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序

平成２０年度における、ムサシトミヨ保全推進協議会が実施したムサシトミヨ保護事業

について、以下のようにまとめることができる。

ムサシトミヨが生息する元荒川最上流部は天然の水源を持たず、地下水の汲み上げに水

源を依存している。一方、周辺地域からは生活雑排水が生息河川の途中から流入するため、

その下流域では富栄養化によって水草が繁茂することもあって生息数が少なく、生息域が

拡大しない状況である。これらの問題に対応するための諸事業を策定し、実施した。

元荒川ムサシトミヨ生息地において、地下水の汲み上げを安定的に確保する対策や、生

活排水が流入する下流域における水草の除去、堆積土砂の浚渫、生息環境の美化、普及啓

発等を行うことにより、ムサシトミヨの生息環境を保全し、生息域と生息数の拡大を図っ

た。

１ 水源維持確保事業

生息域の水源のひとつになっている埼玉中央漁業協同組合の取水ポンプの運転を、

同組合に委託した。

２ 生息環境整備事業

天然記念物区間では水質異常や密漁を監視し、一部に堆積した土砂を浚渫して水流

を確保するとともに河岸の雑草等を除草した。また、その下流の一級河川区域では繁

茂する水草を刈り払い根茎も除去した。同時に、除草に必要な器材等を整備した。更

に、生息環境の美化に重点を置き、生息河川周辺におけるゴミ等の除去に地域住民か

らの多大な協力を得た。

３ 普及啓発事業

夏休み期間中に、市民・県民を対象とした親水イベント、学習会及びバス見学会を

開催した。また、普及啓発に必要な胴長靴や小学生向け下敷き等の資材を整備し、環

境学習の場として提供した。

△ 各事業の具体的経過

○７月１日～ 水源維持確保事業

生息域の水源のひとつになっている埼玉中央漁業協同組合の

取水ポンプの運転を、同組合に委託した。

元荒川ムサシトミヨ生息地水源維持補助業務（ポンプ管理・点

検・周辺整備）

埼玉中央漁業協同組合員等（３６人）により、元荒川ムサシ

トミヨ生息地の重要な水源の一つである埼玉中央漁業協同組合

のポンプ点検管理を日常的に行った。

○７月８日 ムサシトミヨをまもる会による草刈り・清掃

熊谷市ムサシトミヨをまもる会（約２０名）により、元荒川

文化財指定区間（４００m.）の清掃及び除草を実施した。
○７月２３日 熊谷市管工事業協同組合による水草刈り
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協議会及び熊谷市管工事業協同組合（３０名）により、元荒

川文化財指定区間の水草刈り及び水辺整備を実施した。

○７月２６日・

７月２７日

ムサシトミヨ観察学習会

熊谷市ムサシトミヨ保護センター及び元荒川上流にて、小中

学生・保護者を対象にした観察学習会を実施し、ムサシトミヨ

をまもる会会員の協力を得て、ムサシトミヨの生息について学

ぶ機会を提供した。合計３５名が参加した。

○８月１日 希少生物及びビオトープ見学会

熊谷市ムサシトミヨ保護センター、株式会社アドバンテストの

ビオトープ（群馬県明和町）、群馬県水産学習館、館林蛇沼湿原

を巡る見学会を実施し、合計２３名が参加した。

○８月６日 ムサシトミヨ保全推進協議会小委員会

ムサシトミヨ保護センターにおいて、協議会の委員である市の

各課の担当者を招集し、生物多様性保全推進支援事業について

の検討会議を開催。

○８月２４日 熊谷市ムサシトミヨ保護センター親水イベント

熊谷市ムサシトミヨ保護センターにてムサシトミヨ生息地の

水源に親しむ会（親水イベント）を開催し、ムサシトミヨ展示

室の開放や元荒川の水源に親しむイベントを開催し啓発を行っ

た。１７７名（イベント延べ人数３７６人）の来場者を数えた。

○９月１１日 ムサシトミヨをまもる会による草刈り・清掃

熊谷市ムサシトミヨをまもる会（約２０名）により、元荒川

文化財指定区間の清掃、木々の剪定等を実施した。

○９月２４日 熊谷市管工事業協同組合による水草刈り

熊谷市管工事業協同組合（１６名）により、元荒川文化財指

定区間の水草刈り及び水辺整備を実施した

○１０月８日 ムサシトミヨをまもる会による草刈り・清掃

熊谷市ムサシトミヨをまもる会（約１５名）により、元荒川

文化財指定区間の清掃及び除草を実施した。

○１０月１１日 元荒川がつなぐ住民交流会

ムサシトミヨ保護センターにおいて、埼玉県北部環境管理事

務所、越谷環境管理事務所との共催による元荒川の上・中・下

流の住民交流会を開催し、元荒川ムサシトミヨ生息地の見学と、

里川再生についての意見交換を行った。約４０名が参加した。

○１０月１１日 里川フェスタ in 熊谷
元荒川上流域里川づくり推進会議及び熊谷の環境を考える連

絡協議会との共催による「里川フェスタ」において、ムサシト

ミヨ水槽展示を行い、保護活動の啓発を行った。来場者は約４

００名。

○１１月９日 元荒川上流域里川づくり推進会議による里川美化活動（保全推

進協議会共催）
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地元自治会のボランティアによる元荒川上流域の除草及び清

掃活動を実施し、約５００名が参加した。

○１１月１４日 県民の日ムサシトミヨ展示室公開

埼玉県民の日におけるムサシトミヨ保護センターのムサシト

ミヨ展示室一般開放を行い、約９０名が来場した。ムサシトミ

ヨをまもる会会員による水槽前での解説や、元荒川ムサシトミ

ヨ生息地を巡る小ツアーも行われた。

○１１月１７日 ムサシトミヨをまもる会による草刈り・清掃

熊谷市ムサシトミヨをまもる会（約２０名）により、元荒川

文化財指定区間の清掃及び除草を実施した。

○１２月３日 ムサシトミヨをまもる会による草刈り・清掃

熊谷市ムサシトミヨをまもる会（約２０名）により、元荒川

文化財指定区間の清掃及び除草を実施した。

○１２月１６日 元荒川ムサシトミヨ生息地における環境学習

地元の久下小学校３年生の児童を対象にした環境学習会を元

荒川上流において開催した。水質浄化施設や、ムサシトミヨ保

護センターの見学と共に里川再生に関しての学習を行った。

○１月６日 事業実施前における現地調査

推進協議会事務局及び各関係機関により、浚渫及び水辺樹林剪

定についての調査を行った。

○２月３日

～１３日

ムサシトミヨ水槽展示（巡回展）

ムサシトミヨ水槽展示を熊谷市役所１階ホール南で開催し、

ムサシトミヨ保護事業について説明したパネルの展示も併せて

行い、来場者への啓発を行った。

○２月１７日

～２７日

ムサシトミヨ水槽展示（巡回展）

ムサシトミヨ水槽展示を熊谷市江南行政センター１階ロビー

で開催し、ムサシトミヨ保護事業について説明したパネルの展

示も併せて行い、来場者への啓発を行った。

○３月１３日

～３月２７日

水草刈り払い及びカン木伐採業務

ムサシトミヨ生息地における生息環境保全事業の一環とし

て、水草刈り払い及び周辺木々の剪定を主な内容とした業務委

託を行い、ムサシトミヨ生息域の拡大を企図した。

○３月３０日 土砂の浚渫業務

一級河川元荒川起点部より上流の水路は、ヘドロを含めた土

砂の堆積が垣間見られ、文化財指定区間との合流より下流の水

質に悪影響を及ぼしていた。この問題を解決する先駆けとして、

その地点における浚渫を行った。その地点においては、埼玉県

環境科学国際センターの浄化設備の設置が予定されており、本

件の浚渫は生息環境保全事業の更なる展開の試金石といえる。
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水源維持確保事業

中央漁業協同組合への取水ポンプの運転委託による水源維持確保事業

中央漁業協同組合における汲み上げ水の様子

中央漁業協同組合から元荒川本流に至る水路図（ムサシトミヨ生息河川位置図）
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昭和３０年代から現地での操業を開始した中央漁業協同組合（以下、中央漁協）からの

汲み上げ水は、前掲の水路図のように元荒川本流への水路を形成しており、平成１８年に

実施した生息個体数調査の際には、ムサシトミヨ３，１００匹の生息が確認されているこ

とから、ムサシトミヨ生息地の一角を担っているといえる。また、この水源は本流に含ま

れる生活雑排水による汚濁成分を希釈する意味も有しているため、その合流部より下流に

おけるムサシトミヨの生息にとって必要不可欠であり、その水源地としての大きな役割を

現在まで果たし続けている。

そのような状況下、平成１８年、中央漁協が鱒の養殖を中止するに併せて、ポンプによ

る汲み上げを停止する話が持ち上がった。それに対応するべく、埼玉県と熊谷市の関係各

課は、ポンプ汲み上げ委託の可能性についての協議を行った。その結果、平成１９年度よ

り、ムサシトミヨ保全推進協議会から中央漁協への委託を行うことになった。本件は、元

荒川ムサシトミヨ生息地における水源維持確保事業として、ムサシトミヨの生息地への安

定した地下水の供給を図るものである。

現在、中央漁協内には２本の取水ポンプが稼動しており、その１本をムサシトミヨ生息

地用として地下水を放流している。その放水量は、地下水源の減少や汲み上げポンプの老

朽化により年々減少しつつあり、危機的な状況である。そのため、ムサシトミヨ保全推進

協議会の中央漁協への委託は大きな意義を有しており、本件での水源維持確保事業の実施

によって元荒川における水源を安定的に確保できる。

元荒川ムサシトミヨ生息地水源維持のためのポンプ管理・点検・周辺整備

ポンプ点検 周辺整備（電圧等調整）の様子

中央漁協における汲み上げポンプは計２本存在している。その１本を元荒川ムサシトミ

ヨ生息地への水路に放流していることから、その汲み上げは、重要な水源として位置づけ

られる。昭和３０年以降、中央漁協は現地での養鱒場としての業務を運営してきたため、

鱒の養殖を一義的に考えた水の汲み上げを行ってきた。その豊富な水量が元荒川に流れて

いたことにより、ムサシトミヨの生息にとっての良好な環境を提供した歴史的な経過を見

ることができる。
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現在においては、養鱒量の減少に伴いポンプの停止を含めた先行き不透明な状況が続い

ている。また、上述のとおりムサシトミヨ保全推進協議会による補助が実施され、一応の

措置が取られているものの、将来的な展望については楽観視できないといえる。

その状況下、ポンプの老朽化や中央漁協の施設の償却、貯留池の部分的毀損等も垣間見

られ、人力による日常的なメンテナンスが必須といえる。特にポンプについては、３６５

日、２４時間の稼動を継続していることから、ポンプの点検及び周辺の整備を定期的に行

うことが必要である。

中央漁協では、その組合員を中心とした３６人のメンバーのローテーションにより、ポ

ンプ運転管理やポンプの点検、周辺の整備を行った。ポンプは老朽化していることによる

錆や金属的磨耗に対応する必要があるため、ポンプ管理についての専門的な技術を有して

いる組合員が担当する等、ポンプによる取水を停止させぬように細心の配慮を払った運転

管理や点検を行った（以下写真参照）。また、ポンプはトタン板によって組まれただけの簡

易建築物の中に収納されており、その修繕についても行い、ポンプ運転に自然的条件によ

るダメージが加わらないように工夫した。

ポンプ及びポンプ室内部の様子

なお、平成１９年度においてポンプの一部を交換した結果、汲み上げ動力の向上に繋が

った。ただし、部分的な交換に留まったために、いまだに錆の著しい箇所を携えての取水

となっている。そのために旧来様式の部分に想定以上の負担が加わっていると考えられ、

時折、ポンプの汲み上げに変調をきたすことがある。将来的には全体的な新規化が求めら

れているが、この全交換までの当面の間は、今回の元荒川ムサシトミヨ生息地水源維持補

助業務として、ポンプ管理、点検、周辺整備といったメンテナンス並びにサポートが必須

の状況である。そのことを踏まえた上で、組合員の協力を得て、日常的な補助業務がなさ

れた。よって、ポンプの稼動に大きな問題が生じず、ムサシトミヨ生息域の維持のために

絶えず水が供給できたことは、大きな成果であったといえる。
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生息環境整備事業

熊谷市管工事業協同組合による水草刈り・周辺整備

７月２３日における様子 ９月２４日における様子

平成１１年度から熊谷市管工事業協同組合による水草刈り・周辺整備が毎年数回行われ

てきた。今年度は、７月２３日及び９月２４日の２回行われた。この水草刈り作業に対し

て、ムサシトミヨ保全推進協議会から謝金を付与した。

熊谷市管工事業協同組合（以下、管工事業組合）は昭和６０年に設立され、熊谷市内に

おける、給排水･給湯設備工事、配水管布設工事、衛生設備工事、冷暖房設備工事、空気調

和設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、消火設備工事、ガス管配管工事の施工を担

当する指定業者によって組織された管工事業の協同組合である。

平成１１年度、管工事業組合は、クリーンキャンペーンの一環として、年に１回の元荒

川上流におけるボランティア清掃を開始してから、元荒川上流における清掃活動に積極的

に取り組んでいる。近年では、組合の青年部を中心として機動力のあるメンバーによる水

草刈りや水辺環境の美化が行われている。

夏季において、元荒川上流部は、ミクリやキショウブ等が繁茂し、水路を塞ぐ箇所や、

日光を遮断し水面に日陰をもたらす箇所が見られるが、そのような状況に対して、管工事

業組合が行う水草刈りは大変効果的である。

毎年、熊谷市における独特の猛暑は、今年度においても水草や周辺の雑草を始めとした

水辺植生の生育を助長させており、特に７月２３日における作業前の繁茂状況は甚だしい

ものがあった。午前９時から約２時間半の間、３０名の参加によって、文化財指定区間の

最上流部から４００メートルの区間における水草刈りや整備作業を行われた。刈り払い機

を用いての作業は徹底的な様相を呈している。ムサシトミヨの生息にとって必要である量

の水草を残す他は刈り取り、水路上の環境保全のためにも、景観的にも、適当な状態をも

たらしたといえる。

平成の名水百選に「元荒川ムサシトミヨ生息地」が選定されてからの後、夏休みを前に

して、元荒川への来場者が増えることが見込める中、元荒川を臨む遊歩道の雑草を除去す

るためにも有意義な作業であった。

また、秋季を前にした９月２４日における作業においても、１６名の参加があり、ムサ

シトミヨの生息に適当な水辺環境を醸成できたといえる。なお、秋にかけての元荒川周辺

の景観美を求めて訪れる方達にとっても水辺を歩きやすい環境を提供するためにも、今年

度と同様に、この時期の徹底した整備は必要であると思われる。
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ムサシトミヨをまもる会による元荒川文化財指定区間（４００ｍ）の清掃及び除草

７月８日（草刈りの様子） １２月３日（水辺整備）

元荒川上流部におけるムサシトミヨの保護団体である「ムサシトミヨをまもる会」によ

る、草刈り・清掃は、会が設立された昭和６２年から定期的に行われてきた。会員が率先

して元荒川文化財指定区間（４００ｍ）における草刈りや清掃、周辺の整備を行い、カマ

や手作業を主として、それぞれの植生に配慮しながらの作業を行っている。

今年度においては、７月８日、９月１１日、１０月８日、１１月１７日、１２月３日の

計５日の午前９時から１２時まで実施した。この実施に際して、ムサシトミヨ保全推進協

議会の事務局と日程調整を行い、ムサシトミヨをまもる会会長を始め、多くの会員が参加

した。参加人数については以下表の通りである。

ムサシトミヨをまもる会：作業への参加人数

近年、ムサシトミヨをまもる会による清掃活動についての地域住民への認知度が高まり、

まもる会の活動への興味関心が寄せられるようになっている。

この草刈り・清掃においては、長年、元荒川での作業を行ってきた経験が生かされると

共に、会員による木目細かな作業に定評がある。特に、元荒川文化財指定区間（４００ｍ）

においてはムサシトミヨの生息数が多く確認されており、日常的な水辺整備の一環として

行われているこの作業を行う上で適当な姿勢であると思われる。

また、ムサシトミヨ保全推進協議会所有の刈り払い機やレーキを貸与し、順調な作業運

びが可能なようにサポートを行った。会員の中で、胴長着用での草刈り、刈り草の集積や

ゴミ袋への回収等の役割分担を的確に行い、効率的な作業を心掛けていた。夏季における

猛暑や、冬季における比較的気温の低い状況下においても、着実な段取りによって４００

メートルの区間における作業を無事に終えることができた。

なお、本年度の作業工程において特筆すべきことは、清掃と草刈りと共に、かん木が覆

い茂ることにより水草の生育に支障をきたしていた箇所の整備を行ったことである。想定

以上に木々や篠が繁茂していたために小さい箇所に限られたが、業者委託によるかん木伐

採に向けた有意義な試行になったといえる。

日程 7/8 9/11 10/8 11/17 12/3

参加人数 22人 17人 15人 18人 22人
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元荒川上流域里川づくり推進会議による里川美化活動（保全推進協議会共催）

久下下区自治会による水辺清掃 佐谷田南区による草刈り

熊久自治会によるゴミ清掃 佐谷田西区自治会による草刈り

１１月９日、元荒川上流域里川づくり推進会議とムサシトミヨ保全推進協議会の共催に

よる里川美化活動が行われ、地元自治会からの多くの参加者を得た。平成の名水百選に元

荒川ムサシトミヨ生息地が選定されたことから、地域住民の関心が高まり、率先して元荒

川周辺の里川美化活動に参加してもらうことができた。総勢約５００名の参加者があり、

想像以上の反響を得たイベントとなった。各自治会別の参加者数は以下の通りである。

各自治会の参加者数

自治会名 人数

熊久自治会 １６

佐谷田南区自治会 ５１

久下上区自治会 １５９

久下下区自治会 １３０

佐谷田西区自治会 ９６

計 ４５２
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更に、自治会員の他、行政職員や地元小学生や中学生等の参加も見られ、数多くの方達

からの協力が得られたことで、元荒川の環境保全の関わる人的ネットワークの重要性を再

認識する機会となった。

各自治会はそれぞれの近隣に位置する元荒川での清掃や草刈りを担当し、範囲は上流の

文化財指定区間から下流の久下小学校近辺に至るまで及んだ。元荒川上流から自治会別に

挙げると、佐谷田西区、熊久区、佐谷田西区、久下上区、久下下区へと下流に至り（以下

の位置図参照）、それぞれの集会所や公民館等に集合し、元荒川周辺の整備を行った。これ

ほどの範囲の一斉美化活動は例が無く、極めて有効な活動であったと評価できる。その結

果、普段の作業では行き届かない指定河川部以外の元荒川上流部における環境整備が可能

となり、ゴミや過剰に繁茂した雑草等を除去することできた。

よって、ムサシトミヨの生息にとって日常的な美化活動が必要であることを相互理解す

るに至った。また、自治会や地域住民と元荒川との関わり方を見つめ直し、環境保全への

意識を更に高める上でも大きな成果があったといえる。

元荒川上流における自治会区の位置図
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なお、「元荒川上流域里川づくり推進会議」は、埼玉県北部環境管理事務所に事務局を置

き、熊谷市の久下熊久及び佐谷田西区、佐谷田南区・久下上区・久下下区の自治会に加え

て、熊谷市の環境部、埼玉県水環境課、環境科学国際センター、県土整備事務所等を委員

として、平成１９年度から元荒川上流部における里川再生事業を実施してきたグループで

ある。具体的には、水質検査、一斉清掃、生活排水を減らす一斉取組、廃食用油の回収、

炭素繊維水質浄化施設の維持管理等を行い、地元住民とのエンパワーメントを垣間見るこ

とができる。特に、元荒川ムサシトミヨ生息地の近隣における、廃食用油を再生するため

の回収事業については、自治会との協働が進み、地域での理解・浸透が着実に進みつつあ

り、生活雑排水の対策としても有効に機能し始めている。

今回の里川美化活動に、元荒川上流域里川づくり推進会議とムサシトミヨ保全推進協議

会が共催した経緯としては、双方とも元荒川上流部の環境保全に積極的に取り組む強い意

志を有しており、里川再生の目的とムサシトミヨ保護の目的とが合致した事業の運営に新

たな展開の可能性を見出したことにある。元荒川上流域里川づくり推進会議は平成２０年

度をもって終了する事業ではあるが、その事業内容については、ムサシトミヨ保全推進協

議会の今後の活動についての一つの試金石になっているとも考えられ、推進会議の事務局

を担当した埼玉県北部環境管理事務所との情報交流や協力が今後においても必要であると

いえる。

元荒川上流域里川づくり推進会議は埼玉県が平成１９年度の計画実施した「よみがえれ！

豊かな川づくり事業」（以下イメージ図）に端を発し、平成２０年度における「里川づくり

県民推進事業」に移行されるかたちで、多岐にわたる事業が行われている。

＊ 埼玉県環境部水環境課ホームページ「里川づくり県民推進事業」から引用
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業者委託による水草刈り払い及びカン木伐採業務

水草除去 カン木等伐採

位置図
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平面図（カン木等伐採）

平面図（水草等除去）
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平成２１年３月１３日～３月２７日の期間にて業者委託（大和建設株式会社）による水

草刈り払い及びカン木伐採業務は、前掲の位置図及び平面図に示される箇所にて実施され

た。工程としては、先ず、県管理の一級河川元荒川における水草除去業務を行い、その刈

り草の集積回収が終了した後に、文化財指定区間におけるカン木等除去業務に進んだ。前

者は、３月１３日から２４日までの休日と雨天日を除いた日程にて、後者は、２５日から

２７日までの日程にて実施された。

水草除去業務

県管理の一級河川元荒川における水草の繁茂状態は甚だしく、かつてからの懸案事項に

なっていた。特に夏季におけるその状況は元荒川への見学者にとって歩行を困難にさせる

程のものであり、作業を行った冬季においては幾分か抑制されていたものの、一見して、

河川の状態は不適当であった。

よって、本事業にける水草除去の作業は、日常的な除草作業を行う必要性を踏まえつつ、

その前段階として徹底的な水草刈り作業としての位置付けが強いものであった。そのため

には、年間を通した水草の繁茂状態を把握する必要があり、また水草の生育とムサシトミ

ヨの生息との関連性をも考慮する必要があった。そのため、この事業を開始する前にて、

埼玉県環境科学国際センター自然環境担当の金澤担当部長を始め、県自然環境課の藤澤主

幹、河川管理者である県土整備事務所河川砂防部の辺見部長を含めた事前調査、協議を行

った上で、作業方法及び工程、位置の確定がなされた。

その協議において顕著たる内容となったことは、夏季における過剰な繁茂状態をいかに

して緩和するかという問いであった。すなわち、ヨシやミクリ等の水草の根やクレソンを

始めとした水中植生の存在は、ムサシトミヨの生息及び生殖行動にとって必要不可欠であ

るものの、過剰な繁茂は水流を留まらせる他、日光を遮断し、コカナダモやフサモといっ

た川床における水草や藻にとって芳しくない状況をもたらすため、適度な刈り取り作業が

必要であるという意見に集約されたのである。また、夏季における繁茂状態に対して、過

去の草刈り作業に鑑みて、根底部の除去を施さなかったことがその理由として挙げられた。

この観点を踏まえて、根底部の刈り取りを含めた以下のような施工の模式図（以下図）

を提示し、業者との協議を行った上で実施するに至った。

施工の模式図

↓
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なお、水草の種類についても前掲の平面図（水草等除去）のように提示し、ムサシトミ

ヨ保全推進協議会事務局の監督に基づいて、ムサシトミヨの生息に主眼を置いた良好な河

川環境の醸成のために、日々の作業が実施された。作業員は２名を要した。

作業を実施する位置は埼玉県が管理する河川であることから、業者と作業工程を調整し

た後、埼玉県熊谷県土整備事務所管理担当へ河川の一時使用届けを提出した。

カン木等の伐採

水草刈りに併せて、カン木等の伐採を実施した。これについては、ムサシトミヨをまも

る会による清掃及び除草作業の際にも手掛けたが、軽微な作業に留まらないことが判明し、

本事業における生息環境整備事業の一つとして業者に委託し本格的に取り組むことになっ

た。

前掲の平面図（カン木等伐採）に示すとおり、文化財指定区間（４００メートル）にお

ける中間付近に所在するカン木並びに雑木は、１０年程の間、伐採や剪定されることなく、

そのままの状態に置かれていたために、相当量の繁茂を目にすることになった。葦や篠が

入り組み、本来は低木であった種々の植生も約４メートルから３メートルの高さにまで成

長していた。

これらの状況を見る箇所は、北側をムサシトミヨ生息域の水路が流れ、南側はその水源

の一つでもある養鱒場の池が存在している、幅が約２メートルから１．５メートルの狭間

においてであった。作業の流れは東から西へと辿る方法を採用した。当初は手刈りでの前

進を想定していたが、現地入りし作業を行う内に、植生の入り組み具合が複雑である点、

かつて養鱒場の防犯のために張られた鉄線が木々に絡みついている点、この二点の制約が

見受けられたため、作業の効率性と安全上の観点を重視し、電動ノコギリや刈り払い機を

用いての作業方法にて実施することになった。

文化財指定区間（４００メートル）における作業という観点から、埼玉県文化財保護条

例に基づいて県生涯学習文化財課指定文化財担当へ現状変更届を提出するか否かについて、

当担当者と協議した結果、水中での作業は想定されていないことから、届出の必要性は生

じなかった。但し、ムサシトミヨの生息に影響を及ぼさないように、機材使用に際しては

細心の注意を払うよう作業員に助言した。作業員は３名を要した。

機材を使用したカン木等伐採作業の様子
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施工前後の比較

水草刈り

施工前 施工後

現地確認を行ったところ、想像以上に土砂が堆積している箇所があることが判明し、安

全上の確保という点から、現場での協議を行い、前掲の施工の模式図の水路両脇の水草を

残存させる方法ではなく、道路（元荒川通り）に隣接する脇の部分は刈り取る方法を採用

した部分もあった。その結果、施工後（上右写真）のように道路側に開いた景観を形成す

ることになった。このことについては、元荒川への見学者にとって水面を見学する上でも

好都合でもあった。

水草刈りについては全体を通して、ムサシトミヨの生息にとって適当な水辺環境を整備

できたと考えられる。つまり、根底部を除去したことにより、夏季における急速な生育を

相当程度抑制できる可能性があり、日光の透過を通して水中のコカナダモ等の生育を助長

させ、ムサシトミヨの生息にとって好条件の環境が提供できることが想像できる。なお、

この施工を先駆けとして、今後における清掃や草刈り等の日常的な管理が待たれるため、

地元熊久自治会にその旨の連絡と啓発を行った。

カン木等の伐採

施工前 施工後

景観的及びムサシトミヨの生息環境において必要と思われる植生を残した他は、多くの

カン木を伐採した。これにより、日陰であったムサシトミヨの生息水路への日光の照射が

可能となり、水生植物にとって好条件の環境が形成されたと思われる。また、施工前はカ

ン木の過剰生育により見通しが悪く、日常的な清掃作業にも難を要していたが、そのこと

は解消できたと考えられる。そして、良好な景観が形成された点は有意義であった。
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業者委託による土砂の浚渫（しゅんせつ）業務

位置図（しゅんせつ業務）

施工箇所拡大図（しゅんせつ業務）
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平成２１年３月３０日、上掲の位置図にて土砂のしゅんせつが行われた。一級河川元荒

川の始点部は、文化財指定区間より北側に位置している（上図、施工箇所拡大図参照）。よ

って、ムサシトミヨ保護センターからの４００メートルを「南側水路」と呼称されるのに

対し、その始点部から「南側水路」との合流までの水路を「北側水路」と呼称される。

「南側水路」はムサシトミヨ保護センター及び養鱒場の清涼な水源が流れているため、元

荒川ムサシトミヨ生息地の中では最も良好な環境を形成している。これは、４００メート

ルの中に周辺住宅等からの生活雑排水の流入が全く無いことも関係している。

対して、「北側水路」は、生活雑排水がそのまま流入し、土砂やヘドロが多く堆積してい

る。また、南側水路への生活雑排水の流入を止めていることもあり、南側水路より南に位

置する一部の家屋の排水が、ムサシトミヨ保護センター裏手の小橋梁内の側溝を経由し、

北側水路へと流入している状況が見受けられる。

このような条件のため、北側水路における汚水をいかにして浄化することがかつてから

の懸案事項になっていた。また、現時点におけるムサシトミヨの生息にとって大変厳しい

状況であると言わざるを得ない。それ故に、北側水路の水質浄化が見込めれば、北側水路

におけるムサシトミヨの生息及び、南側水路との合流以降におけるムサシトミヨの生息に

も良い影響をもたらすことが考えられてきた。

現在、この問題への解決に向けて、埼玉県環境科学国際センターは北側水路の最上流部

（本件でのしゅんせつ箇所に隣接するＵ字溝）にて木炭を利用した簡易の浄化施設を設置

している。また、埼玉県環境部水環境課並びに北部環境管理事務所が主導して、一級河川

元荒川の始点部から南側水路との合流点までの間にて炭素繊維を利用した浄化効果の実験

を行っている。

本件におけるしゅんせつの意義はこのような試みと共にムサシトミヨ保全推進協議会と

して水質浄化に向けていかなるアプローチが可能かという問いから見出されたものであっ

た。現在、北側水路に堆積している土砂及びヘドロは莫大な量に達しており、これに対す

る抜本的な対応は現時点では難しいものの、本事業はこの問題の克服に向けた先駆け事業

としての意義を有している。しゅんせつ箇所は小範囲に留まるものの、土砂のしゅんせつ

によって空白となった部分に環境科学国際センターが考案中の水質浄化曝気（ばっき）装

置を設置することが想定されており、北側水路の浄化を徹底的に展開する上で、重要な箇

所のしゅんせつであったといえる。

しゅんせつを行う箇所については、事前の測定の結果、次頁のＡ図のような断面構造で

あることが判明した。この水路断面を踏まえた上で、次頁Ａ図からＢ図への施工について

事前協議を行った。その際、汚泥が地盤と区別できないほどに固形化していることが分か

り、このことを作業中における留意事項として配慮してもらうよう伝達した。復、逆に過

剰に深くしゅんせつすることでコンクリート護岸の外枠が傾く可能性があることも併せて

伝達した。業者（後藤衛生コンサルタント）による作業は、バキューム車によって行われ、

堆積した汚泥のしゅんせつが終了するまでに約６時間の時間を要した。

なお、次頁Ｂ図のように、しゅんせつを行ったコンクリートの護岸の箇所が、しゅんせ

つを行わなかった下流部より低い状況が生じて逆流等の事態が想定されたために、その空

白箇所に水質浄化装置の設置を行う環境科学国際センター水環境担当の高橋部長に立会い

を依頼した。作業の終了後、想定通りに下流からの少量の逆流と、上流から流入する生活

雑排水の滞留が見られた。この状況について、環境科学国際センター水環境担当で対応す

ることが適当であるとの現場での判断がなされた。よって、このことへの対応と、装置の

設置に向けての手配を並行して行うことになった。
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Ａ図 しゅんせつ水路断面図（施工前）

Ｂ図 しゅんせつ水路断面図（施工後）

施工前 施工後

コンクリート

地盤

流面

2.2ｍ

コンクリート

しゅんせつ汚泥

地盤

0.6ｍ

1.4ｍ
流面

2.2ｍ



21

普及啓発事業

ムサシトミヨ観察学習会

保護センター学習室での講師による説明 ムサシトミヨを写生する

野外水槽にて汲み上げ水に触れる 元荒川にて魚やザリガニを捕獲する

平成２０年７月２６日（土）、２７日（日）、午前１０時００分から午後１２時００分ま

での日時にて、ムサシトミヨ保護センター及び元荒川ムサシトミヨ生息地における「ムサ

シトミヨ観察学習会」が開催された。２日間で合計３５名が参加した。

ムサシトミヨについて、詳しく知るために講師である埼玉県環境科学国際センター自然

環境担当の金澤氏からの説明があり、手元の水槽でのムサシトミヨの観察を行い、画用紙

に絵を描いた。ムサシトミヨをまもる会による学習補助があり、参加者の関心に応え得る

学習の場を提供できたように思われる。熊谷市内からの参加者が多かったが、ムサシトミ

ヨという名前を知りつつも、実際に目にする機会が無かった方達も多く、啓発するために

重要な観察学習会になった。

更に、ムサシトミヨが生息する水源の水を知るため、実際に手で触れ、水を飲んでみる

等の体験を行った。ムサシトミヨ生息河川（文化財指定区域）の水の体感と川の水生動植

物を観察するため、特別許可を得て川に入り水生動物を捕獲・観察し、その後、ムサシト

ミヨ等の水生生物は再び川に放流した。この様子は、熊谷市報９月号で紹介された。
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希少生物及びビオトープ見学会

広大なビオトープを眺める 群馬県水産学習館にて魚に触れる

クロメダカを探す様子 オニバスの池を眺める

平成２０年８月１日（金）、午前９時００分から午後４時００分の日時にてバスを利用

した希少生物及びビオトープ見学会が開催された。２３名が参加した。

見学会は、ムサシトミヨ保護センターでの見学の後、群馬県明和町にある株式会社アド

バンテストにあるビオトープ、館林市にある群馬県水産学習館、蛇沼湿原において行われ

た。ムサシトミヨ保護センターにおいては、埼玉県環境科学国際センター自然環境担当の

金澤氏からの説明の後、水の汲み上げの状況や展示室、元荒川上流を見学した。株式会社

アドバンテスト郡馬R＆Dセンタにおいては、環境学習のために設計された広大なビオト
ープを歩いて巡り、アドバンテストの石崎氏からビオトープの構造や環境学習の場として

利用されてきた経緯についての説明を受けた。

群馬県水産学習館においては、群馬県内で生息する淡水魚を始めとした水槽展示を信澤

館長の説明と共に観察し、ウナギのつかみ取り体験等を行った。なお、ムサシトミヨと同

属のイバラトミヨの展示もあり、大変興味深い観察を行うことができた。

蛇沼湿原においては、館林クロメダカの会顧問の山田氏と館林市地球環境課の渡辺氏よ

り蛇沼の由来や生物の生息状況についての説明を受け、湿原内に生息するクロメダカやオ

ニバスの観察を行った。

見学場所へのバス内において、埼玉県自然環境課芦川主任から埼玉県の希少野生動植物

の種の保護に関しての説明、環境科学国際センター木持専門研究員から水環境の保全と水

質浄化についての説明、社会教育課からムサシトミヨに関するビデオ放映を行った。
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熊谷市ムサシトミヨ保護センター親水イベント

展示室開放 マスをつかみ取り、水源水に親しむ

ムサシトミヨ保護のための啓発講座 元荒川で捕獲したザリガニ釣り

８月２４日、第４回熊谷市ムサシトミヨ保護センター親水イベントが開催された。これ

は、ムサシトミヨの生息を支える水源に親しむイベントであり、保護センター内及び元荒

川上流を会場として毎年夏に行われている。本年度は、残念ながら小雨の中での開催とな

ったが、１７７名（イベント延べ人数３７６人）の来場者を数えた。ムサシトミヨ展示室

の開放や元荒川の水源に親しむイベントを開催し啓発を行った。

展示室を開放し埼玉県自然環境課職員による解説や元荒川エコツアーを開催し、ムサシ

トミヨを実際に観察し、水源地の水温を調べ、水草の種類等についての学習機会を提供し

た。また野外水槽では、マスのつかみ取りや水鉄砲ゲーム等を開催し、来場者が冷涼な水

と直接触れ合えるようにした。加えて、夏季にムサシトミヨ保全推進協議会事務局職員が

元荒川にて捕獲したアメリカザリガニを野外水槽に入れ、餌をつけてのザリガニ釣りイベ

ントを開催した。ムサシトミヨの天敵になっているザリガニの存在を認識してもらうため

の啓発も含まれていた。室内の学習室では、ムサシトミヨを身近に感じてもらうようなイ

ベントとして、ムサシトミヨを模した折り紙教室が行われた。また、「ロハス（Lifestyle

of Healthy and sustainability） とムサシトミヨ」をテーマにして、ヨガを行いながら

環境保全やムサシトミヨについて語り合うイベントを行った。野外ブースでは、「元荒川上

流域里川づくり推進会議」による生活雑排水対策としてのアクリルたわしの工作教室、環

境科学国際センターによる水質浄化実験と紹介が行われた。

なお、イベントの開催を通して、ムサシトミヨをまもる会を始めとした多くのボランテ

ィアによるサポートがあり、順調にイベントを運営することができた。



24

元荒川がつなぐ住民交流会

保護センター内での交流会 元荒川の見学

１０月１１日、「里川づくり県民推進事業」の関連事業として、ムサシトミヨ保全推進

協議会が参画するかたちで、元荒川がつなぐ住民交流会が行われた。熊谷市ムサシトミヨ

保護センター等において、里川事業を行っている元荒川の上流・中流・下流の皆さんが一

堂に会する住民交流会を開催した。それぞれの団体からの参加者は計３９名であった。

交流会には、ムサシトミヨをまもる会（上流）、鴻巣の環境を考える会、よみがえれ元荒

川の会（中流）、あゆみ会、出羽地区連合会（下流）の各団体が参加し、活動報告や意見交

換を行った。また、保護センター内でのムサシトミヨ水槽展示室、元荒川ムサシトミヨの

生息域、環境科学国際センターが設置しているエコテクノロジー浄化施設を見学した。今

回の交流会を機に、元荒川という河川を媒介としたコミュニティの形成の機運が高まった

といえる。当日、掲示された埼玉県が作成した以下のポスターに見るように、「近くの里川

はどこから流れてくるのか」という意識付けが、それぞれの地域で河川保全を更に盛り立

てるということを、相互に理解しあったといえる。

「川の国 埼玉」について紹介するポスター（「里川づくり県民推進事業」より）
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里川フェスタ in 熊谷

ロビーでの水槽展示の様子 元荒川中流域のブース

ステージ上での啓発イベント 元荒川上流域のブース

１０月１１日、先述の「元荒川がつなぐ住民交流会」の午後、「里川フェスタ in 熊谷」
が熊谷市立文化センター文化会館で開催された。元荒川上流域里川づくり推進会議及び熊

谷の環境を考える連絡協議会との共催による「里川フェスタ」において、ムサシトミヨ保

全推進協議会は、ムサシトミヨ水槽展示を担当し、保護活動の啓発を行った。来場者は約

４００名を数えた。

元荒川がつなぐ住民交流会におけるムサシトミヨをまもる会（上流）、鴻巣の環境を考え

る会、よみがえれ元荒川の会（中流）、あゆみ会、出羽地区連合会（下流）の各団体のブー

スが設けられ、各団体が行ってきた保全事業についての展示が行われた。上流域でのムサ

シトミヨをまもる会と元荒川上流域里川づくり推進会議のブースでは、ムサシトミヨ保全

推進協議会との協力による草刈り活動やムサシトミヨ保護の啓発活動についての紹介を行

った。埼玉県環境科学国際センターのブースでは水質浄化実験の報告や熊谷市周辺におけ

る湧水地の紹介等が行われていた。

また、平成の名水百選に元荒川ムサシトミヨ生息地が選定されたことが大きく影響し、

多くの来場者が関心を持ってムサシトミヨの水槽展示を眺めていた。

ステージイベントでは、環境科学国際センター自然環境担当の金澤氏による「ムサシト

ミヨ保護の状況」についての講演があり、ムサシトミヨの生態や、そのために水質浄化や

下水道整備といった方策の必要性についての言及があった。加えて、サイエンスショー等

の実験イベントを始めとした啓発イベントも開催された。その後、川の再生をテーマにし

た映画「ほたるの星」が上映され、ムサシトミヨ保護との関連を見出しながらの学習の機

会となった。
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県民の日ムサシトミヨ展示室公開

埼玉県民の日である１１月１４日、ムサシトミヨ保護センターのムサシトミヨ展示室一

般開放を行い、約９０名が来場した。ムサシトミヨをまもる会会員による水槽前での解説

や、元荒川ムサシトミヨ生息地を巡る小ツアーも行われた。

展示室前には、ムサシトミヨに関連するビデオを放映するために、パブリックビューイ

ングのブースを設けた。そこでは、かつてムサシトミヨ保全推進協議会で作成されたムサ

シトミヨの生態を紹介す映像や県が作成した野生生物についての映像を放映した。

また、元荒川上流域里川づくり推進会議のブースを設け、アクリルたわしの紹介等を行

い、元荒川ムサシトミヨ生息地での水質対策の必要性について喚起した。

元荒川ムサシトミヨ生息地における環境学習

元荒川上流の見学 水質浄化設備の見学 廃油回収についての説明

１２月１６日、地元の久下小学校３年生の児童を対象にした環境学習会を元荒川上流に

おいて開催した。環境科学国際センターの水質浄化施設や、ムサシトミヨ生息地の見学と

共に、各家庭の廃油回収等の生活雑排水対策による里川再生に関しての学習を行った。

ムサシトミヨ生息地においては、ムサシトミヨにとってどのような生息環境が必要か、

どのような水草に巣をつくるのかということを中心に説明を行った。児童達は学校でムサ

シトミヨを増殖させているため、知識の再確認になった部分もあると思われるが、実際に

元荒川の水に触れてみることで、ムサシトミヨへの関心が更に高まったようである。

なお、この環境学習の様子は、環境省広報誌「エコジン」の平成２１年３月号において

紹介され、ムサシトミヨ保護事業を全国的に周知させる重要な機会になった。
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ムサシトミヨ水槽展示（巡回展）

熊谷市役所１階南ホールでの展示 パネル展示

江南行政センターでの展示 NHKによる取材撮影の様子

ムサシトミヨ水槽展示は毎年の恒例イベントとして開催している。例年、秋頃に開催し

てきたが、今年度については日程を変更し、２月における開催を計画した。約１か月の間

にて、以下の通りに２箇所で開催した。

２月３日～１３日の期間、ムサシトミヨ水槽展示を熊谷市役所１階ホール南で開催し、

ムサシトミヨ保護事業について説明したパネルの展示も併せて行った。

２月１７日～２７日の期間には、同様のムサシトミヨ水槽展示を熊谷市江南行政センタ

ー１階ロビーで開催した。同じく、パネルの展示も併せて行い、来場者への啓発を行った。

加えて、ムサシトミヨの生態や、平成の名水百選に選定された元荒川ムサシトミヨ生息地

に関しての資料を作成し、現地にて配布した。

市内に生息するムサシトミヨの名称は知られつつあるものの、実際に目にしたことが少

ない市民の方達にとって、貴重な機会であったと思われる。またムサシトミヨ保全推進協

議会及びムサシトミヨ保護事業についての啓発を行う上で、大変有意義なイベントであっ

たといえる。

この江南行政センターでの展示については、ＮＨＫの取材を受け、全国向けのラジオ及

び首都圏へのテレビ放映においてムサシトミヨ水槽展示の紹介が行われ、更に毎日新聞等

での紹介もあり、多くの反響を得た。
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ムサシトミヨ下敷き配付

表

裏

ムサシトミヨの生態や保護活動の啓発を目的として、熊谷市内の公立小学校１年生全員

（約１８３０人）にムサシトミヨ下敷きを配付した（１，９００枚印刷）。例年、夏休み前

に配付していたが、今年度は水槽展示の巡回展を前にした１２月末に行った。内容につい

ては、元荒川ムサシトミヨ生息地が平成の名水百選に選定されたことを追加した。

ムサシトミヨの特徴とは何か。ムサシトミヨのライフサイクルはどのようなものか。こ

のような点を分かりやすい説明と挿絵によって紹介した。

なお、各学校における担任教諭に対して、児童へのレクチャー用の資料を併せて送付し、

下敷きの配付と同時にムサシトミヨや元荒川についての簡単な説明を行うように依頼した。

この配付の後、児童本人からムサシトミヨについての問合せや、ムサシトミヨ保護セン

ター見学希望の連絡が数件あるなど、啓発の効果が見受けられた。
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ムサシトミヨリーフレット印刷

パンフレット表紙

熊谷市にのみ生息する貴重な魚ムサシトミヨ、その生息場所である元荒川の自然、そし

て、これらを取り巻く環境などについて紹介したリーフレット「みんなで守ろう 県の魚ム

サシトミヨ－世界で熊谷市だけに生きのこった奇跡の魚－」を３，０００部再版し、関係

機関や市内小中学校等に配布することにより、ムサシトミヨの保護や自然保護思想の普及

啓発を行った。

一昨年に作製し、昨年度にて改定した内容をデータの基礎として、新たな情報を加えた

上で印刷した。元荒川ムサシトミヨ生息地が平成の名水百選に選定されたことについて、

各小中学校における越夏調査に関する今年度の結果、下水道整備地域地図の改定版（下図：

環境科学国際センター水環境担当・木持氏作成）を追加した。この図は、元荒川上流部の

排水の経路や下水道整備の状況を詳細に示しており、ムサシトミヨ生息地と生活排水との

関係を知るために、有意義である。
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