園野鳥と自然の会の土田稔さんと青木佐保さん、石神井

公園のトンボ類を調べている須田真一さんにお世話になりました。ありがとうございました。   
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 立川 周二 
農学博士、元東京農業大学 

日本ビオトープ協会顧問 

連載コラム ビオトープ拝見     

その2．都立石神井公園  

図1．石神井池ではボートを借りて、水上から
景色を楽しむことができます。天気のよい休日
は人出で賑わいます。  

図2．三宝寺池では動植物の保護を重んじ、
釣りすることや池に網を入れることは禁じられ
ています。しかし在来種保護のためアメリカザ
リガニは駆除されます。  

図3．三宝寺池の沼沢植物群落は国の天然記
念物です。水辺には貴重な湿性植物を含む
群落が見られ、トンボ類は30種知られていま
す。  

図4．池の周囲には遊歩道が整備されていま
す。とくに「水辺観察園」には木道もあり、動植
物を見て楽しむことができます。  

図5．貴重な植物には手厚い保護の必要があ
ります。日ごろからボランティアの方が、植物
の生育状況を観察しています。  

図6．雑草群落も単純に草刈りをするだけでな
く、多様な種を増やすことを考慮して手入れし
ます。園内各所を都事業で環境整備を行って
います。  

図7．住宅地に囲まれた公園ですが、チョウ類
は約50種が記録されています。元樹木植栽地
だった場所をチョウの生息地に変え、2022年
に蝶々園・バタフライガーデンが誕生しまし
た。  

図8．アメリカザリガニは2020年に特定外来種
に指定されました。園内でも懸命な減少作戦
が展開されています。これは採集された個体
の回収箱です。後にまとめて処分されます。  

図9．「野鳥と自然の会」土田稔会長と公園
サービスセンターの川田智子さん、いつもお互
いの生きもの情報や意見を交換しています。  



会員の種類   ・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 

年会費     ・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。      

会員の特典  ・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。 

 

 

 

   

          

                 

 

本号では「SDGsにおけるビオトープの役割」をテーマに据えました。2015年9月に制定された

SDGs、昨今ではいたるところで耳にするようになりました。そのような中でビオトープとの関係性につ

いて取り上げました。 

 

巻頭言では、鈴木副会長よりビオトープ創出の具体的な事例を通して、子供と大人双方の気づき

や学びについて触れていただきました。 

涌井史郎先生の特別寄稿では、様々な角度から生物多様性の主流化について解説いただき、と

りわけNBS（nature based solutions自然に根ざした社会課題の解決策）の概念、重要性についての

提言など、読み応えのある貴重な内容を投稿いただきました。 

その他、神垣氏のビオトープのいきものたち、立川先生の連載コラム「ビオトープ拝見」での石神

井公園の紹介、地区別の活動報告、そして会員・BA等投稿では3名の方々から素晴らしい写真や

資料を交えた事例報告をいただきました。ぜひご活用下さい。 

SDGsの掲げる目標は様々な形で皆さんのもとにも届いていることでしょう。その一方ではイメージ

先行の抽象論が目立っているようにも感じます。私たちは日々のビオトープ活動を通して、より具体

的な成果につなげていかなければなりません。そしてそれぞれの目標達成にむけ、地に足をつけて

活動していきましょう。  

  

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  

日本ビオトープ協会誌「ビオトープ」Ｎｏ．51 
      2023年（令和5年）1月31日発行  

発   行   所     特定非営利活動法人 日本ビオトープ協会 

発行責任者     櫻井 淳 （日本ビオトープ協会 会長） 

編     集      協会 情報委員会・正副会長・総務委員会・本部事務局 

本部事務局     〒170-0005 

           東京都豊島区南大塚2-6-7-101 

           TEL 03-6304-1650   FAX 03-6304-1651 

           E-Mail honbu@biotope.gr.jp 

           URL    https://www.biotope.gr.jp/ 

       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。                  

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◇ 

 

編集後記 
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