みよしの自然を守る
▼問い合わせ＝環境課
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みよしに生息する生き物

市では、市内のどこでどんな生き物を見る

ことができるかを地図にした
「みよしいきもの

マップ」
を作成しました。みよしいきものマッ

プに掲載されている、みよし市に生息する生

き物を次のページで紹介します。

自然観察会・水生生物調査

市では、市内に生息する生き物を探して、

【自然観察会】

水量などの要因で異なる環境

興 味 を 持 ち、 環 境 保 全 に

見て、触れ合うことで、生き物や自然環境に

き物が生息していると、種の

ついて考えてもらおうと、

市内在住の小中学生とそ

の保護者で
「みよしいきも

や昆虫などの観察会をし

の調査隊」
を結成し、植物
するため、さまざまな個性を

ます。

生態系を知ることもでき

調 査 と と も に、 そ の 川 の

を観察することで、水質

が自ら採取した水生生物

定する調査です。小学生

ことで水の汚れ程度を判

川に住む生き物を採集し、その種類を調べる

した水生生物調査を行っています。これは、

市では、夏休み期間中に、小学生を対象と

【水生生物調査】

ています。

性は高いといわれています。

れているほど、生態系の多様

質の生態系が多く組み合わさ

に、樹林と湖沼など異なる性

ます。日本の里地・里山のよう

環境で生態系が形成されてい

森林、河川、湿地、海など、さまざまな

③生態系の多様性

どに多様な個性が表れます。

いに応じて形や模様、生態な

の生き物でも、生育環境の違

持つことが必要です。同じ種

生物は、進化の過程で環境の変化に順応

②遺伝子の多様性

す。

多様性が高いといわれていま

に、それぞれ多くの種類の生

いると考えられています。地形や気温、降

球上におよそ３千万種の生き物が存在して

動植物から微生物、細菌に至るまで、地

①生物種の多様性

【生物多様性に含まれる３つの多様性】

～人と生き物を次世代につなぐ～

みよし市は、人口増加により住宅開発が進
む一方で、市北部には山林地域、南部には農
村地域と豊かな自然が残り、産業・自然・文化
など調和のとれた、住環境に恵まれたまちで
す。また市内には三好丘緑地や三好公園、保
田ケ池公園、境川緑地など自然を生かした公
園も数多くあり、さまざまな生き物たちが共
存しながら生息しています。一方で、数十年
前までは姿がよく見られたホタルやドジョウ
などが現在ではあまり見られなくなるなど、
自然環境は少しずつ変化しています。
今回の特集では、豊かなみよしの自然を今
後も守り、育み続けるために、自然環境につ
いて生物多様性の観点から、また、市や市民
団体の活動から、今、私たちができることを
考えます。

生物多様性とは
生物多様性とは、多様な生き物が多様な環
境に豊かに生息していること、また、それらの
つながりのことです。地球上には、森林や湿地
などのさまざまな形の自然があり、それぞれに
適応した多様な生き物が暮らし、互いにつなが
り合い、支え合いながら生きています。私たち
人間もその一員として、多様な自 然 や 生 き 物
に支えられながら生きています。
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みよし市に生息する生き物
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みよしいきものマップは、
「みよしいきもの調査隊」
の調査結果をまとめて平成24年度に作成しました。
詳しくは、ホームページ
（Shttp://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/kankyo/index.html)をご覧ください。
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自然環境の保全活動を行う市民団体の紹介
市内の森や里山、湿地など、さまざまな自然環境の保全活動を行っている団体を紹介します。（五十音順）

保田ケ池どんぐりの会
保田ケ池どんぐりの会は、野鳥や昆虫などが集えるような緑豊かな自
然を残すことで多くの人がくつろぎ憩える保田ケ池公園を目指して、雑
木林や自然環境の保全活動や勉強会などを行っています。
【雑木林の保全活動】
保田ケ池南の雑木林の一部で、密集して生えている竹などを伐採して
います。太陽の光が差す環境を作ることで、土に眠っていた植物の種を芽吹かせます。また、明るい環境
は防犯対策にもつながり、ウオーキングや散策をする人が安心して公園を楽しむことができます。
【ドングリの森の植樹に向けての準備】
保田ケ池どんぐりの会は、株式会社三五と市と協働で保田ケ池南にドングリの森の整備を進めています。
その一環として、保田ケ池どんぐりの会では、ドングリの森に植樹する、ドング
リなどの落葉樹やアラカシなどの常緑樹の苗を育てています。この苗は、保田
ケ池公園で採取したコナラやアベマキなどの実から、また、長田池付近で採取し
たモンゴリナラの実などから、会員たちが丹精込めて育てているものです。ま
た、雑木林で伐採した竹から、植樹する木を根付かせ育てるために必要な竹ぐい
を作っています。市民の心を温める緑地を目指して、保全活動を進めています。
【問い合わせ】
みずたに く に え
保田ケ池どんぐりの会代表の水谷邦恵さん ☎（34）2102

みよし里山まもり隊
みよし里山まもり隊は、みよし市の自然を残したいと集まった有志で
結成し、三好丘緑地で湿地や雑木林の保全活動や市内在住の親子を対象
とした自然観察会、近隣の竹林の手入れ作業などを行っています。里山
林は、多くの生き物のすみかであるとともに、地下水を蓄え、大気中の
二酸化炭素
（CO2）を樹木に蓄えることで地球温暖化を抑えるなど、大
切な役割を担っているため、この自然をこれからも残せるように活動を続けています。
【湿地の保全活動】
三好丘緑地の湿地で自然観察をする中で、湿地でしか生きられない貴重な生き物が生息していることを
知り、地域住民である自分たちの手で保全していきたいと活動を始めました。増殖する笹や草を刈り、草
地化になることを防ぎ、本来あるべき湿地の状態を守っています。
【雑木林の保全活動】
三好丘緑地の暗い雑木林に太陽の光が届き、新しい植物が育つ環境を作るため
に、雑木林の手入れをしています。伐採した木は、細かく切って落ち葉をかぶせ、
腐葉土として森に返す取り組みをしています。また、三好丘中学校と北中学校の
PTA活動をしている「おやじの会」と協力して保全活動をさらに進めています。
【問い合わせ】
す ず き
みよし里山まもり隊代表の鈴木ともよさん ☎（36）1002
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NPO法人みよしの自然環境を守る会
NPO法人みよしの自然環境を守る会は、水辺の環境の悪化や里山の荒
廃など、市の将来の自然環境に危機意識を持つ市民が立ち上げ、境川源
流域
（黒笹町小持松地内の長田池周辺）などで里山や湿地の保全活動、減
ふゆみず

農薬・無化学肥料の冬水田んぼの稲作、田んぼのビオトープづくり、自
然観察会、市役所南の如来池のビオトープづくりなどを行っています。
【里山・湿地の整備】
長田池周辺の里山
（保安林）
のモンゴリナラ、湿地のシラタマホシクサやハッチョウトンボ
など、生息している貴重な動植物を守るために、倒木処理や間伐などを行い、自然環境を整
備しています。また、里地周辺にヘイケボタルの幼虫を放流し、生育域を造っています。
【減農薬・無化学肥料の冬水田んぼの稲作】
市内在住の親子に生物多様性について考えてもらおうと、冬水田んぼの稲
作を行っています。これは、農薬や化学肥料に頼らず、田んぼに年中水をた
めることで生き物が絶えず、生物多様性に負荷をかけない農法で、田んぼの
微生物やヘイケボタルの幼虫、タニシなどが生育可能となり、それらを捕食
する鳥類などが飛来して、生物の多様性が豊かになります。クロメダカやド
ジョウを放流し、稲の食害を起こす外来種のジャンボタニシの駆除なども行
っています。
【自然観察会】
市内在住の親子を対象とした里山の昆虫観察や植物観察、田んぼやビオトープなどでの水生生物調査な
どを行い、自然の大切さを学ぶ機会を提供しています。
にょらいいけ

【如来池のビオトープづくり】
緑と浸水機能を備えた如来池を市の中心部にある都市公園として、市民の皆さんが楽しみ、多様な生き
物がすむ水辺にするために、NPO法人みよしの自然環境を守る会会員が中
心の
「三好上行政区如来池実行委員会」が整備しています。この事業は、市の
「がんばる地域応援補助金制度」を活用したもので、今年度は池の掃除、カキ
ツバタやセリ、ミクリなど水辺植物の植栽を行い、クロメダカとニシキゴイ
の放流を中部小学校2年児童と協力して行いました。如来池周辺が市民の憩
いの場になるように、今後さらに整備を進めていきます。
【問い合わせ】
と り い りょういち
NPO法人みよしの自然環境を守る会理事長の鳥居鐐一さん ☎090（1983）9280

自然を守るために、今、私たちができること
◆市や市民団体が開催する自然観察会や環境保全活動などに積極的に参加しましょう

身近な自然への愛着と関心を持ち、生き物とのつながりを感じ、正しく理解するきっかけになります。

◆ペットや他の地域で採った動植物、外来種を野外に捨てないようにしましょう
むやみに野外に捨てると、その地域に生息する在来種の生態系が変化する恐れがあります。

◆限りある資源をリサイクルしましょう

ゴミが増えると、水の汚染や埋立地の増設につながり、生き物のすみかが脅かされる恐れがあります。

◆省エネを心掛け、二酸化炭素（CO2）の排出を抑えましょう

地球温暖化によって自然環境が変化し、生物多様性に影響を及ぼします。
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