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春の行事予定  

○湿地のグリーンウェイブ 

渡良瀬遊水池自然観察会    ──植物、 昆虫、 野鳥── 

共催 渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会  

日本野鳥の会栃木 

                                  渡良瀬遊水池をラムサール条約登録地にする会 

日 時  ５月１３日(日) 午前９時～１２時  小雨決行 

集 合  栃木市藤岡遊水池会館前駐車場 東武日光線「藤岡駅」より徒歩１５分 

栃木県栃木市藤岡町藤岡 1788 

講 師  野 鳥： 日本野鳥の会栃木 

     昆 虫： 大川 秀雄 氏 

     植物等： 青木 章彦 氏（作新学院大学女子短期大学部教授・環境教育ネット 

ワークとちぎ代表・当会代表世話人）  

観察場所 谷中村史跡保全ゾーン等 

観察方法 植物等、昆虫、野鳥のグループに別れて観察 

   観察地までは車に分乗して移動          
☆午後も参加できる方へ 

第二調整池内湿地再生試験地（環境学習フィールド）のセイタカアワダチソウ、ヤナギ等 

の除去作業を行います。昨年も実施し、湿地の植物の成長に効果が表れています。 

集合時間・場所 １３時 史跡保全ゾーン駐車場（１５時まで） 

   各自で準備する物 長靴、剪定バサミ又は鎌（当会で用意する鎌の使用も可） 

 

○湿地保全再生・再生プロジェクトの環境学習、観察会 

５月２０日(日)午前９時１５分、栃木市藤岡遊水池会館前駐車場に集合後、第二調整池内 

湿地再生試験地（環境学習フィールド）において、生物等の観察・記録、環境学習及び湿地 

保全作業を行います。（同封のチラシ参照） 
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○わたらせ未来プロジェクト「足尾植樹デー」 

 今年も安蘇沢等での植樹を行いますが、日時・規模が例年と異なります。 

足尾に緑を育てる会の植樹デー（４月２１日(土)、２２日（日））の２日目に参加して、 

同会管理地の植樹後、希望者は午前１１時頃から安蘇沢に移動します。 

安蘇沢では、３、４年前に足尾で拾い育てたドングリの苗を数本植樹します。今年は、 

植樹地の面積にあわせて苗の数を減らし、１本１本じっくり植え付けます。各自の育てた 

苗は、「育てる会」の植樹地で植樹していただきますが、「安蘇沢で是非植樹を」と希望さ 

れる方は、お申し出ください。 

開催日 ４月２２日（日） （雨天決行） 

集合時間・場所 

車利用者 午前９時３０分 足尾・銅親水公園駐車場（大畑沢の先、車止めゲート 

手前左下） 駐車場は足尾ダム横のゲートの先 

電車利用者 わたらせ渓谷鉄道の終点間藤駅着８時１５分（桐生発６時３９分）、９時３２分 

      着（桐生発８時８分発）からの「育てる会」の送迎あり。 

当会の目印 「わたらせ未来基金」の幟 

各自で準備するもの 昼食、飲物、軍手、作業しやすい服装、帽子、雨具 
       （作業用具を準備しますが、なるべく各自使い慣れたものをお持ちください。） 

活動時間 昼食を含め約５時間の予定（午前中のみも可） 

参加申込 当日、現地で受付 

問い合わせ先：TEL･FAX･E-mail とも p１の事務局 

 

○ ヨシ腐茎土作り  

  昨年１２月のヨシ刈りデーで刈り採った 

ヨシでの、今年の腐茎土作り第１回目の作業 

（ヨシ裁断と敷き詰め）を次のように行います。 

 日時 ５月２６日（土） 

午前９：００～１１：３０  

 場所 栃木市藤岡町 

（詳細は事務局に確認のこと） 

 

 

○ ２０１２年度定期総会               

   日時 ６月１０日 (日) １３時３０分  （受付開始１３時） 
  会場 栃木市藤岡遊水池会館 東武日光線「藤岡駅」より徒歩１５分 

栃木県栃木市藤岡町藤岡 1788 

  講演会を予定（講師交渉中） 
 議題  前年度の活動報告・会計報告と今年度の活動計画・予算案の審議、その他の質疑 
 問い合わせ先：TEL･FAX･E-mail とも上記事務局  
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

主な活動の報告 

○フォーラム 「秋田県大潟村、渡良瀬遊水池のチュウヒたち 

           ―湿原のハンター・絶滅危惧種の保護―」 

 昨年１１月１２日(土)、栃木市藤岡遊水池会館で開催されました。 

 八郎潟を干拓して作られた大規模農業の村で、チュウヒ等の猛禽類が繁殖する大潟村の 

村長である髙橋浩人氏から「大潟村のチュウヒと農業」、バードリサーチの平野敏明氏から 

「渡良瀬遊水池のチュウヒ－現状と未来－」と題しての講演がありました。 

 チュウヒ等のワシタカ類が急増する大潟村の水田農業と自然の豊かさをヒントに、ヨシ焼 

中止の昨年、生態系の頂点に立つ猛禽類の一種・チュウヒの繁殖行動が確認された渡良瀬 

湿地帯での繁殖可能環境のあり方を考える貴重な機会となりました。 

 

○「どんぐり拾い」と植樹地整備 

昨年１０月１６日（日）、足尾・銀山平から舟石峠方面のどんぐり拾いを行いました。集合 

場所の銀山平キャンプ場では、幸運にも複数のクマタカの飛翔が見られ、盛り上がりました。 

一昨年に比べるとミズナラもコナラも、育ちは順調で、十分な量を拾うことができました。 

午後は安蘇沢植樹地のネット補修と草刈りを行いました。 

 

○「ウォーク the わたらせ ―源流から渡良瀬湿地帯へ―」 第 9 弾 

一昨年秋の「足利・田中橋～農業研修センター」に引き続き、昨年１１月３日（木）、 

「足利・農業研修センター～藤岡・田中霊祠」間を歩きました。 

田中正造の墓の１つがある雲竜寺をとおり、旧谷中村村民が正造の分骨を守った田中霊祠

までで、土手を歩くと、地形的に見て渡良瀬川が大地を切り裂くように赤麻沼の方向に人工

的に流れを変えていることが良くわかりました。（内田英司さんの参加記を５ページに掲載） 

さて、次回は、いよいよ渡良瀬湿地帯に突入です。 

 

○ヨシ刈りデー  

＜その１＞ 

史跡保全ゾーン駐車場北側のヨシ原に 

おいて、昨年１２月１１日（日）に実施 

しました。例年に比べ、面積当たりの 

収量が少なく、昨年のヨシ焼中止で、 

一昨年に延びたヨシが枯れたまま残って 

いるため、翌年のヨシの成長に影響が 

出ているようです。 

３１名の参加者があり、７０束のヨシを 

刈り集め、使用２年目となった“うさぎ”で、要領良く束ねました。今年も５月末から 

始まる腐茎土（腐葉土）作りに使用します。  
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＜その２＞ 

横堤の屋敷林の保護のため、１月２９日（日）、ヨシ焼き前の防火帯作りを行いました。

（結果的には今年もヨシ焼は中止になりました。）当日は、東日本大震災前に作った腐茎土

を希望者に配布しました。 

＜その他＞ 

 例年実施している、古河第七小学校生のヨシ刈り体験が、昨年の１２月５日（月）にあり

ました。当日は、５年生が参加し、賑やかに行われました。 

２月２７（月）には、当会会員等による七小職員向けヨシズ編み研修が行われました。 

  

○シンポジウム 「渡良瀬遊水地がラムサール条約登録湿地に！ 

           ～コウノトリ舞う豊岡と考える湿地の未来～」 

２月１８日(土)午後、栃木市栃木文化会館小ホールで開催されました。 

「渡良瀬遊水地と豊岡・円山川下流が条約登録されることの意義」と題してラムサール・ネ 

ットワーク日本事務局長の浅野正富氏、「渡良瀬遊水地をエコ・ミュージアムに」と題して渡

良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会代表世話人の高松健比古氏、「豊岡から広げるコウ

ノトリ・ネットワーク」と題してコウノトリ湿地ネット代表の佐竹節夫氏の講演がありまし

た。講演後は、「コウノトリでつなぐ豊岡と渡良瀬遊水地」をテーマとして、演者の他当会青

木代表世話人等のパネリストが加わり、今後の遊水池の展望が討論されました。 

「コウノトリは遊水池だけでは生きられない。周辺も含め、餌となる生物が豊富にいる多

様な環境の創出が大切」、「ヨーロッパでは、コウノトリは象徴種であり、地域振興のシン

ボルとするのは良い」、「しかし、チュウヒもここの宝。チュウヒもいてコウノトリもいる、

そんな目標があっていい」などと、実に貴重な具体的な意見が次々出されました。 

来賓の行政の方も、刺激を受けられたようです。 

 

○ヨシ焼き前のゴミ拾い   

        

 ３月１１日（日）、今年も写団渡良瀬、

その他の有志とともに、渡良瀬湿地帯のゴ

ミ拾いを行いました。 

結果的に今年もヨシ焼は中止となりま

した。ヨシ焼を行わなかったことが、渡良

瀬湿地帯にどんな影響を与えるか、逆に言

えば、ヨシ焼の効用がどんなものかを知る

良い機会になると思いますので、観察して

いきましょう。 

なお、４月１４日（土）にも、８時３０分集合で利根川上流河川利用者協議会主催の 

「渡良瀬遊水地クリーン作戦」が開催されます。７か所の集合場所のうち、当会は、史跡 

保全ゾーン駐車場の、本部集合場所に集まります。 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

○ウォーク the わたらせ 参加記 

                                   内田英司  
     「ウォーク the わたらせ」に参加して －田中霊祠を訪ねて－ 
 

定年後、再就職で八年ほど勤めた会社を辞めて一カ月が過ぎました。今までは仕事をして

いることで過ごしていた時間を持て余すようになり、自分の健康を維持する為にも少し体を

動かしてみようと思っていました。年齢的にも自分の体を酷使して運動をするようなことは、

今からでは無理ですから何をするか思案中でした。 
偶然、自宅でパソコンを立ち上げメールを検索していたら「わたらせファンクラブ」から

の配信メールを見つけ、開いてみたらウォーキングのイベントの記事を見つけ、絶好の機会 
と思い参加してみようと思いました。しかし心配な点が一つありました。歩行距離が１０キ

ロメートルと長く、社会人になって、これほどの長い距離を歩くのは初めてでしたので、体

力的に持ち堪えられるか心配でした。しかし、現在の健康を持続させるためにも体力の増進

が今こそ必要と考えて、思い切って参加を申し込みました。 
当日の朝は寒くも、暑くもなくてウォーキングには絶好のコンディション日和で、参加人

員は一三名でリーダーより注意点などの説明を受けて、足利・農業研修センターを起点とし

て、九時定刻にスタートしました。渡良瀬川の土手沿いを東に向かって進み、 初の休憩地、

田中正造の墓の一つである「雲竜寺」を目指しました。一三名の仲間たちは三々五々、思い

思いに話をし、遠くから聞こえてくる小鳥のさえずりを耳にしながら、そして天高く青空の

もと爽やかな空気を吸い気持ちの良いウオーキングを続けることが出来ました。 
昼少し前に雲竜寺に着き、田中正造と奥様の墓に手を合わせてから、田中正造に纏わる話

を聞きました。足尾銅山鉱毒問題で無私の精神で旧谷中村の農民を救済するための運動を実

践したことで知られている。当時、鉱毒によって農民の命が危機的状況になっていたことが

認識され、そして、命の生き残りをかけた闘争でもあったことが、リーダーの説明から伺い

知ることが出来ました。 
一連の説明が終わって、お昼の弁当の時間になり、三々五々渡良瀬川の土手に座り食事を

しました。 
食事が終わり一休みしてから、 終目的地の田中霊祠を目指して出発しました。途中、田

中正造が晩年知人宅に身を寄せ、 期を迎えた場所の説明がありました。 
二時半頃に田中霊祠の社に到着しました。田中霊祠は、田中正造の運動と思想を今に伝え

る役割をもっているが、現在の福島原発の放射能問題にも、田中思想をとうして新たな意義

を考えてみたいと思います。 
ここで解散になりましたが、歩いた距離は、歩数から割り出して十五キロメートルとのこ

とでした。こんなに長い距離を 後まで歩いたことで、少しは足に自信がつきました。また

次回も機会があれば参加したいとおもいます。今回参加されなかった人も次回は参加してみ

てはいかがですか。 
 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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ヨシ腐茎土 

○ヨシ腐茎土の活用について 

昨年も、栃木市の太平山アジサイ坂で使用されました。その他、花栽培農家での試験的 

使用も引き続き行われ、会員はじめ継続的利用者が増えています。 

当会では、従来から足尾・安蘇沢の植樹地において、カットし乾燥したままのヨシととも 

に腐茎土を利用してきましたが、現地でのヨシ腐茎土を利用した新たな土作りの試みも行っ 

ています。 

 実際に使ってみた方の、ご意見をお待ちしています。 

 

○ヨシ腐茎土作りについて 

 ヨシ腐茎土作りは、‘０８年からＮＰＯ法人渡良瀬エコビレッジと共同で行うようになり 

ました。 

 皆さんの、作業への積極的なご参加をお願いします。 

 ２ページに掲載のとおり、５月２６日（土）午前９時から、昨年のヨシ刈りデーで刈った 

ヨシの裁断と、広く敷き詰める作業（延ばし）を行います。その後のヨシの積み上げと切り 

返し作業は、ヨシの発酵の具合により作業日を決定（７月中旬頃）します。参加ご希望の方 

は、時期が近付きましたら当会ホームページの「ブログ」をご覧ください。 

 

○昨年の腐茎土と今年の腐茎土について 

 前回の「わたらせ未来通信２３」号で、「簡易検査によりほぼ影響なしと判断して」との

記述がありましたが、試験検査機関に分析を依頼したところ、基準以下ではあるもののセシ

ウムが検出されました。よって、該品は販売を自粛しております。 

 今年度５月から腐茎土作りに使用するヨシは、現在屋外に保管中です。今後再び何らかの

放射能汚染が生じることがあっても影響を 小限に食い止めるため、シートを掛けて保管し

ています。今後、腐茎土作成中にはシートを外さなければならない時期が生じますが、極力

短期間とするよう検討中です。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

渡良瀬湿地帯に関する情報 

○渡良瀬遊水地、ラムサール条約登録湿地国内候補地にほぼ決まる！ 

（栃木市を主とした周辺市町の動行） 

２０１１年３月までに周辺４市２町のうち小山市、野木町、加須市が登録賛成を表明し、

栃木市外 2 市町の賛意が得られませんでした。そこで、栃木市が環境省へ「地元説明会」を

依頼することから始まり、次のような経過をたどりました。 
9．02 「渡良瀬遊水地ラムサール条約登録に関する地元住民説明会」を環境省が栃木市藤岡 
～16 文化会館他などで５回にわたって行いました（国交省もブザーバーとして参加）。 

反対意見も多く出されました。 
9．27 栃木市議会本会議で「渡良瀬遊水地のラムサール条約登録に関する陳情書」を継続 

審査としました。 
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10.03 議会の質問に対する市長の答弁により、栃木市は「渡良瀬遊水地のラムサール登録 
   に関する地元民アンケート」（栃木市藤岡町民 3000 人を完全無作為抽出）を実施しま 
   した（10 月 12 日回収）。 
    それに対して「藤岡町巴波川周辺地区治水事業促進連絡会」ほか４団体が登録に反 
   対する署名運動を開始しました。（11.7 に 5319 名の反対署名を栃木市に提出） 
10．24 栃木市は「登録に関する住民アンケート集計結果」を公表ました。 
   回収率３４％で、賛成６１％、反対１７％、どちらともいえない２１％ 
11．07  反対署名を行った団体が署名簿と共に、栃木市に「登録に反対する請願書」を提出 
    しました。 
11．11 「渡良瀬遊水地のラムサール条約登録の早期の意思表示に関しての要望書」（渡良瀬 
       遊水池をラムサール条約登録地にする会ほか当会を含む５団体）を栃木市長、栃木市 

議会議長へ提出、及び記者会見 
要望書提出につき栃木市議会全議員に報告（郵送） 

12．3･4 栃木市は「渡良瀬遊水地のラムサール条約登録に関する意見交換会」を旧市内と 
藤岡地区で、2 回にわたって行いました。 

12．15  栃木市議会本会議にて「渡良瀬遊水地のラムサール条約登録に関する陳情書」を 
        採択しました（賛成 20：反対 13）。反対の請願書は不採択。 
12．26  栃木市長が治水対策の条件付きで「渡良瀬遊水地のラムサール条約登録への賛意」 
       を表明。 
     古河市、板倉町も期を同じくして賛意を表明し、周辺の市町全部の賛意を得ること 
       ができました。 
1．06 栃木県知事に「渡良瀬遊水地のラムサール条約湿地登録に関し栃木県の速やかな 
   意思表明を求める要望書」（渡良瀬遊水池をラムサール条約登録地にする会ほか当会 
   を含む５団体）を提出しました。 
3.26 環境省により「国指定渡良瀬遊水地鳥獣保護区の指定に係る公聴会」が開かれ、公述 

人の賛成多数が確認されました。 
 

 

○渡良瀬遊水地湿地保全・再生モニタリング委員会 

平成２３年３月７日の第２回委員会後、しばらく開催されませんでしたが、７か月ぶりに 

開催され、当会の青木代表世話人が委員として参加しています。 

                               記  青木 章彦  

                               

第３回 平成 23 年 10 月 25 日（月） 
 主要な議題は、平成 23 年度モニタリング調査結果（中間報告）でした。セイタカアワダチ

ソウ、ヤナギの動態や掘削深度と湿生植物の発生状況が話題となり、平成 23 年 3 月にヨシ焼

きをしなかったことと植物の発生状況も話題となりました。他に、降雨量と地下水位の変動

についても取り上げられました。 
 青木からは、わたらせ未来基金のモニタリング調査を踏まえて、環境学習フィールド(1)の
施工時に、基準面を海抜 12.5m にしたが、12.1m を境に、12.5m になると乾性植物が増えて

きて、12.1m 以下であると湿性植物が多いという傾向があり、この結果を次回以降の掘削に

生かせるのではないかと述べ、事業者からは、「これまでの実験結果を、掘削形状の検討に活

かしていきます。」との回答を得ました。 
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第４回 平成 24 年３月 8 日（木） 
 議題は、１）平成 23 年度モニタリング調査結果、２）試験施工エリアの施工状況、３）

平成 24 年度モニタリング調査計画、４）わたらせ未来基金の調査結果、５）平成 25 年度以

降の掘削計画でした。 
 冠水によるセイタカアワダチソウの防除については、青木が以前より委員会で指摘してき

たところであり、夏に 30～40 日程度冠水することによりセイタカアワダチソウの繁茂を抑

制できることや、75 日以上冠水する場所では、セイタカアワダチソウの侵入は見られなかっ

たことが報告されました。 
 ヨシ焼きをしなかったことにより、絶滅危惧種等の発生が不順であったことが報告され、

平成 22 年度と 23 年度（ヨシ刈なし区域）の出現状況の比較では、出現率が 50％以下だった

種は、トネハナヤスリ、ノダイオウ、ノカラマツ、エキサイゼリの 4 種であり、特にトネハ

ナヤスリとノダイオウの 2 種は大幅に減少したとのことです。 
 わたらせ未来基金のモニタリング調査結果について、青木からスライドを使って以下のよ

うに報告しました。（１）セイタカアワダチソウは、5 月初旬に抜き取ることと、その後の冠

水により成長を抑えられる。（２）ヤナギは、年数回抜き取りや刈り取りが必要である。（３）

掘削前の年平均地下水位よりも数十センチメートル下を基準面にした方がより湿潤な環境を

創出できる。（４）セイタカアワダチソウとヤナギの防除については、様々な主体の協働で実

施することによって効果を上げられる。 
 なお、わたらせ未来基金のモニタリング結果について、事業者から提供を求められました

ので提供しました。 
 
 平成 23 年度は 2 回のモニタリング委員会が開催されましたたが、委員会でモニタリング結

果を評価し、今後の掘削方法や保全対策に関する提言をしていくことによって、渡良瀬遊水

地の順応的管理が適切に行われるものと思われます。皆さまからも、ぜひご意見をお寄せく

ださい。皆さまの声を、モニタリング委員会に届けたいと思います。 
 

  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 
10.06 ヨシ腐茎土作り 第 2 回切り返し 
10.10 湿地再生試験地（環境学習フィールド）観察とセイタカアワダチソウ・ヤナギ除去作業 
11.06 ヨシ腐茎土作り 第３回切り返し 
11.20 湿地再生試験地（環境学習フィールド）観察 
1.07～０９ 北上川ヨシ刈りボランティア参加、蕪栗ぬまっこくらぶ訪問 

 2.18AM 世界湿地の日シンポジウム in 渡良瀬遊水地（栃木市文化会館） 
 2.28 「渡良瀬遊水地の治水対策事業・ラムサール条約湿地登録に関わる誓約書」に調印 
   「渡良瀬遊水地第二調節池周辺地区治水事業促進連盟協議会」、「渡良瀬遊水池を守る 

利根川流域住民協議会」及び「渡良瀬遊水池をラムサール条約登録地にする会」との 
連名 

 
  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

編集後記 

 福島県松川浦の干潟は、3.11 の津波で砂州が分断され外洋の水が流れ込み、姿を消したと

のこと。しかし、対応を考え行動し、100 年後の再生を目指すという「はぜっ子倶楽部」代表

の発言は、ズシンと来るものがあった（2 月 18 日 AM の世界湿地の日シンポジウムにて）。 

その他の活動日誌（2011 年 9 月～2012 年 3 月） 


