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絵と文 ： 佐藤 恭子 街の中にも自然の不思議はいっぱい! 
主な著書「かながわの自然観察おもしろ絵日記」

イシミカワ

かながわトラストみどり財団 2013 夏 「ミドリ」no.902

　今日は秋の気配が漂い始めた相模川の中流域を歩いてみることにし
ました。 土堤から見下ろすと、丸石をごろごろ敷き詰めたような河川敷
はパッチワーク状に色分けされているのがよくわかります。
　土堤に近いやや乾いたところではオギが白い穂を揺らし、黄色い花を
つけたセイタカアワダチソウも繁茂しています。 川面近くで箒のよう
な穂をなびかせている群れはツルヨシです。 広くシナダレスズメガヤ
に覆われた草原にはカワラハハコがひっそり咲いているはず。 その場
所は・・・秘密にしておきましょう。
　不思議な空間を見つけました。 その一角だけ真っ赤に色づいて見
えるのです。 不思議に思って近づいて見ると、丸石の上を這うよう
に、何本もの赤色の細いパイプが縦横無尽に張り巡らされているでは
ありませんか。 まるで砂漠に突如出現した大規模なインフラ整備か
なにかのようです。
　もっとよく観ようとしたら、「アイタタタタ・・・」テリハノイバラに生
えた鋭いトゲに足をとられて先に進むことができません。 無数に伸び
る赤いパイプにも細かいトゲが密生しています。 どうやらここは立ち
入り禁止区域のようです。
　赤いパイプの途中からは奇妙なオブジェが垂直に伸びています。 藍
色・紺青・群青・藤色・コバルトブルー・紺碧・・・さまざまな青色をした球
（果実）が重なり合って丸いお皿（苞）の上に載っています。 まさしくこ
の姿はイシミカワです! 夏の間に吸い込んだ太陽熱が血潮となって流
れる茎と、澄み切った秋空の色を凝縮したような果実。 見事な赤と青
の対比に息をのんでしまいました。
　イシミカワは一年草です。 イシミカワの赤い茎は、樹木であるテリハ
ノイバラの茎のように冬を越すことはできないかもしれません。 でも、
きっと春になったらまたこの場所に緑のパイプを敷き直し、小さな花
からブルーの美しい果実を生み出していくことでしょう。
　インフラ整備の行く末を見守りながら、河川敷の散歩はこれからも
やめられそうもありません。

自然へ一歩

花のあと花被が多
肉質になって果実
を包む。 緑白色から
赤紫色、青色へと変
化する

か  ひ

まるい葉状の苞
ほう

托葉鞘の上部は円形に広がる

葉柄は葉身の基部の
少し内側から出る。
楯のようだ

たくようしょう

小さい花が
総状に咲く
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かながわトラストニュース

かながわトラストみどり財団の最新活動情報
　かながわトラストみどり財団の最新活動についてご報告します。

　大和市の久田緑地で活動する「久田緑地くらぶ」が竹
林整備作業の講習会を実施しました。 これまでも伐採
した竹材の有効活用として、竹炭やチップ化などを
行ってきましたが、財団の観察会の講師も務める神保
賢一路氏を招き、竹垣づくりを行ったものです。 新た
な活用法として、伐採した資源をそのまま使う四つ目
垣やそだ柵づくりは、とても有効であり、ボランティア
参加者も参考になったようです。
　本来の作業時期は12月から竹の根が動き出す前の
２月初旬あたりを目途に行う作業とのこと。 久田緑地
くらぶでは今後も竹垣作りを継続していくそうです。
　しっかりと管理された竹林は、散策ルートしても見
通しがよく、涼しく快適です。

久田緑地で竹林保全講習会［トラスト緑地］

桜ケ丘緑地で恒例「むしとり大会」［トラスト緑地］

7月27日(土) 主催：久田くらぶ

　特に注目された緑色のバッタの一種は、当日の講師
である神保賢一路氏によると、「ヤマクダマキモドキ」
というツユムシ科の昆虫。 横浜のように都市化の進ん
だところで確認されたことは、緑地に自然が色濃く
残っていることを示すものでしょう。

8月4日(日) 主催：水辺のある森
再生プロジェクト

10m程の
竹垣が完成!

作業前 作業後

ロープワーク

ヤマクダマキモドキ

見つけた子どもたちは
ピースサイン♪

スタートの合図を待つ子どもたち

　横浜市保土ケ谷区にあるトラスト・桜ケ丘緑地で「親
子むしとり大会」が開催されました。小さな緑地に83
名もの参加者が集まり、スタートのかけ声を合図に
いっせいに草原や水辺にかけ出しました。 採集方法は
様々で、水辺付近で網を両手に持ち、トンボやチョウが
やって来るのをじっと待っている子もいれば、背丈ほ
どの草原を分け入って虫がいないか探す子もいて、そ
れぞれ真剣に虫とりをしていました。 1時間程度で終
了となりましたが、多くの生き物が見つかり、ナナフシ
やガの蛹、ハムシなどが採集されました。

さなぎ
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葛葉緑地
く ず  は

［トラスト緑地］ レポート：くずはの家　高橋所長

　くずはの家では、今年度も数多くの自然観察会を
行っています。 毎月の月例観察会をはじめ、５月下旬
には「ほたるの観察会」、７-８月には「夏休み自然教室」
と題し、様々なテーマで観察会を企画しました。
　葛葉緑地のホタルは平成21年の台風による出水以
来、しばらく発生が少ない状況でしたが、23年暮れに
ボランティアの協力でほたる水路の改修を行い、25年
には見事復活しました。 ピーク時100匹を超える乱舞
が見られ、観察に来た市民を喜ばせました。

　夏休みには初の企画
として動物の足跡探し
を行いました。 石膏で足
跡を型取りし、お土産と
して持ち帰ることがで
きたので、夏休みの自由研究になったようです。
　10月には毎年恒例のきのこの観察会を行います。 身
近なきのこを知るチャンスなので、ぜひご参加くださ
い。

小網代の森の整備進行中
こ   あ じ ろ

［トラスト緑地］

第2回かながわジュニアフォレスター教室を開催

　現在、小網代の森では環境学習の場として活用を図
ることを目的に、神奈川県による施設整備が進められ
ています。 観察者の踏圧などによる自然環境への影響
を最小限に抑えるため、木道や階段等を設置していま
す。 利用できる環境が整うまで、立ち入りを控えてい
ただくなど、静かに見守っていただければと思います。
なお、2014年7月に開園を予定しています。

　足柄森林公園丸太の森にて、子ども対象の宿泊型の
キャンプイベントとして、リバートレッキングや夕食作
り、林業体験などを行いました。 何度も参加している
子、初めて参加する子と様々でしたが、すぐに打ち解け
ることができたようです。 アンケートにも「また次回も
参加したい」など多数のコメントをいただきました。
　次回は10月19日（土）に県立秦野戸川公園にて、クラ
フト作成やバウムクーヘンづくり等を予定していま
す。 ぜひご参加ください。

夏休み自然教室にて

整備中の木道

開会式 　リバートレッキング

8月3日(土)・4日(日)
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水源林のつどいを開催
　やどりき水源林（松田町寄）にて「水源林のつどい」が開催さ
れました。
　参加者はトレッキングや水生生物観察で水源林を堪能した
ほか、つどい恒例の鹿シチューや野点等を林間広場で楽しみ
ました。トレッキングでは「成長の森コース」を新設。 今回は
平成19年度に植樹したエリアの一部を案内しました。

やどりき水源林では毎週土・日（12月－2月は除く）に
「森の案内人」によるガイドを行っており、その中で各
年度の「成長の森」についても紹介しています。

渓谷内の木橋

8月3日(土)・4日(日)

8月17日(土)

緑の少年団交流集会
　交流集会は、県内に６団体ある緑の少年団の子どもたちが一堂
に集まり、少年団同士の交流を深めるため、年に1回行っています。

　今回の秦野市での交流集会では、葛葉緑地を流れる
葛葉川で水生生物の採集・観察をして川の現状につい
て学んだり、鳥の木彫りに色づけをする工作をしたり
と、たくさんの体験をしました。
　少年団の子どもたちからは「友だちができた」「楽し
かった」とのコメントがありました。 来年も子どもた
ちが楽しく学習して、楽しく交流できる機会を作りた
いと思います。

8月4日(日)～9日(金)緑の少年団ロシアへ行く
　8月4日～9日に日本とロシア両国の友好親善の輪を広げ、国際的な視野
に立った人材を育成する国際交流事業が開催され、神奈川県から「南足柄
緑の少年団」と「かまくら緑の探偵団」の団員が参加しました。
　自分たちの日頃の活動発表やロシアでの記念植樹、両国の団員が一緒
に活動するグループコンテストなどで交流を深めました。

●この交流会で日本の他の地域からきた子やロシアの子ともたくさん　
仲よくなれて、みんなで協力することができ、楽しい体験もできたので　
参加できてよかったです。
●ロシア人や遠い所から参加した日本人の人とも仲良くなり、もう一度み
　んなに会ってみたいです。
●最も心に残ったことはグループ対抗コンテストです。 グループに分か
　れて、いろいろなミッションをクリアする楽しいものでした。 他にも工
　作で草花を使いポスターを作りました。 ロシアでも子どもたちが自然
　を守る活動をしていてうれしかったです。
●長いようで短かった6日間でした。 参加前ロシアに友だちができるとい
　う期待と、言葉や文化の違いに不安も感じていましたが、とても楽しく
　勉強になりました。

細かい色塗りに
真剣に取り組む

少年団

～緑の少年団国際交流事業～

参加団員の感想です
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ヤマビルの生態とその防除方法ヤマビルの生態とその防除方法
丹沢で増えるヤマビル

ヤマビルの吸血被害って
全国的に拡がっているの？
　山林作業に従事する人々やハイキング、キャンプ、渓
流釣りなどに出かけた人々の間でヤマビルに吸血され
る被害が全国的に増えており、最近では里山近くの居
住地周辺にまで吸血被害が拡がっています。　
　ヤマビルが生息し、吸血被害の見られる地域は2013
年4月現在、北は秋田から南は沖縄の33都府県にまで
拡大しています。特に、滋賀、三重、岐阜、兵庫、群馬、神
奈川、静岡などでは吸血被害地域が著しく増加してい
ます。 なお、神奈川県下では1945年以前に津久井町鳥
屋の早戸川流域にわずかに見られていましたが、その
後、清川村、愛川町、厚木市、伊勢原市、秦野市にまで拡
大し、ごく最近の調査では山北町、松田町でもヤマビル
の生息が確認されています。（図1・図2）

ヤマビルはどんな生き物なの？
　ヤマビルはミミズと同じ仲間の環形動物に属し、茶
褐色で体長3~4cm、伸びると5~6cmにもなり、背面に
３本の黒い筋が縦に走って見えるのが特徴的です。 陸
上、特に山地の森林に生息しており、強い吸血能力を
もった生き物で、梅雨の6～7月や秋雨の9～10月の時
期に活発に吸血します。 体の前端と後端に各々１個の
吸盤を持ち、後吸盤で体を支えながらシャクトリムシの
ように歩きます。 歩くスピードは1分間におよそ1ｍと
意外と速い。
　乾燥には弱く、暗くて湿気の多い場所を好みます。 
通常は枯葉の裏や草、枯れ木・石の下でじっとしていま
すが、動物が近づいてくると体温・炭酸ガスや動物の歩

く振動を感知して、足部に付着して吸血します。 吸血
する時には、前吸盤の中にある顎歯と呼ばれる70～80
個並んだ細かい歯で、動物の皮膚を切り裂いて吸血し
ます。
　ヤマビルは吸血すると、１か月で卵塊を地面に数個
産みます。 さらに１か月を経過すると、卵塊の中から
仔ビルが生まれてきます。 仔ビルは吸血するごとに脱
皮を繰り返して大きくなり、3～4年は生きるといわれ
ています。 寒さには強く、室内試験では－2℃で一晩放
置しても元気でした。 秋田のような寒冷地では体内に
脂肪粒を増やして越冬しているのでないかと考えられ
ています。

ヤマビルってどうして
全国に生息範囲を拡大できたの？
　ヤマビルは歩くための手足はなく、飛ぶための翅も
ありません。 前後にある２つの吸盤を使ってシャクト
リムシのように移動しますが、その移動距離は数メー
トル。 このヤマビルがどうして全国的に生息分布を拡
大し、人々を吸血するようになったのでしょうか？　
≪林業の衰退と森林の荒廃≫
　1955年頃から一般家庭燃料の中心であった炭・薪か
ら石油・ガス・電気への燃料革命が起こり、林地からの
炭・薪の生産は減少の一途をたどりました。 さらに、
1964年頃から木材の輸入自由化がはじまり、コストの
安い外材の輸入に押されて、山間地域の過疎化・高齢化
も加わって農山村社会は林業の衰退により経済的支え

を失い、森林の荒廃が進み、大きな社会問題となりまし
た。
　伐採されない森には太陽光が射し込まず、下草は生
えなくなり、花・実が育たない真昼でも暗くじめじめし
た暗い森に変り、多くの生き物の生息場所が次々と消
えていきます。 こうした森ではカモシカ、ニホンジカ、
イノシシ、サルなどの大型ほ乳動物たちの餌がなくな
るため、里山や人家周辺に餌場を求めて下りてくるよ
うになりました。
≪大型ほ乳動物の生息数増加と分布域の拡大≫
　一方、気候変動による温暖化の影響で冬の降雪期間
が短くなり、積雪量も少なくなって冬季のシカ、イノシ
シなどの死亡率が低下したことや狩猟禁止の保護策が
長期間とられたこと、全国的に耕作放棄地が拡大した
ことなどが重なって大型のほ乳動物たちが急激に増加
し、警戒心を持たなくなった動物たちが里山や人家周
辺にまで来て、最近では農作物への被害も大きくなっ
ています。 環境省はニホンジカ（北海道を除く）の個体
数を推計し、2011年度では261万頭が生息しており、
22年前（1989年29万6千頭）に比べて９倍に増えたと
推定しています。

ヤマビルはどんな動物を吸血しているの？
運ぶのは誰？
　次に、ヤマビルが吸血した動物の種類を調べてみる
と（PCR-SSCP法によるDNA解析）、
①秋田県下ではヒトを吸血していたのは3%と少なく、
カモシカが59%と多かった。 
②兵庫県下ではニホンジカ46%とイノシシ22%で併
せて68%を占め、ヒトは17%であった。 
③神奈川県下ではニホンジカ45%とイノシシ32%で
併せて77%を占め、ヒトは2%であった。 
また、④千葉県房総半島のニホンジカ（足部の第三・四
趾間）にはヤマビルによる有血腫瘤（皮膚が反復吸血に
より腫瘍～壊死を起こし空洞化する）が多く観察され
ており、吸血時間も１時間程度と長かった。 
　これらのことはカモシカ、ニホンジカ、イノシシなど

がヤマビルの主な吸血源であると共に、遠くまで移動・
分散を可能にしてくれる運搬者であることを示してい
ます。（図3）

ヤマビルに吸血されないためには？
ヤマビルを効果的に防除するには？
　ヤマビルは地面から靴に付着して靴下の中に潜り込
んで吸血することが多いので、長靴や登山靴（サンダ
ル・運動靴は避ける）には忌避剤（20%食塩水やヤマビ
ルファイターなどの市販忌避スプレー）を塗布したり、
ズボンのすそを靴下（長め・厚手が良い）の中に入れて
吸血されないようにします。 また、ヤマビルの多い地
域では殺ヒル剤を散布すれば生息密度を1/5~ 1/10
に低下させることができます。 散布時にはヤマビルの
体表に直接薬剤が当たるようにします。 ヤマビルを地
面におびき出せば（対面散布法）防除効果をさらに上げ
ることが可能です。 なお、殺ヒル剤としてヤマビルキ
ラー（粉剤、液剤）が市販されていますが、消石灰・石灰
窒素・木酢液などを使っても、ある程度の防除効果を上
げることは可能です。
　また、食塩でも十分な殺ビル効果は得られますが、植
物、土壌などへの影響に注意する必要があります。 さ
らに、ヤマビルは乾燥に弱いので道路上の草を刈った
り、落葉・枯木などを片づけたり、樹木間の間引きをし
たりして地表面を乾燥させ、日当たりを良くするなど、
ヤマビルが生息しにくい環境に整備することで、ヤマ
ビルの侵入・定着・繁殖を防ぐことができます。 また、
草刈り・落葉かきなどの環境整備は、野生動物に対して
警戒心を起こさせ、餌場の除去にもつながります。
　最近の調査でヤマビルが吸血している動物は、イノ
シシとニホンジカで70％以上の大部分を占め、ヤマビ
ルの主たる運搬役にもなっていることがわかってきま
したので、これらの野生動物の侵入防護柵の設置や適
正な個体数管理を行うことも重要です。 今後、このよ
うな草刈り、落葉かきなどの環境整備や薬剤散布と野
生動物対策をうまく組み合わせた、総合的なヤマビル
防除対策を行うことが求められています。

谷  重和一般財団法人 環境文化創造研究所ヤマビル研究会代表

1980年以前から現在まで
吸血被害が問題になっている

（2007年）

1997～2004年に吸血被害が
寄せられた

2004年以降に吸血被害が追加された

ヤマビルの生息や被害報告が
確認されていない

ヤマビルによる吸血被害の
情報が寄せられた地域 

図2

神奈川県ヤマビル生息マップ図1

原生地域
（1945年以前）

山北町

松田町

秦野市

伊勢原市

清川村

相模原市

大室山

蛭ケ岳

丹沢山檜洞丸

鍋割山
大山

白山

仏果山
焼山

鐘ヶ嶽 厚木市

愛川町

ほぼ全域に
生息している地域

散在的な生息が
広範囲にわたる地域
数か所点的な
生息がみられる地域
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ヤマビルの吸血被害って
全国的に拡がっているの？
　山林作業に従事する人々やハイキング、キャンプ、渓
流釣りなどに出かけた人々の間でヤマビルに吸血され
る被害が全国的に増えており、最近では里山近くの居
住地周辺にまで吸血被害が拡がっています。　
　ヤマビルが生息し、吸血被害の見られる地域は2013
年4月現在、北は秋田から南は沖縄の33都府県にまで
拡大しています。特に、滋賀、三重、岐阜、兵庫、群馬、神
奈川、静岡などでは吸血被害地域が著しく増加してい
ます。 なお、神奈川県下では1945年以前に津久井町鳥
屋の早戸川流域にわずかに見られていましたが、その
後、清川村、愛川町、厚木市、伊勢原市、秦野市にまで拡
大し、ごく最近の調査では山北町、松田町でもヤマビル
の生息が確認されています。（図1・図2）

ヤマビルはどんな生き物なの？
　ヤマビルはミミズと同じ仲間の環形動物に属し、茶
褐色で体長3~4cm、伸びると5~6cmにもなり、背面に
３本の黒い筋が縦に走って見えるのが特徴的です。 陸
上、特に山地の森林に生息しており、強い吸血能力を
もった生き物で、梅雨の6～7月や秋雨の9～10月の時
期に活発に吸血します。 体の前端と後端に各々１個の
吸盤を持ち、後吸盤で体を支えながらシャクトリムシの
ように歩きます。 歩くスピードは1分間におよそ1ｍと
意外と速い。
　乾燥には弱く、暗くて湿気の多い場所を好みます。 
通常は枯葉の裏や草、枯れ木・石の下でじっとしていま
すが、動物が近づいてくると体温・炭酸ガスや動物の歩

く振動を感知して、足部に付着して吸血します。 吸血
する時には、前吸盤の中にある顎歯と呼ばれる70～80
個並んだ細かい歯で、動物の皮膚を切り裂いて吸血し
ます。
　ヤマビルは吸血すると、１か月で卵塊を地面に数個
産みます。 さらに１か月を経過すると、卵塊の中から
仔ビルが生まれてきます。 仔ビルは吸血するごとに脱
皮を繰り返して大きくなり、3～4年は生きるといわれ
ています。 寒さには強く、室内試験では－2℃で一晩放
置しても元気でした。 秋田のような寒冷地では体内に
脂肪粒を増やして越冬しているのでないかと考えられ
ています。

ヤマビルってどうして
全国に生息範囲を拡大できたの？
　ヤマビルは歩くための手足はなく、飛ぶための翅も
ありません。 前後にある２つの吸盤を使ってシャクト
リムシのように移動しますが、その移動距離は数メー
トル。 このヤマビルがどうして全国的に生息分布を拡
大し、人々を吸血するようになったのでしょうか？　
≪林業の衰退と森林の荒廃≫
　1955年頃から一般家庭燃料の中心であった炭・薪か
ら石油・ガス・電気への燃料革命が起こり、林地からの
炭・薪の生産は減少の一途をたどりました。 さらに、
1964年頃から木材の輸入自由化がはじまり、コストの
安い外材の輸入に押されて、山間地域の過疎化・高齢化
も加わって農山村社会は林業の衰退により経済的支え

を失い、森林の荒廃が進み、大きな社会問題となりまし
た。
　伐採されない森には太陽光が射し込まず、下草は生
えなくなり、花・実が育たない真昼でも暗くじめじめし
た暗い森に変り、多くの生き物の生息場所が次々と消
えていきます。 こうした森ではカモシカ、ニホンジカ、
イノシシ、サルなどの大型ほ乳動物たちの餌がなくな
るため、里山や人家周辺に餌場を求めて下りてくるよ
うになりました。
≪大型ほ乳動物の生息数増加と分布域の拡大≫
　一方、気候変動による温暖化の影響で冬の降雪期間
が短くなり、積雪量も少なくなって冬季のシカ、イノシ
シなどの死亡率が低下したことや狩猟禁止の保護策が
長期間とられたこと、全国的に耕作放棄地が拡大した
ことなどが重なって大型のほ乳動物たちが急激に増加
し、警戒心を持たなくなった動物たちが里山や人家周
辺にまで来て、最近では農作物への被害も大きくなっ
ています。 環境省はニホンジカ（北海道を除く）の個体
数を推計し、2011年度では261万頭が生息しており、
22年前（1989年29万6千頭）に比べて９倍に増えたと
推定しています。

ヤマビルはどんな動物を吸血しているの？
運ぶのは誰？
　次に、ヤマビルが吸血した動物の種類を調べてみる
と（PCR-SSCP法によるDNA解析）、
①秋田県下ではヒトを吸血していたのは3%と少なく、
カモシカが59%と多かった。 
②兵庫県下ではニホンジカ46%とイノシシ22%で併
せて68%を占め、ヒトは17%であった。 
③神奈川県下ではニホンジカ45%とイノシシ32%で
併せて77%を占め、ヒトは2%であった。 
また、④千葉県房総半島のニホンジカ（足部の第三・四
趾間）にはヤマビルによる有血腫瘤（皮膚が反復吸血に
より腫瘍～壊死を起こし空洞化する）が多く観察され
ており、吸血時間も１時間程度と長かった。 
　これらのことはカモシカ、ニホンジカ、イノシシなど

がヤマビルの主な吸血源であると共に、遠くまで移動・
分散を可能にしてくれる運搬者であることを示してい
ます。（図3）

ヤマビルに吸血されないためには？
ヤマビルを効果的に防除するには？
　ヤマビルは地面から靴に付着して靴下の中に潜り込
んで吸血することが多いので、長靴や登山靴（サンダ
ル・運動靴は避ける）には忌避剤（20%食塩水やヤマビ
ルファイターなどの市販忌避スプレー）を塗布したり、
ズボンのすそを靴下（長め・厚手が良い）の中に入れて
吸血されないようにします。 また、ヤマビルの多い地
域では殺ヒル剤を散布すれば生息密度を1/5~ 1/10
に低下させることができます。 散布時にはヤマビルの
体表に直接薬剤が当たるようにします。 ヤマビルを地
面におびき出せば（対面散布法）防除効果をさらに上げ
ることが可能です。 なお、殺ヒル剤としてヤマビルキ
ラー（粉剤、液剤）が市販されていますが、消石灰・石灰
窒素・木酢液などを使っても、ある程度の防除効果を上
げることは可能です。
　また、食塩でも十分な殺ビル効果は得られますが、植
物、土壌などへの影響に注意する必要があります。 さ
らに、ヤマビルは乾燥に弱いので道路上の草を刈った
り、落葉・枯木などを片づけたり、樹木間の間引きをし
たりして地表面を乾燥させ、日当たりを良くするなど、
ヤマビルが生息しにくい環境に整備することで、ヤマ
ビルの侵入・定着・繁殖を防ぐことができます。 また、
草刈り・落葉かきなどの環境整備は、野生動物に対して
警戒心を起こさせ、餌場の除去にもつながります。
　最近の調査でヤマビルが吸血している動物は、イノ
シシとニホンジカで70％以上の大部分を占め、ヤマビ
ルの主たる運搬役にもなっていることがわかってきま
したので、これらの野生動物の侵入防護柵の設置や適
正な個体数管理を行うことも重要です。 今後、このよ
うな草刈り、落葉かきなどの環境整備や薬剤散布と野
生動物対策をうまく組み合わせた、総合的なヤマビル
防除対策を行うことが求められています。

DNA診断によるヤマビルの吸血動物種グラフ1

顎歯

前吸盤

秋田県 兵庫県 神奈川県
（1997年 総検査数61個体）（2004年 総検査数80個体）（2008年 総検査数159個体）

ヤマビルの産卵と成長

吸血痕

ニホンジカ
45%カモシカ

59%

ニホンジカ
46%

イノシシ
32%イノシシ

22%

タヌキ 9%タヌキ
6%

カモシカ 8%
サル 2%

鳥 6%鳥 3%
不明 9%その他10%

ヒト 2%

ヒト17%
ウサギ
13%

ヒト 3%
クマ 3%

キジ 2%

図3



緑を育む

8 かながわトラストみどり財団 2013 秋 「ミドリ」no.90

神奈川県産の木材利用

人工林が増加しています。
　森林には、水源かん養、土砂流出防止、地球温暖化防
止などの公益的機能がありますが、手入れされていない
人工林では、これらの機能が十分に発揮できません。
　そのため、水源の森林づくりや森林循環を回復させ
る取り組みとして、平成18年から「かながわ森林再生
50年構想」に取り組んでいます。
　

　このため、道から近い森林では、間伐材を搬出し有
効利用を進める取り組みを強化してきた結果、少しず
つ増加してきており、平成24年度には 2万m3（スギ
８千m3、ヒノキ1万1千m3、その他１千m3）の木材が生
産されました（図１）。

　県内の木造住宅着工戸数はとても多く、一大消費地
となっていますが、まだ県産木材を「知らない・聞いた
ことがない」という方がとても多く、これからもPRを実
施しなければなりません。 県産木材の品質・性能を高
め、生産体制を整備する「かながわブランド県産木材
品質認証制度（かながわ森林・林材業活性化協議会）」を
設けているほか、国の実施する木材利用ポイント事業
のPRなど、県産木材を多くの人々に知って、使って
もらう取り組みをしています。
　多面的機能を持つ森林を健全に保つためには、継続
して適量を生産していくことが必要です。 皆様の利用
が図られれば、神奈川の森林が元気になっていきます。

　 神奈川県の森林面積は9.4万ha。 県土面積のおよそ40％が森林におおわれている。 
主に県西部の丹沢や箱根などで、神奈川の水源地域だ。 この水源地を守るため、神奈川県
では、県産木材の普及・PR活動を行っている。

　　神奈川県環境農政局水・緑部森林再生課の江口さ
んに話を伺いました。

　神奈川県内の民有林には、スギ・ヒノキなどの人工林
がおよそ3.1万haあります。 戦後の造林政策によって
人工造林が進められ、人工林の面積が拡大していきま
した。 しかし、国外からの安価な木材の輸入などに
よって林業が成り立たない事態に陥り、手入れ不足の

神奈 川 の木を使うこと。

手入れの行き届いた森林 （箱根町お玉が池周辺のヒノキ林）
まっすぐに伸びた樹木の間から、光が差し込み、下草が豊かに生えています。

神奈川県森林再生課
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人工林が増加しています。
　森林には、水源かん養、土砂流出防止、地球温暖化防
止などの公益的機能がありますが、手入れされていない
人工林では、これらの機能が十分に発揮できません。
　そのため、水源の森林づくりや森林循環を回復させ
る取り組みとして、平成18年から「かながわ森林再生
50年構想」に取り組んでいます。
　

　かながわ森林再生50年構想では、林道から200m
以内の森林を「木材資源を循環利用するゾーン」に設
定し、木材利用を推進しています。 神奈川の山林は他
県と比較して地形が急峻なため、伐採や木材の運びだ
しなどで大幅なコストがかかります。 木材生産の機能
を安定した形で維持していくため、林道域で経済的立
地に優れている人工林を木材利用の対象としていま
す。 また、その伐採についても、範囲すべてを切り出す
皆伐ではなく、環境を安定させるため適量を間伐して
いく方法で行っています。 神奈川県では木材生産を目
的にするのではなく、森林の多面的機能を向上させる
ための取り組みを重視しています。
　なお、林道から200ｍ以上離れた手の行き届かない
荒廃した人工林についても、間伐などを行い林床に光
を入れ、広葉樹林を回復させるなど自然林へ誘導させ
ていく取り組みを行っています。
　県産木材の生産量は、昭和45年に年間6万9千m3で
したが、近年は、木材価格の低迷やコスト増加などに
より減少を続け、平成15年には５千m3を下回るまで
になりました。
　木は、植えて、育てて、使える再生産可能な資源で
す。 緑豊かな森林を保つためには、枝打ちや間伐を行
い、その過程で生産された木材を利用することで再び
森林の手入れにつなげる「森林循環」を進めることが
必要です。

　このため、道から近い森林では、間伐材を搬出し有
効利用を進める取り組みを強化してきた結果、少しず
つ増加してきており、平成24年度には 2万m3（スギ
８千m3、ヒノキ1万1千m3、その他１千m3）の木材が生
産されました（図１）。

　県内の木造住宅着工戸数はとても多く、一大消費地
となっていますが、まだ県産木材を「知らない・聞いた
ことがない」という方がとても多く、これからもPRを実
施しなければなりません。 県産木材の品質・性能を高
め、生産体制を整備する「かながわブランド県産木材
品質認証制度（かながわ森林・林材業活性化協議会）」を
設けているほか、国の実施する木材利用ポイント事業
のPRなど、県産木材を多くの人々に知って、使って
もらう取り組みをしています。
　多面的機能を持つ森林を健全に保つためには、継続
して適量を生産していくことが必要です。 皆様の利用
が図られれば、神奈川の森林が元気になっていきます。

　　神奈川県環境農政局水・緑部森林再生課の江口さ
んに話を伺いました。

　神奈川県内の民有林には、スギ・ヒノキなどの人工林
がおよそ3.1万haあります。 戦後の造林政策によって
人工造林が進められ、人工林の面積が拡大していきま
した。 しかし、国外からの安価な木材の輸入などに
よって林業が成り立たない事態に陥り、手入れ不足の かながわブランド

県産木材品質認証マークかながわ木づかい運動マーク

神奈川県の木材生産量の推移図1
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したが、実家にいたときは、時期になると居間の畳を上
げて蚕を世話していたのを思い出します。
　最近まで、薪でお風呂を沸かしていました。 もうほとん
ど使っていませんが、家の土間には竈があり、薪でお米を
炊けます。 井戸もあり、今でも洗い物とかに使っています。
　家の大黒柱はそう大きくないですが、ほかの柱や梁
一つひとつが立派ですし、木目もきれいで愛着があり
ますね。

　現在の久田緑地は、主にシラカシなど常緑樹などの
雑木林や竹林となっていますが、一部スギ・ヒノキ林も
残っています。 現在は、材木利用のための手入れは行わ
れていませんが、こうした樹木が残っているというこ
とは、その当時に久田緑地が地域の建材をまかなって
いたことを示すものでしょう。 小川宅の築80年以上経
過した日本家屋は、久田の地域で生まれた材がそのま
ま利用されており、里山の資源循環の様子を色濃く残
しています。
  次号（91号）では、実際の生産現場や加工、消費のなが
れを巡り、具体的な利用法について取り上げていきま
す。　　　　　　　　　　　　       　　　《次号に続く》

かながわトラストみどり財団 2013 夏 「ミドリ」no.9010

　トラスト運動によって保全されている大和市の久田
緑地にある小川一郎さんのご自宅は昭和6年、すべてを
久田緑地産木材によって作られた、当時でも珍しい日
本家屋です。 久田緑地は、横浜市と大和市の境にある境
川の河岸段丘にある緑地で、いまでも住宅の屋敷林や
田畑が残り、昔の田園風景を留めているところです。
　　このたび、小川一郎さんの奥さんの小川貞さんに
お話を伺いました。

　緑地にはその昔、建材用として杉や松が植えられて
いました。 スギやマツの枝葉は炊きつけとしましたし、薪
や炭など燃料もすべてを緑地から取ってきたわけです。
　私は昭和29年に結婚して、この家に来ました。 この家
は昭和6年に建てられたと聞いています。 当時は、近く
の宮久保から大工と木挽さんに来ていただいたようで
す。 丸太を運搬するのも大変ですからね。
　この家の２階は養蚕をするために作られました。 当 
時は貴重な現金収入でしたから大事に育てました。 戦
前までは、この周辺の家々でもよく養蚕をやっていた
もので、蚕が食べる桑の木もたくさんありましたね。 私
がこの家に来たときは、もう、養蚕をやっていませんで

昭和6年築の久田緑地産の住宅

てい

小川宅の玄関

縁側で外から帰った愛猫シロちゃんの足を拭く小川貞さん

縁
側
の
軒
桁
。

　
　　
立
派
な
無
垢
材

かまど

緑を育む

はり
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かながわトラストみどり財団 主催イベント 11月ー2014年3月

開催日 イベント名・内容 定員・締切ほか

30日（土） 100人

9時～16時 【集合】 JR 橋本駅北口：9時00分 【講師・共催】 NPO法人かながわ森林インストラクターの会
【コース】 橋本駅～バス～津久井湖観光センター～飯縄神社～城山～津久井湖観光センター
【申込】 往復ハガキにイベント名、参加者全員の氏名・住所・年齢を明記して松永廣（まつながひろ
し）宛/〒245-0016 横浜市泉区和泉町6206－1グレーシアいずみ野105 ☎050-8880-3465
【持ち物・服装】 筆記用具、雨具、弁当、水筒、敷物。 長袖・長ズボン、歩きやすい靴を身につけて。

森林探訪 津久井城山「紅葉の水源林を津久井に訪ねて」

14日（土）

10日（火）
12月 30人（先着順）受付：10/1から

みどりのがっこう9日（土） 20人（先着順）

10時～15時  【集合】 JR 中山駅：10時00分
【講師】 NPO法人グリーンタフ　【共催】 生活協同組合ユーコープ
【コース】 中山駅～県立四季の森公園～四季の森プロムナード～中山駅　◆秋真っ盛りの四季の森公
園で草木が色づき始める雑木林を散策し、冬越しの準備をする動植物や木の実草の実の観察をします。
木の実や草の実の散布の仕方の解説あり。一足早くやって来た冬鳥たちにも出会えるかもしれません。

秋の里山風景を巡って 受付中

11月 トラスト緑地の音楽会

3日（日）
20人（先着順）

13時30分～15時
【会場】 桜ケ丘緑地（保土ヶ谷スポーツセンター横・横浜市保土ヶ谷区神戸町129-2）
　　　 ※雨天の場合は、野村ビジネスパークタワー内にて【新規】 ◆桜ケ丘緑地は地元のボランティア活動団体の自然再生活動によって、良好な自然環境が保たれてい
る緑地です。 一部草原での音楽会を開催します。 地元小学校児童の演奏などを行う予定です。

桜ケ丘緑地の音楽会 受付中

（先着順） 受付中

（先着順）受付：10/1から

9時15分～15時  【集合】 小田急線 伊勢原駅：9時15分
【講師】 ナチュラリスト 足立直義氏
【コース】 伊勢原駅南口（路線バス）～大田小学校前～田園地帯～渋田川～歌田川～柏木牧場～
伊勢原駅　◆冬鳥のタゲリの群れを中心に、ケリ・タカ類、今年生まれのスズメなどの観察します。 
冬の田んぼが生き物の暮らしを支えている事を実感しましょう。　【持ち物】 双眼鏡

自然観察会 伊勢原の田園地帯で冬鳥観察

【参加費】 記載のないものは、無料。 コース途上でのバス賃・電車賃等は各自でご負担願います。 

※写真はすべてイメージです

11時～14時  【集合】 小田急線 足柄駅：11時00分　
【参加費】入園料：大人500円　小人300円　持ち帰り：150円／kg

30人

【コース】 足柄駅～みかん園～小田原フラワーガーデン ◆帰路は路線バスもしくは飯田岡駅までのウォー
キングとなります。 丘陵地帯で多少の高低差はありますが、小学生のお子様でもご参加いただけます。

小田原西部丘陵の散策とミカン狩りウォーキング

※駐車場なし

【新規】
15日（水）

100人（先着順）

9時～13時30分  【集合】 湘南モノレール江ノ島線 西鎌倉駅：9時
【コース】 西鎌倉駅（集合）～広町緑地～常盤山～台峯緑地～北鎌倉駅（解散）※昼食休憩があります。
◆約１０kmの標高差のある起伏に富んだ健脚向けコースです。 ウォーキングシューズなど履きなれた
靴でご参加ください。 団体歩行となります。

2014年 鎌倉３大緑地を巡る新春ウォーク 受付：11/1からトラスト緑地とことんウォーキング

8日（土）
3月

みどりのがっこう
10時～15時  【集合】 小田急 秦野駅：10時00分
【講師】 秦野市くずはの家所長 高橋孝洋氏、えのきの会　【共催】 生活協同組合ユーコープ

30人
9時20分～16時  【集合】 小田急 新松田駅：9時20分、自家用車の場合は丹沢湖ビジターセ
ンター（山北町玄倉515）：10時25分
【講師】 神奈川県野生鳥獣保護観察指導員 神保賢一路氏、NPOグリーンプログラム
◆自然いっぱい、山北町玄倉にある丹沢湖には冬の野鳥のほか、ヤマセミなども見る事が出来ます。 
動物博士と一緒に冬の終わりに野鳥を観察してみませんか？ 運が良ければタカの仲間も見られる
かもしれません。　【持ち物】 双眼鏡

自然観察会

申込
方法

動物博士と一緒に丹沢湖で野鳥観察

8日（土）
2月 20人（先着順）

◆冬の葛葉緑地には隠れた見どころがいっぱいです。 冬ならではの野鳥＆地層を観察しましょう！ 
施設「くずはの家」があるので休憩は室内です。

冬の葛葉緑地で野鳥や地層を観察しよう

【申込先】 （公財）かながわトラストみどり財団 みどり企画課
　　　　 〒220-0073 横浜市西区岡野2-12-20     045-412-2300     midori@ktm.or.jp     www.ktm.or.jp
【申込方法】 イベント内容をご確認の上、●参加を希望するイベント名 ●参加希望者全員の氏名・住所・電話番号 ●会員の方は会員番号を
明記して、FAX・Eメール・ハガキ・財団WEBサイトにてお申し込みください。
【雨天の場合】 原則として雨天決行です。集合場所にて講師がコース変更等を判断します。 【持ち物と服装】 筆記用具・雨具・弁当・水筒・敷物。 長袖・長ズボン、歩きやすい
靴でご参加ください。 【お願い】 集合時間になりましたら出発します。 遅れないようご注意ください。

受付：12/1から

（先着順） 受付：1/1から

2014年

1月



　　　（申込多数の
場合は抽選）

50人

帽子

長袖

長ズボン
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県民参加の森林づくり
11月ー2014年3月

【持ち物】 弁当・水筒、皮手袋または滑り止め付き軍手、手ぬぐいやタオル、雨合羽、
敷物、常備薬　※ヘルメット・作業用具は事務局で準備します。 
【服装】長袖・長ズボン、トレッキングシューズや安全靴が最適。履き慣れた運動靴でも可。
【参加費】記載のないものは無料　
【お願い】 集合時間になりましたら出発します。 遅れないようご注意ください。 現地まで
は借上げバスで移動します。 健康で軽い山歩きのできる方を対象としています。 当日、
体調不良の場合は、無理せずに休みましょう。

森林づくりボランティア実践活動
森林インストラクターの指導のもと、グループごとに分かれて作業します。 
作業は午前中（昼食後解散）。

予備日：11/10（日）

11月 9日（土）

23日（土）

【集合】ＪＲ東海道線 
真鶴駅：8時30分

【集合】ＪＲ東海道線 
湯河原駅：8時30分
【共催】湯河原町

予備日：11/24（日）

県民参加の森林づくり

かながわのナショナル・トラスト運動に
ご賛同いただき、リーフレットの配布など
トラスト会員募集の協力をいただいています。

2014年

間 伐入門
コース

12月

申込
方法 【申込先】 （公財）かながわトラストみどり財団 みどり森林課

　　　　     045-412-2255     045-412-2300     midori@ktm.or.jp     www.ktm.or.jp
【申込方法】 活動内容をご確認の上、●参加希望日 ●参加希望者の氏名・住所・電話番号 ●登録番号をお持ちの方は登録番
号を明記して、電話・FAX・Eメール・財団WEBサイトにてお申し込みください。
【荒天の場合】 予備日に延期します。 
【実施の可否の確認方法】実施日前日の18時以降に、電話（045-412-2255）でご確認ください。 録音テープが応答します。

7日（土） 100人（先着順）

受付：10/1から

40人（先着順）

受付：10/1から

【集合】小田急線 本厚木駅
南口：8時30分
【共催】（公財）相模原市緑
の協会

間 伐
予備日：12/8（日）

1月 18日（土）

10月11日（金）～14日（祝） 10時～16時

100人（先着順）

受付：11/1から

【集合】小田急線 開成駅
西口：8時30分

除伐・枝打
予備日：1/19（日）

21日（土）
受付中：12/2必着

【集合】ＪＲ東海道線・小田
急線  小田原駅西口：8時
30分

予備日：12/22（日）

【活動場所】 南足柄市 塚原

【活動場所】 小田原市 久野

【場所】
●鉢植え、標本、シダ押し花作品など、近年の研究成果を中心にした
シダ植物の展示会です。　
主催：小田原フラワーガーデン・パートナーズ、小田原シダ研究グループ

【日時】

【活動場所】 相模原市緑区 鳥屋

4日（水） 【集合】ＪＲ東海道線・小田急線  小田原駅西口：8時30分
◆作業・昼食後に温泉に入ります。

ススキ刈払い
予備日：12/6（金）

【活動場所】 〈トラスト緑地〉
               箱根町 仙石原

間 伐

間 伐

100人（先着順）

受付中

100人（先着順）

受付中

【活動場所】 湯河原町 鍛冶屋

【活動場所】 真鶴町 岩

開催日 内容・活動場所 集合場所・時間など 定員・締切ほか

▲南足柄市で植樹作業

真鶴町での間伐作業▶

第５回シダ植物記念展

小田原フラワーガーデン（小田原市久野3789-5　 0465-34-2814）



申込
方法

【申込先】 （公財）かながわトラストみどり財団 みどり企画課
　　　　 〒220-0073 横浜市西区岡野2-12-20     045-412-2300     midori@ktm.or.jp     www.ktm.or.jp
【申込方法】 イベント内容をご確認の上、●参加を希望するイベント名 ●参加希望者全員の氏名・住所・電話番号 ●会員の方は会員番号を
明記して、FAX・Eメール・ハガキ・財団WEBサイトにてお申し込みください。
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10月
30日（水）

11月
7日（木）

地区推進協議会イベント

「オリーブと果樹の育て方」　かのこ環境プロデュース(株)代表取締役　神保 賢一路 氏
「ドクダミから植物たちの暮らしを見る」　ナチュラリスト　足立 直義 氏

園芸講習会

湘南グリーンコネクション2013

花の寄せ植え
開催日 イベント名・内容 定員・締切ほか

【会場】 小田原フラワーガーデン（小田原市久野3798-5） ※駐車場あり　【講師】下田貴弘氏（LUFT 
green and plants）　【費用】 1,500円  ※トラスト会員は無料（当日会員加入可）

【会場】 二宮町生涯学習センターラディアン（二宮町二宮1240-10） ※駐車場あり（有料）
●(公財)かながわトラストみどり財団 湘南地区推進協議会では地域のみどりを考える集いを開催します。

【持ちもの】 土入れ(ない場合は空の500㎖ペットボトル容器)、ハサミ、割り箸、古新聞紙、トラスト会員は会員証

13時30分～15時30分

講演会 13時30分～16時

40人（先着順） 受付中

70人（先着順） 受付中

【新規】

【新規】 参加者には
苗木を
プレゼント

!!

西湘地区推進協議会イベント

湘南地区推進協議会イベント

■ 各活動内容等は、事情により変更する場合があります。 必ず主催者にご確認のうえ、お出かけください。　
■ 無料企画は原則として申込み不要。 資料・保険代は有料。 一律保険はかけませんので、自己責任を了承の上でご参加ください。
■ 野外での活動は、いずれも雨天中止です。 また、落雷や河川の増水の危険が予想される場合は、現場の判断で直前に中止の判断を行うこともございます。 あらかじめご了承ください。
■企画はすべて、(財)かながわトラストみどり財団との共催企画です（予定）。

行事 日程 集合時間・場所など 連絡先 ほか 主催団体

いるか丘陵 イベント
11月ー12月かながわトラストみどり財団と市民団体の共催行事 多摩三浦丘陵（いるか丘陵）で

公開型のイベントを開催しています。

たま-ゆめ
崖線たんけん
（自然観察会）

たま-ゆめ崖線
ネットワーク

11月3日（日） 090-7247-2706（白井さん）【集合】 京王線稲城駅：10時
　　　（解散：大栗川大栗橋15時30分）

12月1日（日）【集合】 東横線日吉駅：10時→夢見ヶ崎　　　（解散：日吉駅15時30分）
源流丸池
水辺のお世話 鶴見川

源流自然の会

毎月第2・4日曜 090-1650-2515（岸さん）【集合】 町田市みつやせせらぎ公園丸池：10時
　　　（終了：12時30分）

小山田緑地・みはらし
広場野外談話室 毎月第2日曜 【集合】 都立小山田緑地みはらし広場：13時30分

　　　（終了：15時30分）

梅木窪野外談話室
梅木窪の会・
NPO法人鶴見川
源流ネットワーク

毎月第4日曜
042-726-7139（西池さん）【集合】 都立小山田緑地梅木窪分園アサザ池：

　　　13時 （終了：15時30分）

関山橋わんどの
お世話 わんどの会毎月第2土曜 【集合】 鶴見川関山橋わんど：9時（終了：10時30分）

岡上・小川と
雑木林のお世話

和光大学・
かわ道楽

毎月第2土曜・
第4日曜

044-989-7777［内線4311］
（和光大学/堂前研究室）　◆雑木林の下草刈りと小川の清掃
をします。 【服装・持ち物】 動きやすく汚れてもよい服装・軍手 

【集合】 和光大学G棟３１１堂前研究室13時
　　　（終了：15時終了）

水質調べ・
生きもの調べ

あおばく・
川を楽しむ会毎月第4土曜

044-987-7336（青砥さん）045-975-1909（渡利さん）
【集合】 市ヶ尾 谷本川(鶴見川)田園都市線陸橋下：10時
　　　（終了：12時）

市が尾
水辺の広場のお世話 npoTRネット毎月第2土曜 【集合】 青葉区市が尾高校前市が尾水辺の広場：

          10時30分 （終了：12時）

鴨居・流域水辺
談話室

npoTRネット・
連携TRネット毎月第1土曜

045-546-4337（npoTRネット）

【集合】 鴨居高水敷左岸（JR鴨居駅から鴨池人道橋を
           渡った下流側）：10時 （終了：12時）

バリケン島
クリーンアップと
自然観察

カワウネットワーク
(綱島バリケン島
プロジェクト）

毎月第4土曜
090-3907-2299（亀田さん）【集合】 鶴見川大綱橋上流側 綱島バリケン島：14時

          （終了：16時）

恩田川水辺談話室 恩田川の会毎月第3日曜

毎月第3日曜

【集合】 恩田川高瀬橋：14時 （終了：16時）

早渕川親水広場の
お世話 npoTRネット毎月第2土曜 【集合】 センター南 早渕川親水広場：13時30分

          （終了：15時）

矢上川源流宮前
美しの森公園のお世話

矢上川流域ネットワー
ク/npoTRネット毎月第3土曜 【集合】 宮前美しの森公園ビオトープ入口：10時

          （終了：15時）

【集合】 京浜急行 三崎口駅改札：10時
　　　（終了：12時/現地）

小網代の森 学習・
ボランティアウォーク

NPO法人小網代
野外活動調整会議

045-540-8320（浪本さん）
【服装・持ち物】汚れてもいい服装。長靴必携※雨天中止 

※雨天中止 
小網代の森と
干潟を守る会自然観察＆クリーン 12月 7日（土） 090-8053-4848（矢部さん）【集合】 京浜急行 三崎口駅改札：10時

　　　（終了：15時終了） 【服装・持ち物】長靴必携

日吉の森 散歩会／
雑木林と水辺のお世話

慶應義塾大学・
日吉丸の会毎月第1土曜 080-5021-0499（伊藤さん）

散歩会【集合】 東急東横線 日吉駅改札（銀球前）：10時
（終了:12時30分） 雑木林と水辺のお世話【集合】 慶應
日吉キャンパス・一の谷：14時（終了:16時30分） 

いずれも【要事前申込】 

いずれも【要事前申込】 

三浦半島川紀行／
湧き水調べ

横須賀
「水と環境」研究会

原則：
毎月第１・３・（４）
火曜

10/1 西海岸湧き水【集合】大楠芦名口バス停:10時～15時30分　 
10/15 平作川「お知らせ板」【集合】JR衣笠駅:10時～15時30分　
10/22 逸見･池上･平作湧き水【集合】逸見駅:10時～15時30分 【参加費】300円

【費用】資料代100円

【要事前申込】

【服装・持ち物】 長靴・タオル・汚れてもいい服装で、着替えがあるとgood

【要事前申込】

【要事前申込】

【持ち物】 軍手、長靴（あると便利）

◆多摩川南岸崖線に沿って緑地や水辺を歩きながらの生き
もの観察会です。

◆町田市みつやせせらぎ公園丸池を中心とした流れのお世話。

042-745-6449（松本さん） 【要事前申込】
◆湿地植物の保全と回復のための管理作業等を行います。

◆鶴見川上流（別名：谷本川）で生きもの調査と観察、クリー
ンアップなどを行います。

045-546-4337（npoTRネット）
◆生きもの調べや観察、クリーンアップ、水辺体験活動、自然植生
回復作業などを行います。【服装・持ち物】 ぬれてもよい服装で。

045-546-4337（npoTRネット）
◆鶴見川の中流で生きもの調査と観察を行います。 また高
水敷の自然植生の回復作業も実施します。

◆11月は鶴見川流域クリーンアップ作戦に参加。

【要事前申込】

045-594-3041（保川さん）

【服装・持ち物】 軍手持参。 長袖・長ズボンで。
◆公園の森の保全活動を行います。

042-723-1202（深見さん）
◆生きもの調査と観察・川辺の中の川づくりと親水広場の池
の管理作業・高水敷の草刈・ごみ拾い等を行います。

090-5499-0831（高橋さん）
◆三浦半島川の水質・水生生物・湧き水調査、自然観察。

◆10月：谷本川の水と湧き水の水質調べ・川に入って生きもの調べ　
11月・12月：谷本川の水と湧き水の水質調べ・生きもの調べは黒須田
川までの野鳥観察。 【持ち物】 双眼鏡のある方は持参してください。

◆都立小山田緑地梅木窪分園の自然観察会＆管理作業。

090-1650-2515（岸さん）
◆源流コーヒーを飲みながらの交流と自然観察会＆管理作
業。ナチュラリストメニューあり(14:00から）
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小網代の森緑地
こ  あ じ ろ

トラスト緑地の自然再生活動にご協力を

再生進む浦の川

久田緑地
く  で ん相模野の面影を残す

桜ケ丘緑地
さくらがおか水辺のある森

　小網代の森は、関東地方で唯一、源流から河口干潟まで、集
水域生態系が保たれている緑地です。 人の手を離て50年近く
経つため、斜面地での樹木が繁茂し、土砂崩壊の危険性や河
川に日照が入らず、水系の生き物がすみづらい環境でした。
　現在、トラスト運動の
支援を受け、「小網代野
外活動調整会議」によ
る自然再生活動や外来
植物除去作業が行われ、
小網代の森に生きもの
が急速に戻りつつあり
ます。

　大和市の境川に沿って細長く伸びる
緑地で、かながわのナショナル・トラス
ト運動によって保全されている第２号
緑地です。 雑木林と畑や屋敷林が織りな
す相模野の原風景が今でも見られます。
　都会に残された雑木林は、野鳥や昆虫
などのオアシスとなっており、子どもた
ちの自然体験の場として大きな役割を果
たしています。 現在「久田緑地くらぶ」が
活動しており、竹林整備など緑地の維持
管理活動を行っています。

　横浜市保土ケ谷区に残る小さな
緑地です。 平成10年に県がトラス
ト緑地として寄贈を受けました。
　これを機に、「桜ケ丘・水辺のあ
る森再生プロジェクト」が活動を
始め、15年間放置されていたテニ
スコート跡地が、池や田んぼとし
て生まれ変わり、水辺の生きもの
たちで賑わっています。

トラスト緑地の保全活動にご支援ください。
付属の振り込み用紙で、ゆうちょ銀行・郵便局の窓口で手続きできます。

テナガツノヤドカリ

イシガニ

イソシギ

ミサゴ

アカテガニ

チゴガニ

コゲラ

シジュウカラ

ヒグラシ

コクワガタ

ホタルブクロ

キツネノカミソリ

ギンヤンマ

キアゲハ

ゲンジボタル

サワガニ
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お便り紹介

　お寄せいただいた参加者の感想を講師の岸先生にご
紹介しました。

◆ 高校時代にナショナル・トラストについて調べ、授
業で発表したことを覚えていて、今回実際にどのよう
な活動が行われているのか知りたくて参加しました。 
神奈川県で生まれ育ちましたが、小網代の森やそこを
守る運動をまったく知りませんでした。 運動の経緯や
裏話、活動を続ける必要性を岸先生から伺うことがで
き大変勉強になりました。
―これからの小網代の森のトラスト運動は、市民の手で
恒久的に谷の環境を保全・管理してゆける道を探ってゆ
きたい。 本家・英国の運動にまけない工夫をすすめたい
です。（岸）

◆ 現在、三浦市在住で、主人がトラストの会員ですが、
小網代の森がこんなにすばらしい保全活動に支えられ

てきたことを知りませんでした。 今後はできることで
協力したいと思います。
―ありがとうございます。 作業ボランティア、支援会員
拡大、資金援助、いずれも大歓迎です。（岸）

◆ 名のある生き物（植物を含む）を個別に保護や保全
するだけではだめ、生態系として理解し、保全しなけれ
ば、という部分に感銘しました。
―多くの人々に訴えるために、天蓋種(umbrella 
species)として、アカテガニをマスコットに活動をすす
めてきましたが、同時に緑地全体の環境を流域生態系の
視点でしっかり理解し、水循環管理の観点から専門性
の高い管理作業を進めるのも、小網代方式です。（岸）

6/29(土) 環境講座

会員掲示版

　皆さまからのイベントや機関誌ミドリの感想など
お便りをお待ちしております。 掲載された方には財
団オリジナルグッズをプレゼントします。

「モネ、風景を見る眼」

優待施設からのお知らせ

特別展

ポーラ美術館

　日本最大のモネ・コレクションを誇るポーラ美術館と国
立西洋美術館のモネ作品計35点を中心に、マネからピカ
ソまで95点を展示。 他の作家と比較しながらモネの表現
の独自性を明らかにします。

5組10名様にプレゼントします。 応募は施設名/
「ミドリ」の感想/郵便番号/住所/氏名を明記し、
メール、FAX、ハガキにて。 発表は発送をもって
代えさせていただきます。 

【期間】 2013年 7月13日（土）～11月24日（日）

Present

特別展招待券プレゼント!

【締切10/30】

　 0460-84-2111

2013年8月1日より
優待施設となりました！

帆船日本丸・横浜みなと博物館
　帆船日本丸は、昭和5年に建造された船員を養成する練習帆船
です。 船長室などの船内見学ができます。 横浜みなと博物館で
は、横浜港150年の歴史と役割を伝える展示を行っています。 本
格的な操船シミュレーターや港のしくみをクイズ形式で学べる
大型マルチタッチ映像が大人気です。

共通施設入館料が、会員証提示で、100円引き（同伴者含め5名まで）
高校生以上 600円⇒500円　小・中学生 300円⇒200円（小学生未満は無料）
＊65歳以上の方は対象外となります。　
＊帆船日本丸、横浜みなと博物館のどちらかの施設が整備中等により休館 
　の場合は、整備期間中の料金から50円引きとなります。
＊詳しい内容については、施設にお問い合わせください。

【営業時間】
10:00～17:00
（入館は16:30まで）

ポーラ美術館×国立西洋美術館 共同企画

【休館日】
月曜日（祝日の場合は翌日）
【住所】 
横浜市西区みなとみらい2-1-1

クロード・モネ
《バラ色のボート》

1890年　油絵/カンヴァス
ポーラ美術館 所蔵

〒250-0631箱根町仙石原小塚山1285

045-221-0280
www.nippon-maru.or.jp

「かながわトラストみどり基金」への寄付
2013年 6月～8月　（敬称略）
（一社）神奈川県測量設計業協会、モロ・ラタン・アートスクール、
青木捷夫、三菱電機(株)鎌倉製作所

かながわトラストみどり財団へ寄付
2013年 6月～8月　（敬称略）
髙橋敏雄、住宅エコポイントによる寄付

　神奈川県内の様々な施設にかながわトラストみどり基金の募金箱を設置いただき、平成24年
度も多くの募金活動が行われました。 当基金は、神奈川県に設置され、緑地の買入や財団の行
う事業への助成など、かながわのナショナル・トラスト運動を推進する原動力となっています。

[かながわトラストみどり基金への
 募金・寄付累計額]
12億5,633万2,501円

（2013年8月31日現在）

「かながわトラスト
みどり基金」実績

「アカテガニの谷をトラストで守ろう」



みどりのトラスト会員募集

公益財団法人

かながわトラストみどり財団

５年分の会費を１回でお支払いいただくと６年間会員になれます。

　かながわのみどりを守り育てる運動を支える会員で
す。会費は緑地保全や地域の緑化のほか、財団の運営に
充てられます。

　かながわのみどりを守り育てる運動を支えていただ
く会員を募集しています。県内のまちのみどりから山の
みどりまでを保全し、後世に引き継いでいくために、皆
さんの力が今こそ必要です。
＊入会のお問合せは事務局まで

普通会員

現在の会員数 （平成25年6月30日現在）

財団公式SNSにて、最新のイベントや
活動について情報を発信しています。

　普通会員の方に任意の加入で特定の緑地を支援して
いただく会員です。 ご支援の緑地の自然再生や管理作業
費用に会費の全額が充てられます。 小網代の森緑地、久
田緑地、桜ケ丘緑地から指定できます。

トラスト緑地保全支援会員（オプション）

トラスト会員 トラスト緑地保全支援会員

個人

家族

2,000円
1,000円
500円

大人
中・高校生
小学生

3,000円 3,000円1家族

法人/団体 10,000円1口

個人/家族

10,000円1口法人/団体

任意加入
普通会員

トラスト
会員

オプション

支援したいトラスト緑地のいずれかを選択

普通会員
　個人会員
　家族会員
　法人・団体会員
特別会員
名誉会員
計

10,221人
3,384人
6,616人
221人
327人
6人

10,554人

（742人）
（348人）
（381人）
（13人）

（742人）

※（　）内は、トラ
　スト緑地保全
　支援会員数
※会員数は会費
　の納入があっ
　た人数です

編集・発行：（公財）かながわトラストみどり財団
デザイン：（株）アド・カジエンス
印刷：（株）大川印刷
編集協力：渡部 尚久
〒220-0073 神奈川県横浜市西区岡野2-12-20
    045-412-2525     midori@ktm.or.jp     http://www.ktm.or.jp

ミドリ（midori） No.90  秋号 2013フェイスブックやツイッターで情報発信中です
ツイート

バードウォッチングを始めたきっかけは、
この「ルリビタキに出会ってから」という人が多くいます。
オスはきれいな瑠璃色で、メスはやや地味ですが、
かわいらしい目をしています。
春から夏、亜高山帯で子育てをし、冬は木々の茂った
公園などに下りてきて越冬します。
神奈川県でもあちこちで見ることができますので、
この冬、公園の茂みに注意。
出会えるかも知れませんよ。（Ｎ）

ルリビタキ
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