
事例５ 

名称／分類 巴川流域麻機遊水池自然再生事業 ／水田・湿地 

事業実施地域 静岡県静岡市麻機遊水池 

対象協議会 巴川流域麻機遊水池自然再生協議会 

平成 16年に組織化。会長は、地質と湧水の専門である土隆一静岡大学名誉教授。 

団体会員は、地域の小学校、町内会、ロータリークラブなどと、学識者の集まる NPO

法人麻機湿原を保全する会、柴揚げ漁保存会、歴史文化を研究する麻機村塾など、県

土木事務所から依頼した 17 団体。個人会員は公募で自然環境の保全に関心を持つ 18

名が集まった。現在、個人（専門家含む）29、団体 26、関係地方公共団体 6、関係行

政機関 1、計 62 の構成員から成る。この協議会の注目すべき点は、希望した人は誰

でも委員として受け入れることである。 

 

  
 

事業主体 静岡県／静岡市 

事業概要 現在、麻機地区では巴川の遊水池整備が進められている。遊水池とは大雨の際、水

を一時的に貯めることで洪水を防ぐためのもの。田畑を買いあげ、掘り下げて池を造

る。5つの工区のうち、第 4 工区・第 3工区はすでに完了している。 初に完成した

第 4工区は、一部が池になり水鳥が遊ぶ。ヨシ、マコモが茂り、池をめぐる遊歩道も

整備された。大雨の際には浸水するが、ふだんは水のない場所が運動場や公園として

住民の憩いの場に活用されている。第 3工区にも池ができ、昔の姿を忍ばせている。

現在は第 1工区の工事中。大きな重機が四角くほ場整備された田を掘り返している。

＜自然再生目標＞ 

 
＜実施内容＞ 
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事例５ 

名称／分類 巴川流域麻機遊水池自然再生事業 ／水田・湿地 

事業概要 ＜実施箇所＞ 

 

取り組み項目  
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事例５ 

名称／分類 巴川流域麻機遊水池自然再生事業 ／水田・湿地 

多様な主体と

の連携 

＜環境学習＞ 

麻機遊水池及び地域の自然環境の仕組み、生い立ち、自然再生の取組に関する意義

を、より多くの人々に理解してもらうこと、将来の担い手を育てることを目的とした

子供用パンフレットの作成や、現地での自然観察会、体験学習プログラムを実施する

ことで、多様な主体の参画を促している。 

・子ども自然環境レンジャー（ＮＰＯ麻機湿原を保全する会主催） 

・巴川「川の日」親子でウォッチング（静岡土木事務所主催） 

・親子で自然ウォッチング（東部公民館主催） 

・リバールネッサンス（ＣＬＵＢリバールネッサンス主催） 

 

＜情報発信＞ 

ホームページの開設やマスメディアとの連携、パンフレットの作成。ガイド施設や

園内の説明板の設置。 

・静岡土木事務所ホームページ「ともえランド」 

・静岡土木事務所発行パンフレット 

・静岡土木事務所発行巴川子供向けパンフレット 

・静岡市麻機遊水池の自然ポストカード 

 

＜組織化・連携＞ 

地域住民によるイベントや清掃活動の実施。地元中学校によるゴミ不法投棄防止ポス

ター作成など。 

・遊水池クリーン作戦（ＮＰＯ麻機湿原を保全する会） 

・除草、清掃活動（地元住民） 

・啓発ポスターの作成（観山中学） 

 

出典 パンフレット『生命いぎわう わ（環・和・輪）の湿地麻機』（巴川流域麻機遊水池

自然再生協議会） 

静岡土木事務所ホームページ『ともえランド』 

（http://doboku.pref.shizuoka.jp/desaki2/shizuoka/tomoegawa/10saisei/） 
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事例６ 

名称／分類 久米島ホタル ／水田・湿地 

事業実施地域 沖縄県久米島（拠点：久米島ホタル館・浦地川） 

対象協議会 －（自然再生事業外） 

事業主体 久米島ホタルの会（平成 2年設立／会員数：約 40名） 

基本的に会のメンバー及びホタレンジャーの子供達、小中学校によるボランティア。

事業概要 1960年以降サトウキビ畑への切り替えで減少していった水田、また、山や森を削る

大規模な土地改良事業と大量の農薬散布により縮小してきた久米島の自然を、1993

年の『久米島で新種のホタル発見』を契機に再生するために取り組みがはじまった。

当時小学校の先生を中心に土地改良事業関係者、役場職員により｢クメジマボタル

の会｣が結成された。その後、会のメンバーの1人が、愛知県西尾市での「ホタルの里

づくり」の取り組みを視察、これが本格的な活動開始のきっかけとなり、1997年から

全国ホタル研究会の大会にも参加。2005年には、ホタルの保護・保全を目的とした久

米島ホタル館を旧具志川村村長の協力で開館した。 

人との関わり 

事業意義 

『ホタルを蘇らせる』というこの目的を実現させることが、水質汚染や不法投棄、

ゴミ問題、赤土問題など深刻化する島の環境対策の改善に繋がること、それによって

経済の活性化が促されること、そして何より大切なことは、この久米島で生きる意義

を島の人々が誇りと喜びを持って見出すことを活動理念としている。これにより、会

の名称を「久米島ホタルの会」と改められた。 

基本目標 久米島ホタルの会ホタルの棲む環境を蘇らせ、ホタルとホタルに繋がる在来の生きも

のを保護し私達人間を含めた健全な生態系を保全する 

取組項目 ● クメジマボタルと共につながる環境への理解を広げるための、「久米島ホタル館」

内のパネル展示・館内の生態飼育やガイドなどの支援 

● ホタルの里作りのために施設周辺の草刈や清掃作業、植栽等 

● 野生生物保護の活動を「ヤンバルクイナを守る獣医師の会」との連携により「久

米島ホタル館」を窓口とする傷病鳥及び野生生物の保護や搬送 

● 環境保護や保全に関わる正確な知識を地域住民と共有するための各分野での専門

家を招いたシンポジウムや講演会の開催 

● 久米島の自然環境を楽しく理解するための観察会やネイチャーゲームを取り入れ

たイベントの開催 

● 生態系の保護･保全と、地域住民の健康や生活環境を守るため、久米島全域での不

法投棄ゴミや海洋ゴミの回収や啓蒙活動 

● 「全国ホタル研究会」の団体会員として、全国のホタル研究者や愛好家とのネッ

トワーク化、活動の輪の拡大 

● 「海上保安庁 OCCN」の団体会員としてのクリーンビーチ活動 
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事例６ 

名称／分類 久米島ホタル ／水田・湿地 

多様な主体と

の連携 

＜グローバルスポーツ医学研究所の店舗”てもみん”によるボランティア活動＞ 

予算のない中で、地元のボランティアで活動している状況が、ＴＢＳのワンステッ

プという TV 番組に取り上げられ、その放映を観たことがきっかけで 2009 年より協力

がスタート。2012 年は毎月１回のペースで活動。参加人数は 1 回に 20名から 40名。

ホタルの会では、久米島空港にある“てもみん”で施術を受けた人に、「クメジマ

ボタル観察会」の参加料金を割り引いている。 

 
 

＜花王・みんなの森づくり事業＞ 

久米島観光協会からの依頼により受け入れ。 

  
 

＜立命館高校の環境学習修学旅行＞ 

業者による旅行プランではなく、修学旅行の下見で久米島ホタル館へ来られた先生

方とのやり取りに応え受け入れ。 

  
 

出典 久米島ホタルの会ホームページ 

http://www.kumehotarunokai.com/index.htm 

久米島ホタルの会だより 

http://kumehotarunokai.ti-da.net/search.php?csrf=f29bec5759f94e611b95513277

2789f67b6488a0&search=%E7%AB%8B%E5%91%BD%E9%A4%A8 
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事例７ 

名称／分類 樫原湿原 ／水田・湿地 

事業実施地域 脊振山地整備の佐賀県 東松浦郡、七山村、池原、字樫原 

佐賀県自然環境保全地域特別地区 121ha（短期計画はうち 8ha） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然再生の対象となる区域（全体構想より） 

 

対象協議会 樫原湿原地区自然再生協議会 

2008 年 7 月 組織化 

公募委員 26 名、専門家（生物、水象）5名、地域住民代表１名、NPO 代表１名、地元

市町村代表１名、佐賀県、関係機関（環境省、農水省、国交省）計 42名。 

事業主体 佐賀県くらし環境本部環境課 

事業概要  樫原湿原は佐賀県七山村池原字樫原の海抜 591m にあり、氷河期の残存植物等の希

少な動植物が生育・生息している。近年、水量の減少、土砂等の堆積、及び人・葦の

湿地侵入等により、保全状況が悪化し、昭和 28 年頃と比較すると数種類の植物が確

認できなくなり、株数も減少している。 

 平成 14 年度から自然生態系の保全・再生に向けた計画策定のための調査を実施。

平成 16 年度に自然再生推進法に基づく「樫原湿原地区自然再生協議会」が設立され

た。 

 平成 17 年 1 月に「樫原湿原地区自然再生全体構想」、平成 17 年 3 月に「樫原湿原

地区自然再生事業実施計画」が作成された。 

 

<自然再生の目標＞ 

 湿地環境に人為的な影響が比較的少なく、農林業等により適切な影響を与えていた

と推察される七山村道解説以前の状態（昭和 40年前半）を概ねの目標として設定。
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事例７ 

名称／分類 樫原湿原 ／水田・湿地 

取り組み項目 ＜活動メニュー＞ 

●再生メニュー 

 短期的には、自然植生の再生のため、オオミズゴケの除去、耕起、木本類の除去、

池の造成などを状況ごとに組み合わせて実施する他、適正な水深の保持、木道、ボラ

ンティアステーションの設置を行う。中・長期計画としては周辺樹林の水源涵養能力

の向上、村道・駐車場部分の湿地再生を図る。 

1.短期計画 

 (1) 自然植生の再生：オオミズゴケ及び木本類の除去、耕起と大型多年生草本の

除去、浚渫、水深制御等。 

(2) 水田跡地（人工湿地）及び周辺の再生：ヨシ、マコモ、カサスゲの除去、トン

ボ類池の造成等。 

(3) 村道等の設置 

(4) ボランティアステーションの設置 

2.中・長期計画 

(1) 周辺森林の水源涵養能力の向上等 

(2) 道・駐車場部分の湿地再生 

●維持管理計画 

(1) 維持管理：定期的なカサスゲ、マコモ、ヨシの除去、火入れ、除草作業、間伐

等による植生の維持管理の他、水深制御、木道、ボランティアステーションの

維持管理を行う。 

(2) モニタリング：水環境（水質調査、水象調査、）、生物相（動物調査、植物調

査、湿原景観定点調査）についてモニタリング調査を実施。その結果について

専門家の評価、自然再生協議会での検討を行い、順応的に事業を実施。 

●その他：環境教育等への活用 

・自然環境学習プログラムの整備 

・自然環境学習を担う人材の育成 

・自然環境学習に関わる情報の共有 

 

多様な主体と

の連携 

『樫原湿原を守る会』が寄付金を活用して、当該県有地で保全活動を実施している。

   

出典 樫原湿原地区自然再生実施計画書（平成 17年 3月 佐賀県くらし環境本部環境課）

自然再生ネットワーク・ホームページ（環境省） 

（http://www.env.go.jp/nature/saisei/network/law/law2_1_1/kasibaru.html） 

樫原湿原を守る会・ホームページ 

(http://www.geocities.jp/sanyasoo11/kasimamorukai.htm) 
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事例８ 

名称／分類 椹野川河口域・干潟再生 ／干潟 

事業実施地域 椹野川河口域及び山口湾 

対象協議会 椹野川河口域・干潟再生協議会 

2002 年 6 月 「やまぐちの豊かな流域づくり推進委員会」の設置 

※個人 12名及び 16団体の参加応募 

→全員参加 2006 年 2月現在の協議会構成メンバーは、学識者 9、個人 13、

 団体 18、地方公共団体 14、関係行政機関 4 の計 58名 

2004 年 6 月 「椹野川河口域・干潟自然再生協議会」設立 

※学識者、関係行政機関、地方公共団体の委員を含めて 55 名 

事業主体 山口県 

事業概要  自然再生の目標は、「干潟等においては、そこに生息する多様な生物群集により、

生態系内における良好な物質循環が円滑に進み、干潟等が有する生物生産機能、生物

生息機能、水質浄化機能及び親水機能などの多面的機能が高いレベルで持続的に保た

れる状態、すなわち、人が適度な働きかけを継続することで、自然からのあらゆる恵

みを持続的に享受できる場、いわゆる『里海』の再生を目指すこと」とされている。

 椹野川河口干潟等は、場所によって様々な自然・社会状況を有していることから、

ゾーンごとに自然再生の目標を設定している。 

自然再生ゾーニング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自然再生事業の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自然再生のゾーニング 
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事例８ 

名称／分類 椹野川河口域・干潟再生 ／干潟 

取り組み項目 ●干潟再生の取組 

 干潟再生の取組については、2003 年度より干潟の詳細現況調査に着手し、2004 年

度には、カキ殻が分布している中潟では置換実証試験、砂干潟や泥干潟の南潟や新地

潟では耕耘実証試験が行われている（下図参照）。これらの結果等を踏まえて、2005

年度には中潟で拡大実証試験、南潟では地域住民、関係団体と一体となって人手によ

る耕耘試験を進められてきた。 

＜泥浜干潟での実証試験（小規模実証試験）＞ 

 2004 年度、1 区画 50ｍ2の規模で小規模な実証試験が行われた。カキ殻や泥分が非

常に多い上層土と砂分が多い下層土との置換や、粉砕カキ殻を置換した下層土に混合

した区画、新地潟の砂質干潟の砂を混入・客土した区画などが設定された。 

 モニタリングは底生微細藻類、ベントス、底質等の項目について実施。初期には底

生微細藻類の爆発的な増加が見られ、その後細胞数は収束して、2ヶ月後にはイトゴ

カイ科等の環形動物、4ヶ月以降は、カニ、エビ等の節足動物が、8ヶ月後（12月）

はヨコエビ類等節足動物の比率が増加した。 

 8 ヵ月後において｢多様度指数｣や生物量を配慮した｢生物豊かさ指数｣で評価する

と、『カキ殻 20％混入区、0.5m 置換区、他干潟砂 50％混入区』が対照区に比べて優

れていた。 

 表 拡大実証試験の概要 

 
 

   
 実証試験区 カキ殻粉砕耕耘工法 耕耘混合砂工法 

 

 
試験区の空中写真 
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事例８ 

名称／分類 椹野川河口域・干潟再生 ／干潟 

取り組み項目 ＜人工耕耘＞ 

砂干潟のゾーン（南潟）では、アサリの減少等によって干潟を掘り起こさなくなっ

た結果、表面の砂が硬く締まって生物が棲息しにくい環境となっているものの、カブ

トガニが産卵し、幼生が生息いる。実証試験区では、カブトガニ保護のため重機等を

使用せずに、人力で鍬やスコップによる耕耘を行い、干潟の環境改善、生態系保全機

能の維持に努めている。2005 年 5 月、10 月には漁協をはじめとする関係団体や住民

等の参加により、干潟耕耘（うね耕耘、やま耕耘）、竹柵立て（ナルトビエイの食害

対策）、アマモ苗移植などを実施されている。 

 こうした取り組みの成果として、2004 年度には秋以降ほとんど見られなかったア

サリなどの二枚貝の稚貝やクルマエビの稚エビが 2006 年 1 月までのモニタリング結

果で確認できるようになっている。 

また、これらの作業の他、協議会メンバーを中心とする作業の参加者を対象に、干潟

生物の観察会を実施し、地域住民等への干潟再生に係る普及啓発等が行われている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民等 160 名の参加者 

アサリ調査

アマモ苗移植うね耕耘ナルトビエイ対策竹柵

岸から試験区の全景
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事例８ 

名称／分類 椹野川河口域・干潟再生 ／干潟 

 ●アマモ場の造成検討 

 山口県では、2002 年度から、山口湾の長浜、阿知須地先において、アマモ場の造

成試験に取り組んでいる。アマモ場は、魚類等の産卵場・幼稚仔の保育場・餌料供給

や水質浄化などの働きがあり、水産資源を保護培養する上で非常に重要な役割を果た

していることとから、漁協や地域住民等との協働により進められている。2004 年度

からは、漁協や地域住民等との協働による事業展開の可能性を模索するため、アマモ

学習会や観察会、アマモ種子の採取と播種試験などが実施されている。 

表 関係主体の取組概要 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コウイカ類の卵塊

アマモの種子

アマモの種子を生分解性プラスチック

マットに付ける作業 

アマモ花枝の採取
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事例８ 

名称／分類 椹野川河口域・干潟再生 ／干潟 

多様な主体と

の連携 

●産学公連携モデル 

産学公の連携・協働による『やまぐちの豊かな流域づくり構想（椹野川モデル）：

平成 15年 3 月』に基づき、河口の干潟や山口湾では、干潟の再生やアマモ場の造成

に係る実証試験、野鳥などの調査、海浜清掃等を関係主体が連携して、様々な取組が

進められている。 

＜干潟の再生＞ 

・山口県環境政策課 

・山口大学 

・椹野川流域活性化交流会 

＜山口湾の藻場再生＞ 

・山口県漁政課水産研究センター 

＜山口港の海域環境の創造＞ 

・山口県港湾課 

＜水環境の保全＞ 

・椹野川水系“森･川･海”水環境ネットワーク協議会 

＜環境学習関連＞ 

・日本野鳥の会山口支部 

・山口カブトガニ研究懇話会 

＜流域連携＞ 

・椹野川流域地域通過検討協議会 

 

●助成金 

 KJB(Keep Japan beautiful)瀬戸内基金への申請を行い、活動の基金を得ている。

KJB(Keep Japan beautiful)瀬戸内基金：2007 年にフィリップ モリス ジャパン株式

会社が設立。日本を代表する風光明媚な瀬戸内海域で環境美化・保全に取り組む組

織・団体の多岐にわたる活動を助成している。基金の管理・運営を社団法人瀬戸内海

環境保全協会が担っている。 

  

その他 ●地域通貨「フシノ」流通モデル実験（平成 15年 6月～平成 16 年 3月 

流域連携の一つの手法として、地域通貨の流通モデル実験を実施している。実施主

体は、当該協議会（当時 12 団体で構成）。地域通貨名は「フシノ」（1 フシノ＝1円

相当）。ボランティア作業に参加人に地域通貨を発行し、協力店で代金の一部として

使用できるコミュニティウェイ方式を実施。協力店は山口市、小郡群を中心に 38 店

舗。ボランティア約 2,700 人。発行ボランティア 33活動。約 62万フシノを発行（1.3

万フシノが使用された(約 2％)）。 

 

 
 

出典 椹野川河口域・干潟自然再生協議会ホームページ 

（http://eco.pref.yamaguchi.jp/fushino/） 

KJB瀬戸内基金ホームページ(http://www.seto.or.jp/setokyo/kjb/h20/20-18.html)

椹野川河口域・干潟自然再生事業の取組について（山口県環境生活部自然保護課 末

吉利幸） 
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