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1 はじめに 

 昭和４９年７月７日から８日にかけて静岡県内を縦断した台風 8 号に伴う「七夕豪雨」により、

静岡市から旧清水市の二級河川巴川流域では、死者行方不明者 41 名、床上床下浸水 2 万 6 千棟

を超える大災害をもたらした。これを契機に、巴川は昭和 54 年に総合治水対策特定河川に指定さ

れ、巴川中流部の狭窄箇所の拡幅や大谷川放水路の建設が行われ、これと併せて麻機遊水地の整

備が行われている。 

 麻機遊水地では、遊水地整備に伴い土壌に埋もれていた種子から絶滅危惧種に指定されている

ミズアオイやタコノアシが蘇り、さらには開放水面が増えたことにより野鳥をはじめとするトン

ボや魚類など多くの動植物が生息・生育する良好な湿地環境が形成されてきた。 

 そのため県と市が連携し、地域住民や各種団体等に呼びかけを行い、平成 16 年 1 月に施行され

た自然再生推進法に基づき「巴川流域麻機遊水地自然再生協議会」を設立し、ここに生息・生育

する動植物の保全・再生することを目標に様々な取り組みを進めてきた。 

 弊社では設立当初からこの協議会の運営支援に関わってきたことから、これまでの麻機遊水地

の自然再生事業における人と自然との関わり方や、それによって取り戻しつつある自然環境につ

いて紹介する。 

 

2 計画箇所 

麻機遊水地は、静岡駅の北方 5ｋｍに位置し市街地にも比較的近く、また、静清 1 号バイパス

や新東名へのアクセス道路である（主）山脇大谷線に隣接するなど、非常にアクセス面に優るだ

けでなく、県立こども病院やてんかん・神経医療センター、特別支援学校などの公共施設にも隣

接している。 

麻機遊水地における自然再生事業の対象区域は、麻機遊水地第 1 工区、第 2-1 工区、第 3 工区、

第 4 工区、静清バイパスから上流部分の巴川を対象区域としている。 

 

 

図 1.自然再生の対象区域 

自然再生対象区域 



3 自然再生事業の流れ 

 自然再生推進法は、「自然再生を推進するために必要な事項を定めることにより、自然再生に関

する施策を総合的に推進し、もって生物の多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図

り、あわせて地球環境の保全への寄与（法第 1 条）」を目的に、平成 15 年 1 月に施行された法律

で、多様な主体の参加を促すため平成 27 年 3 月末時点で全国 25 地域の自然再生協議会が設置さ

れているが、本協議会はその中で荒川、釧路に次いで全国で 3 番目に設置されている。 

 自然再生推進法において、自然再生とは「過去に損なわれた自然環境を取り戻すことを目的と

して、関係行政機関、関係地方公共団体、地域住民、NPO、専門家等の地域の多様な主体が参加

して、自然環境を保全、再生し、創出し、またはその状態を維持管理する（法第 2 条）」ことにな

っている。 

 自然再生推進法に基づく自然再生事業実施の流れは以下の通りとなっており、本協議会では平

成 16 年 1 月に協議会を組織し、平成 19 年 3 月に「自然再生全体構想」の策定、平成 20 年 12 月

に「自然再生事業実施計画」の策定、平成 21 年 3 月に「自然再生専門家会議」に全体構想と実施

計画を諮り、平成 22 年 1 月より自然再生事業に着手している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.自然再生事業実施の流れ 

地域において実施者の発意により 

自然再生協議会を組織 

構成メンバーは、実施者の他、地域住民、NPO、土地所有者、専門家な

どの自然再生事業や活動に参加しようとする者、関係地方公共団体及び関

係行政機関 

「自然再生全体構想」を策定 

自然再生の対象となる区域、自然再生の目的、協議会の参加者の役割分担

等を定める。 
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「自然再生事業実施計画」を策定 

事業の対象となる区域及びその内容、周辺地域の自然環境との関係、自然

環境保全上の意義及び効果、事業の実施に関し必要な事項等を定める。 



4 麻機遊水地の自然環境 

この地域は、かつて安倍川の伏流水や表流水が流れ込

み、浅畑沼をはじめとする大沼、小沼などの大小の沼が

存在していた。 

 その後、水田への土地利用が図られ徐々にその姿を消

したが、長い歴史の中で培われていた埋土種子が治水整

備により掘り起こされ、水田や沼に生育していた数多く

の撹乱依存種が芽生えた。これまでに麻機遊水地で確認

された植物は、約 600 種にも及んでいる。 

 その中には、国や県が絶滅危惧種に指定しているミズアオイ（県版 RDB：VU）やタコノアシ

（県版 RDB：NT）なども見られ、2001 年には環境省より全国最大級のミズアオイの自生地とし

て、またタコノアシなどの絶滅危惧種が多いことから「ウエットランド 500（日本の重要湿地 500）」

に指定されている。 

その他にも、池沼部が形成されたことにより、魚類や昆虫も生息するようになり、これらを餌

とする野鳥や開放水面を休息の場として利用するカモなども多く飛来するようになり、これまで

に 200 種類以上の野鳥が確認されている。平成 27 年 2 月から 4 月には、コウノトリもこの遊水

地に飛来している。 

また、麻機遊水地ではかつて浅畑沼に生育していたアシやガマ群落が多くみられるが、アシや

ガマ群落ではカヤネズミ（県版 RDB：NT）などの生息・繁殖も確認され、治水整備によって多

くの動植物が生息・生育する豊かな湿地環境が再生されてきた。 

 

 
ミズアオイ オニバス コウノトリ 

 

 
カヤネズミ カヤネズミの巣 チョウトンボ 

 

 

 

 

 

昭和 33 年ごろの浅畑沼 
（写真提供：前島幸彦市） 

諏訪神社 

現在の第 3 工区 



5 麻機遊水地の自然環境の課題とこれまでの対策 

麻機遊水地では、生活様式や社会環境の変化に伴いアシやガマが刈り取られるなどの、沼があ

った時代のような人と自然との良好なかかわりが大きく変化しており、植生遷移の進行や湿地の

陸域化、外来種の移入など様々な課題を抱えている。 

自然再生全体構想では、麻機遊水地の目指す姿を『生命にぎわう わ（環・輪・和）の湿地麻

機』とし、この目指す姿を実現するため、自然再生事業実施計画では以下の事項に取り組んでい

る。 

 

（1）植生遷移による多様性の減少 

 植生遷移により、ヨシやガマ群落、ヤナギ林が拡大し、背丈の低い撹乱依存種の生育の場が

消失していることから、人為的に湿地を撹乱し撹乱依存種の保全・再生活動に取り組んでいる。 

 撹乱箇所では、ミズアオイやタコノアシなどの撹乱依存種が再生しており、今年はこれまで

手付かずのエリアについてもバックホウで撹乱し、今後どの様な植物が再生するか調査するこ

ととなっている。 

 

  
撹乱作業 撹乱箇所に再生したミズアオイ バックホウによる撹乱作業 

 

 また、遊水地では植生遷移によりヨシ原が増加し、このまま放置すれば樹林化することが心

配されている。遊水地は治水施設であることから、樹林化の抑制は治水容量の減少を防ぐなど

の効果も期待される。 

 そのため、「効率的・効果的な植生管理手法の確立」、「攪乱依存性絶滅危惧植物の保全」、「イ

ベント性のある植生管理手法の検討」、「火を扱う技術の伝承」を目指し、火入れのノウハウを

有する大学と連携し植生への火入れ実験を実施した。 

 今回の火入れによる高さごとの温度変化は図 3 に示す通りで、火入れをしている最中の地表

面の温度はほとんど上がらないため埋土種子への影響はなく、さらには灰が肥料となることや

火入れ後の地表面が黒くなることで太陽光が吸収され日中の地表面の温度が高くなり、植物の

発芽を促進する効果が期待できる。 

 今後は、火入れ箇所のモニタリングをしながら遊水地内における火入れの効果を検証してい

くこととなっている。 

 

 

 



 
火入れ前のヨシ原 火入れ 火入れ後の様子 

 

 
図 3.麻機遊水地での火入れ実験の温度変化 

（出典：岐阜大津田研究室岐阜大津田研究室 Youtube “2016 年麻機遊水地野焼き”） 

 

（2）外来種の増加 

 麻機遊水地の陸上部の植物では、セイタカアワダチソウやオオブタクサなどが、池沼部にお

いてはオオフサモ、チクゴスズメノヒエなどの外来植物が増加している。 

 また、ブルーギルやカダヤシ、ミシシッピアカミミガメなどの外来生物が増加し、麻機に生

息・生育する在来の動植物に悪影響を及ぼしている。これらの外来生物は外部から人為的に持

ち込まれたものも多く、協議会では駆除作業だけでなく市民への啓発活動も合わせて実施して

いる。 

 
チクゴスズメノヒエの駆除 ミシシッピアカミミガメの駆除 外来種に関する啓発活動 

 

  



（3）市民への啓発活動 

 自然再生事業を進める上で、市民の理解や協力は必要不可

欠で、協議会では遊水地の自然環境に対する市民の理解を深

めることや、新たな参加呼びかけを行うために市民を対象と

した観察会を開催している。 

 また、次世代を担う人材育成のため、子供を対象とした環

境学習会を開催している。 

 その他にも、新聞やホームページ、各種イベントでの展示

ブースの設置など、幅広く市民に遊水地の自然環境や取り組

みを知ってもらうための PR 活動にも取り組んでいる。 

 

 

 

  
自然観察会 自然体験学習会 展示ブースの設置（アピタ） 

 

6 障害者、高齢者、地域との連携した取り組み 

麻機遊水地周辺には、静岡てんかん・医療センターや県立こども病院、特別支援学校、福祉施

設などが隣接しており、病院の患者さんや障害を持った方が麻機遊水地の豊かな自然にふれ合う

ことができるよう病院等の隣接したエリアに福祉農園の整備を行った。 

福祉農園を整備したエリアはヨシやガマが繁茂していたが、ヤンマー㈱の協力を得て整備を行

い、現在は障害者や病院の患者さんなどの活動の場となっている。 

さらには、この福祉水田を整備したことにより、土壌攪乱がある湿地環境が形成され、福祉水

田での植物相調査では、シャジクモ、ミルフラスコモ、タコノアシ、ミズマツバ、ウスゲチョウ

ジタデなどの希少種 5 種を含む 35 種の植物が確認され、この福祉水田では人と自然との良好な関

わりが生まれつつある。  

  
福祉農園整備前 ヤンマーによる整備 福祉農園整備後 

 

  

自然再生協議会のホームページ 



（1）病院と連携した取り組み 

福祉農園での取り組みのほかに、院外にあまり外出できない患者さんや病院を訪れる方にも

遊水地の自然環境を身近に感じてもらえるよう、院内での希少植物の展示や水槽展示を行い患

者さんからは「癒される」などの好評をいただいている。 

また、今後は本協議会の委員でもある東邦大学の西廣淳准教授が中心となり、病院の患者さ

んや付添の方などを対象とし、「遊水地さんぽ」を毎月実施していく予定である。 

この「遊水地さんぽ」では、患者さんが自然の中を散歩することにより自然が健康にもたら

す効果の検証や、多様な視点から魅力ある湿地のあり方を検討し、今後の遊水地の管理計画に

反映していくことを目的としている。 

さらには、この「遊水地さんぽ」では、入院患者さんと離れて暮らす家族の方や退院し遠方

にいる方も遊水地の現況を見ることができるように、GPS カメラを持って遊水地を散歩しなが

ら遊水地の景色や植物などの撮影し、位置情報とコメント付きデータを webGIS で公開する計

画としている。 

また、より多くの患者や付添の方などにも遊水地の自然環境に対する興味を高めてもらうた

めに、撮影した写真にコメントをつけて病院などに掲示する取り組みも行う計画としている。 

 

 
福祉農園での活動 希少種の展示 第 1 回遊水地さんぽ 

 

（2）静岡北特別支援学校の取り組み 

静岡北特別支援学校では、生徒が地域社会の方々とふれ合い共に活動することや、豊かな自

然について学ぶことが社会への自立にも役立つことから、「麻活プロジェクト」を立ち上げ麻機

遊水地をフィールドとして多様な教育活動を展開している。 

①「麻機遊水地調査隊」の活動 

特別支援学校の生徒で結成された「麻機遊水地調査隊」は、麻機遊水地で調べたいテーマご

とに分かれ、調べ学習を行ったり、外部講師によるレクチャーを受けながら歴史や文化に関す

るまとめ作業に取り組んでいる。 

 
魚グループの魚類調査 地図グループが作成した遊水地地図 歴史・文化グループの紙芝居 

  

 



 ＜麻機調査隊に参加した生徒の感想＞ 

・遊水地をきれいにすれば、いっぱい生きものがすめる環境になると思いました。 

・今日の発表会では、色々なグループの発表を聞きました。麻機遊水地がどれだけ色々

な人に守られているか、今日の発表を聞いてわかりました。僕ができる事は、同じ麻

機にすんでいるから、これから僕も遊水地を守らなければいけないと思いました。 

・遊水地に対して感謝している事は、大雨が降ったら街に被害がなくなることです。理

由は七夕豪雨で川の水が溢れて町が沈んでしまいましたが、麻機遊水地が造られたお

かげで、川の氾濫が防がれ、被害がなくなる事と感じたからです。これからは遊水地

にゴミを捨てる人が少なくなるようになったらいいなと思う時もあります。遊水地に

ゴミなどを捨てると、住んでいる生き物が死んでしまって、せっかくの自然が壊れて

しまうからです。なので、これからはゴミを捨てる人を少なくする看板などを立てて

いくようにしたいなと思います。 

・遊水地について、自然が多く、生き物もたくさんいます。そんな遊水地にぼくはあこ

がれをもちました。ぼくの知らない動物がいて、ゆたかで美しいので、これからもず

っとこの緑の美しさをたもってほしいと思っています。 

・1000 年後でも遊水地があるといいです。 

 

②「土の中のお宝探し」の活動 

麻機遊水地の土を採取し発芽実験を行うことにより、土壌シードバンク（土の中に含まれて

いる植物種子）を明らかにし、土壌攪乱や植生管理による植物の回復ポテンシャルの推定、土

の中の生物の存在への気づき、植物の育成を通して遊水地の自然に対する豊かな視点を育むた

めに、西廣淳准教授と北特別支援学校とが連携し土壌シードバンク調査に取り組んでいる。 

今回の調査では、採取した土壌シードバンクからオオアブノメ、タコノアシ、ヤナギヌカボ、

ミズアオイ、ミズニラ、シャジクモ、ニッポンフラスコモなどの希少植物を含む 47 種（在来種

43 種）の発芽が確認され、採取箇所の地上植物よりも多くの植物が発芽し、撹乱することの重

要性も確認することができた。  

   
遊水地の土の採取 採取した土 発芽した植物 

 

＜生徒の感想＞ 

最初は「本当にこの中に種はあるのか？」や「どんな植物が生えてくるのか」など、

すごく疑問だらけでしたが、成長するにつれてわくわくしてきたり花が咲いてすごくう

れしかったです。 

その他にもたくさんの植物などが遊水地にあるので自分はもっと絶滅危惧種など、い

ろいろな植物を調べていきたいと思いました。  



7 おわりに 

麻機遊水地の自然環境は、長い歴史の中で人と自然との良好な関わりによって形成され、現在

は協議会の設立を契機に、地域の多様な主体が集まり地域の輪が構築されてきた。 

それにより多様な主体が自然と関わることにより、目標とする自然環境が全て再生するところ

までは至っていないが、生物多様性を実感できるように変化してきた。 

さらには、麻機遊水地の自然再生事業をきっかけに、地域の様々な主体が遊水地に集まり、地

域連携や地域活性化の第 1 歩を踏み出すことができた。 

自然再生事業は終わりのない事業であり、これまでの取り組みを振りかえると、誰でも楽しく

気軽に参加でき、継続して自然再生の取り組みに関わっていける仕組みづくりが大切であると感

じている。 

これまで、麻機遊水地における自然再生事業の取り組みの成果は、参加する委員の方々がボラ

ンティアで行ってきたもので、今回このような形で紹介することができ委員の方々には深く感謝

申し上げます。 

これからも微力ではあるが、協議会組織の連携や人と自然とが継続し関われる仕組みづくりを

支援しつつ、麻機遊水地の自然環境を後世に引き継いでいけるよう進めていきたい。 

 


