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１ 計画策定の趣旨

⑴ 計画の目的 

本市のかけがえのない自然環境の保全及び創出を目的として制定した岡

崎市自然環境保全条例により、北山湿地を動植物を含む自然環境の優れた区

域として、その保護を図る自然環境保護区の第１号に指定した（平成 21 年

２月）。また、この指定に伴い、保護区における行為の制限及び保全施設の

整備を内容とする北山湿地自然環境保護区保全計画を策定した。

近年、湿地を守るためには、生物多様性を維持した保全を行うことが重要

視されている。特に、北山湿地等の里山を含む湧水湿地では、自然に対する

人間のはたらきかけの減少や湿地そのものの経年変化による湿地消滅を防

ぐために、その保全に必要な具体的な取り組みを保全計画に反映させること

が重要である。

このため、現在の北山湿地自然環境保護区保全計画を見直し、「北山湿地

自然環境保護区保全管理計画」（以下、「本計画」という。）として、保全に

関する基本方針、具体的な保全方法、湿地ごとの個別保全計画を策定するも

のである。

⑵ 本計画の位置付け 

本計画は、岡崎市自然環境保全条例第８条に定める保全計画とする。

⑶ 本計画の必要性 

現代は人類が自然との共存を模索していく時代である。そのための生物

多様性の保全は、その生物が暮らす生育環境の保全である。それらを効果的

に保全するためには、生物種の個体群の保全、そのために自生地の生育場所

と環境の保全が重要な条件となる。それらを保全するためには、以下の 2つ

の調査・研究が必要である。第一に、種・個体群の実体の解明の研究である。

第二に、それらの生育場所の保全管理のための研究である。特に継続的なモ

ニタリング調査が長期的な事業として実施される必要がある。そしてそれに

基づき新しい計画を策定して実施するというサイクルが繰り返される必要

がある。特に第一の研究のためには、生物種の集団内における分布パターン

を明らかにし、その集団内における遺伝的多様性のパターンを明らかにする

ことが重要である。たとえば、東海地域に固有のシデコブシを例に集団内の

遺伝的構造を明らかにし、集団間の遺伝的関係から開発や保全方法の環境影

響評価を示した研究や（渡邊 2001）、遺伝子多様性を植物の保全に活用した

研究（鈴木 2002）がある。さらに、他の集団との遺伝的多様性の比較によ

って、個体群や種の存続可能性の推定も行うことが可能になる（Frankham et

al., 2002）。また、環境悪化等によって他の場所への移植等も検討されるこ

とがあるが、それによって移植先の地域の遺伝的な構造が破壊されることが

予想される（渡邊ほか 1996）（沖津・倉本 1999）。一方、それまでほとんど
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生育していなかった植物が攪乱等により当然出現することもある。それは土

壌中のシードバンクである、埋土種子によるものである。埋土種子をつくる

植物は、温度・光などの環境刺激によって休眠が解除され発芽する。したが

って、他の地域からの持ち込み等でないため、地域遺伝子による遺伝的攪乱

にはならない。さらに、過去に絶滅した植物種を復元できる可能性もある。

埋土種子による方法によって、豊明市のナガバノイシモチソウは現在復元さ

れている。個体数も数万個体以上が毎年見られ、遺伝的多様性も増加した（渡

邊 2014）。

日本人にとって身近な自然である、人里近くにあり、人間によって管理・

維持されてきた森林や水田などの地域である里山は、さまざまな生態系が入

り組んで存在するため、多様な生物を見ることができる。そのような中で生

育する生物は、多数の種が相互に何らかの作用を及ぼしあいながら共存して

いる。それを可能にするメカニズムは、気温や雨量、地形や土壌などの環境

要因が異なることと、それらが時間的に変動することである。里山は、自然

に対して人間が炭や薪などの燃料を調達するための樹木の間引きや、下層植

生の刈り取りなどの管理が行われなくなったことによって、落葉樹林の林床

で木々の芽吹きの前に花を咲かせる春植物も減少している。また、山間部の

水田耕作の放棄によりそこに住む生物にも影響がでている。さまざまな現状

がある中、自然の治癒力とそのもろさを明らかにしたうえで、生物多様性の

維持を考える必要がある（鷲谷・矢原 1996）。

このような現状を踏まえて、貴重な自然の保全には常に適切な管理計画が

必要である。

【引用文献】

Frankham, R., J. D. Ballow & D. A. Briscoe. 2002. Introduction to Conservation Genetics. Cambridge Univ. Press. Cambridge

沖津慶一・倉本亘, 1999. 伊豆大島愛宕山へのスダジイ移植の検討のための遺伝的変異の解析. ランドスケープ研究 62(5) 533-538

鈴木 武, 2002. 現場最前線での植物保全と遺伝的多様性 . 種生物学会（編）保全と復元の生物学 P159-190. 文一総合出版.

鷲谷いづみ・矢原徹一, 1996. 保全生態学入門：遺伝子から景観まで. 文一総合出版.

渡邊幹男・芹沢俊介・菅沼孝之, 1996. 大台ヶ原に他地域のトウヒを持ち込んでもよいのか？.植生学会誌 13(2) 107-110.

渡邊幹男, 2001. 植生の復元・創出と遺伝的多様性を用いた環境影響評価 植生情報 5：41-44.

渡邊幹男, 2014. ナガバノイシモチソウ —日本固有の新種からわかる生物多様性— 愛知教育大学わかばの会.
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⑷ 北山湿地の重要性 

本湿地は、本市の中南部の丘陵地に位置し、谷底面に形成された湧水湿

地群とこれらを涵養する樹林によって多様な環境が形成され、特徴的な動植

物相を有している。

湧水湿地を涵養する湧水は一般に貧栄養で弱酸性であるため、ミミカキグ

サ類、ハッチョウトンボ、ヒメタイコウチなど、このような環境に適した特

徴的な動植物が生息生育している。特に本湿地をはじめとする東海地方の湧

水湿地には、ヘビノボラズ、トウカイコモウセンゴケ、クロミノニシゴリな

ど、東海丘陵要素植物群と呼ばれる熱帯系や周極要素等の遺存種やこの地域

に分布が限られた固有種等が生育しており、植物地理学上注目される（愛知

県環境部自然環境課ほか 2007）。

本湿地には、その他にも学術的な観点から特筆すべき点が多い。本湿地に

は、ムラサキミミカキグサの生育個体数が多く、特に A-１、C湿地には小群

落が形成されている（岡崎市 2009）。本種は、県内では壱町田湿地や葦毛湿

原、他県では高鍋湿原（宮崎県）などに見られるが、本湿地の個体数はこれ

らの湿地より多く、全国的にも有数の多産地と考えられる。また、従来１種

とされているムラサキミミカキグサには、花の形態及び葉の大きなものと小

さなものの２タイプが同所的に存在している可能性があり、現在、本湿地に

おいて遺伝子調査が進められている（渡邊ほか 2013）。さらにミズギクには

形態及び遺伝的に異なる２タイプが存在する可能性があることが近年の研

究で明らかになった（渡邊 未発表）。このように、本湿地には新種が眠って

いる可能性があり、この点からも貴重な場所のひとつである。そのほか、生

態的特性に不明な部分が多い腐生植物のヒナノシャクジョウについても本

湿地周辺の樹林は県内でも有数の多産地である。また、最近新種として記載

されたコミゾソバは本湿地が基準産地となっている（花井・芹沢 2008）。

また、湧水湿地は丘陵地の縁辺に多いことから、宅地造成等の開発行為に

よってその多くが集水域となる周辺樹林とともに消失あるいは縮小されて

きている。このため、湧水湿地に固有の種には、絶滅のおそれのある種（国、

県、市のレッドリスト掲載種）が多く含まれている。本市でもかつては丘陵

地に多くの湿地が点在していたが、開発や遷移等によってその多くが消失し

（新編岡崎市史編さん委員会 1985）、現在、比較的規模の大きなものは本湿

地と小呂湿地の２箇所のみとなっている。特に本湿地及びその周辺には、絶

滅のおそれのある種が 80 種以上確認されており（表２-６及び２-７参照）、

地域の生態系ネットワーク形成における拠点（コアエリア）として、生物多

様性保全の観点からも極めて重要であるといえる（愛知県環境部自然環境課

2013）。
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このような本湿地の有する学術的価値及び生物多様性保全上の重要性を

将来にわたって確実に引き継いでいくためにも、適切な保全管理が重要であ

る。

≪参 考≫ 県内の湿地・湿原の状況

愛知県の湿地・湿原は、その成立要因などから、湧水湿地、泥炭湿原及び

沼沢湿原に大別される（浅い湖沼、沼沢地、水田、浅海域、干潟等を除く、

表１-１参照）。また、愛知県の調査によると、これらの湿地・湿原は県内で

66 箇所が把握されており、湧水湿地の大半は標高 100m 以下の丘陵地の縁辺

に多く、泥炭湿原は標高 500m 以上の三河高原周辺にやや偏在している（愛

知県環境部自然環境課 2007）。

表１-１ 愛知県における湿地・湿原の種類

種 類 概 要

湧水湿地 斜面が崩壊した場所や崩壊土砂が堆積した谷底面等を湧水が涵養する

ことにより成立している湿地・湿原。

水を浸透させにくい粘土質の層と水を浸透させやすい砂礫質の層が積

み重なった場所で、水を浸透しにくい粘土層の上に形成された地下水脈が

地表に湧出して土砂崩れを起こし、地表が剥がれた場所を湧水が涵養する

ことにより形成される。

形成場所や湧水の湧出様式により尾根部や斜面に形成される発散型湿地

と谷底面に形成される集束型湿地の二つのタイプに分けられる。

【例：北山湿地（岡崎市）、小呂湿地（同市）、葦毛湿原（豊橋市）、壱町

田湿地（武豊町）、八竜湿地（名古屋市）】

泥炭湿原 寒冷な気候条件下で湖沼等の底に堆積した植物遺体の分解が十分に進

まずに堆積した泥炭を伴う湿地・湿原。氷河期に南に広く分布し、氷河期

の終焉とともに北上する過程で遺存した北方系の植物が多いのが特徴。

泥炭の蓄積が進み湿原を涵養する水位が低下する過程により低層湿原、

中層湿原（中間湿原）、高層湿原に区分される。

【例：長の山湿原（新城市）、大野原湿原（同市）、田乃士里湿原（豊田市）】

沼沢湿原 池や沼に土壌が堆積し、次第に乾燥に強い植物が侵入することで森林へ

と変化する湿性遷移の過程において形成される湿地・湿原のうち泥炭を伴

わないもの。

【例：小堤西池（刈谷市）】
※浅い湖沼、沼沢地、水田、浅海域、干潟等を除く。

湧水湿地は、土壌の堆積に伴う地下水位の低下により、より乾燥に強い植

物が侵入することで次第に森林へと変化する、いわゆる遷移により消滅する

が、湧水湿地は一般的に規模が小さいため遷移の進行が早く数十年程度で消

滅すると言われている。かつては、斜面の崩壊や崩壊土砂の堆積による湧水

湿地の成立と消滅が頻繁に繰り返され、そこに特有の動植物は近接する多く
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の湧水湿地の間を移動することで種が維持されてきたと考えられる。しかし、

近年では開発行為等によって湧水湿地が減少する一方、土木防災技術の向上

や森林の発達などによって土砂崩れが起こることが少なく、土砂崩れが起き

た場合でも速やかに防災対策が講じられることから、新たに湧水湿地が生じ

にくい状況となっている（愛知県環境部自然環境課ほか 2007）。

このため、既存の湧水湿地を保全していくことが、以前にも増して重要に

なってきている。各地の湿地では、それぞれが抱える問題に対し、下草刈り

や周辺樹木の伐採等による遷移抑制、水源の確保、表土やミズゴケの除去に

よる湿地性植物の復元実験など、人の手による様々な保全活動が実施されて

いる（表１-２参照）。また、これらの個々の保全活動に関する作業の記録や

モニタリング調査結果は、報告書（刈谷市教育委員会 2008、高鍋町教育委

員会 2014、武豊町教育委員会 1990、豊橋市教育委員会, 2015）などの形で

取りまとめられている。

表 1-2 湿地保全活動の事例

湿地名 湿地の概要・保全上の課題等 主な保全活動の内容

葦毛湿原

（豊橋市）

・湧水湿地、ミカワバイケイソ
ウ、シラタマホシクサ、ヒメ
ヒカゲなどの特徴的な湿地性
動植物がみられる。

・県指定天然記念物「葦毛湿原」
指定（平成４年）

・昭和 40年代以降、遷移の進行
によって良好な湿地の多くが
森林化した。（1976 年から約
30 年で葦毛湿原を代表するシ
ラタマホシクサ群落は１/４
程まで減少）

・これまでに 19 種の植物が地上
絶滅しているが、植生回復作
業による復活が期待される。

・外来種等への対策が引き続き

必要

・豊橋湿原保護の会（市民団体）等
により継続的な保全活動が実施さ
れる。

・1976 年の第１次調査以降、専門家
による継続的な調査を実施

・植生回復作業として、1988 年に遷
移の進んだ植生を人為的に除去す
る。小規模な回復実験を始め、規
模を広げ継続して実施、この成果
をもとに 2013 年より大規模植生
回復作業を実施

・作業の主な内容は伐採、除草によ
る日照確保と、表土やミズゴケの
除去等による表面流水の回復

・地上絶滅としたヒメミミカキグサ、
コバノトンボソウなどが復活、埋
土種子からの発芽によるものと考
えられる。

壱町田湿地

（武豊町）

・湧水湿地、シロバナナガバノ
イシモチソウ、ヒメミミカキ
グサ、ヒメタイコウチなどの
特徴的な湿地性動植物がみら
れる。

・県指定天然記念物「壱町田湿
地」指定（昭和 59 年）

・周辺が農地として開拓され、
湧水の減少と水質悪化が問題
となっている。（現在はポンプ
アップにより水量を維持）

・壱町田湿地を守る会（市民団体）
等により継続的な保全活動が実施
される。

・湿地植物群落の植生調査・研究・
観察（種子採取による保存増殖の
研究等）

・水源の確保及び渇水対策
・草刈り、落ち葉かき、周囲の森林

の除伐、害虫の除去
・湿地植物群落の案内・説明(公開日）
・遺伝的多様性調査や埋土種子の再

生など新たな調査研究、保全活動
に取り組む。
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小堤西池

（刈谷市）

・沼沢湿原、カキツバタをはじ
めとする水生植物がみられ
る。

・国指定天然記念物「小堤西池
のカキツバタ群落」指定（昭
和 13 年）

・天然記念物指定当初はカキツ
バタをはじめ 18種の水生植物
が確認されたが、平成 16 年に
は５種となり、外来種の増加
も著しい。

・隣接する丘陵地では竹の繁茂
が著しいため、伐採を実施

・水位の低下がみられ、湧水量
の減少が懸念される。

・小堤西池のカキツバタを守る会（市
民団体）等により継続的な保全活
動が実施される。

・池の除草作業などの保護活動
・専門家による継続的な群落調査
・市が小堤西池カキツバタ群落保存

管理計画策定委員会を立ち上げ、
小堤西池カキツバタ群落保存管理
計画（平成 20 年）を作成

・計画に基づき、遺伝的多様性調査
や埋土種子の再生など新たな調査
研究、保護施策に取り組む。

高鍋湿原

（宮崎県

高鍋町）

・防災ダム堤体建設のための土
砂採取跡地に形成された半人
工的な湿原、形成後約 40 年が
経過

・サギソウ、ミミカキグサなど
約 300 種の植物が自生、ハッ
チョウトンボなど多くのトン
ボが生息する。

・1993 年と 2013 年の植物確認種
数（自生種）は 287 から 396
種に増加し、保全方法が適切
であったと考えられるが、外
来種も増加傾向にある

・高鍋湿地保存会（市民団体）等に
より継続的な保全活動が実施され
る。

・動植物の観察や記録
・草刈りなどの保護活動
・訪問者への案内・説明
・専門家による植物調査（1993、2013

年）
・町が高鍋湿原保存検討会を立ち上

げる。

※小堤西池は沼沢湿原に分類される。

【引用文献】

愛知県環境部自然環境課, 2007. 湿地・湿原生態系保全の考え方 ～適切な保全活動の推進を目指して～.

愛知県環境部自然環境課, 2013. あいち生物多様性戦略 2020 ～愛知目標の達成に向けて～.

愛知県環境部自然環境課・(株)ニック環境システム, 2007. 平成 18 年度 湿地・湿原調査業務委託報告書.

刈谷市教育委員会, 2008. 小堤西池カキツバタ群落保存管理計画書.

岡崎市, 2009. 岡崎市自然環境保護区 北山湿地.

花井隆晃・芹沢俊介, 2008. 日本のミゾソバ類. シデコブシ 1(1) 3-26.

新編岡崎市史編さん委員会, 1985. 新編岡崎市史 自然 14.

高鍋町教育委員会, 2014. 高鍋湿原学術調査報告書 高鍋湿原の植物.

武豊町教育委員会, 1990. 愛知県指定天然記念物 壱町田湿地植物群落調査報告書.

豊橋市教育委員会, 2015. 愛知県豊橋市 葦毛湿原・ナガバノイシモチソウ自生地 大規模植生回復作業報告書Ⅰ 2013～2014 年.

渡邊幹男・竹内一義・森本苑良・芹沢俊介 , 2013. 壱町田湿地に生育する 2型のムラサキミミカキグサの実体.日本植物分類学会第 12 回熊本大会.
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２ 北山湿地の概要

⑴ 位置 

本湿地は、本市の中南部の丘陵地に位置する本市で最も大きな湿地である

（表２-１、図２-１参照）。

本湿地は大小 10 以上の湿地群から成り、それぞれ A（A-１及び A-２）、B、

C、D、E、F、G、H、I、J、K湿地と名付けられている（表２-２、図２-２参

照）。

北山湿地自然環境保護区は、これらの湿地群を涵養する集水域（尾根で囲

まれた範囲）を含む範囲として指定されている。保護区内のほとんどは市有

地であるが、中央部などには一部民有地（E、J湿地の一部と F湿地の全部）

もあり、ここは保護区の対象外となっている（図２-２参照）。

表２-１ 北山湿地自然環境保護区の概要

所 在 岡崎市池金町字上落合 16 番 5

面 積 26.595 ha

表２-２ 各湿地の面積

湿地名称 面積（m2） 備 考

A湿地※ 3,060 全て市有地

B湿地※ 730 全て市有地

C湿地※ 330 全て市有地

D湿地※ 370 全て市有地

E湿地※ 790 一部民有地を含む

F湿地※ 690 全て民有地

G湿地※ 800 全て市有地

H湿地※ 1,200 全て市有地

I湿地※ 510 全て市有地

J湿地※ 60 一部民有地を含む

K湿地※ 790 全て市有地

合 計 9,330

・ 各湿地の面積は図上求積による。なお、※を付した湿地の

面積は、民有地（保護区対象外）を含む面積を示す。
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図 2-1 北山湿地の位置
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図 2-2 北山湿地全体図
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⑵ 気候 

本市の岡崎観測所（岡崎市美合町地蔵野）における過去 10 年間の月別平

均気温、月別降水量、月別平均風速、月別最多風向及びこれらの月別平年値

（最多風向を除く）を表 2-3 に示す。

年平均気温（平年値）は 15.2℃であり、月別平均気温（平年値）の最高

値は８月の 27.0℃、最低値は１月の 4.0℃となっている。また、過去 10 年

間において、年平均気温及び月別平均気温ともに大きな変化はみられない。

年降水量（平年値）は 1,452.0mm であり、月別降水量（平年値）の最大値

は９月の 214.5mm、最小値は 12 月の 45.4mm となっている。また、過去 10

年間において、年降水量及び月別降水量ともにばらつきが大きく、年によっ

てかなり変化している。本市の年降水量（平年値）は、県内の他の観測所に

おける値（名古屋：1,535.3mm、伊良湖：1,602.6mm、新城：2,021.8mm、稲

武：1,964.0mm）に比べ少なく、県内でも比較的降水量の少ない地域である

と言える（新編岡崎市史編さん委員会 1985）。

平均風速（平年値）は 1.6m/s であり、月別平均風速（平年値）の最大値

は３月の 2.1m/s、最小値は 10 月の 1.2m/s となっている。また、過去 10 年

間において、年平均風速及び月別平均風速ともに多少のばらつきはあるもの

の、大きな変化はみられない。

平成 27 年度の月別最多風向は、10～３月は北西の風が多く、４～９月は

東南東の風が多くなっている。また、過去 10 年間において、多少のばらつ

きはあるものの、大きな変化はみられない。

なお、月別平均気温（月別平年値）から、「暖かさの指数」及び「寒さの

指数」を求めた結果、本市の「暖かさの指数」は 124.0、「寒さの指数」は

－1.3 であった。

【引用文献】
新編岡崎市史編さん委員会, 1985. 新編岡崎市史 自然 14.
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表 2-3 岡崎市の気象

①月別平均気温 （単位：℃）

年＼月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年平均

平成18年 3.7 5.6 7.4 12.8 18.5 22.5 26.1 27.6 23.3 18.8 12.7 7.0 15.5

平成19年 5.6 7.2 8.8 13.3 18.3 22.4 24.9 27.9 25.2 18.1 11.7 7.1 15.9

平成20年 4.2 3.2 9.6 14.5 19.0 21.8 27.2 27.5 23.6 18.1 11.2 7.0 15.6

平成21年 4.5 7.0 8.9 14.3 19.0 22.5 26.2 26.8 23.3 17.5 12.2 7.0 15.8

平成22年 4.0 6.7 9.1 12.9 18.0 23.3 27.2 28.6 25.3 18.6 11.0 7.2 16.0

平成23年 2.3 5.9 6.7 12.6 18.4 23.1 26.8 27.6 24.4 17.7 12.8 5.7 15.3

平成24年 3.4 3.6 8.0 13.3 18.0 21.4 26.2 27.5 24.6 17.7 10.5 4.7 14.9

平成25年 3.0 4.0 9.6 13.1 18.3 22.4 27.1 28.1 24.0 19.3 10.3 5.4 15.4

平成26年 3.6 4.6 8.7 13.3 18.4 22.8 26.3 26.4 22.3 17.9 12.2 4.7 15.1

平成27年 4.4 4.9 8.8 14.7 20.0 21.5 25.8 27.2 22.4 17.2 13.5 8.4 15.7

平年値 4.0 4.7 8.3 13.8 18.3 22.0 25.9 27.0 23.6 17.4 11.5 6.2 15.2

②月別降水量 （単位：mm）

年＼月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年降水量

平成18年 38.0 121.0 106.0 163.0 203.0 197.0 245.0 21.0 182.0 98.0 90.0 115.0 1,579.0

平成19年 43.0 65.0 81.0 50.0 130.0 178.0 320.0 55.0 232.0 111.0 16.0 96.0 1,377.0

平成20年 50.0 60.0 130.5 214.5 265.0 209.5 33.0 480.0 190.0 78.0 67.0 53.0 1,830.5

平成21年 118.0 61.0 137.0 102.0 261.0 203.0 146.0 70.0 42.0 149.0 182.5 52.0 1,523.5

平成22年 12.0 163.0 222.0 156.0 118.5 168.5 206.5 53.0 134.0 210.0 55.5 64.0 1,563.0

平成23年 5.5 125.5 53.5 145.5 277.0 136.5 276.0 90.5 348.5 170.5 69.0 24.0 1,722.0

平成24年 49.0 120.0 113.0 122.5 50.0 267.5 151.5 51.5 220.5 97.5 74.0 95.0 1,412.0

平成25年 47.0 71.5 79.5 142.0 76.0 173.5 82.0 90.0 258.5 338.0 70.0 59.5 1,487.5

平成26年 40.0 124.0 156.0 89.0 125.5 60.5 149.5 162.0 159.0 185.5 81.5 67.0 1,399.5

平成27年 108.0 47.5 116.5 135.0 76.5 116.0 325.5 192.0 373.0 48.0 106.0 62.0 1,706.0

平年値 49.1 58.0 117.0 123.0 148.2 191.3 158.9 128.1 214.5 136.1 82.5 45.4 1,452.0

③月別平均風速 （単位：m/s）

年＼月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年平均

平成18年 2.3 2.1 2.4 2.5 2.1 1.6 1.6 1.8 1.5 1.3 1.4 1.5 1.8

平成19年 1.5 2.2 2.5 2.0 2.2 1.7 1.7 1.9 1.6 1.2 1.4 1.6 1.8

平成20年 1.8 2.3 2.3 2.2 2.1 1.7 1.8 1.9 1.6 1.5 1.6 1.7 1.9

平成21年 1.9 2.3 2.6 2.4 1.9 1.8 1.9 1.8 1.7 1.7 1.6 1.9 2.0

平成22年 2.0 2.0 2.3 2.5 2.3 1.9 2.0 1.9 1.8 1.5 1.6 2.1 2.0

平成23年 2.3 2.0 2.4 2.4 2.0 1.7 2.1 1.8 2.6 1.7 1.6 1.9 2.0

平成24年 1.9 2.1 2.4 2.4 2.1 1.9 2.0 1.9 1.9 1.6 1.9 2.0 2.0

平成25年 2.1 2.4 2.4 2.5 2.3 1.6 1.9 1.7 1.8 1.9 1.6 1.9 2.0

平成26年 1.9 2.4 2.5 2.0 2.3 1.9 1.8 1.9 1.7 1.8 1.5 2.0 2.0

平成27年 2.3 2.2 2.1 1.8 2.0 1.9 1.9 1.9 1.6 1.8 1.4 1.8 1.9

平年値 1.8 2.0 2.1 1.8 1.6 1.4 1.4 1.5 1.3 1.2 1.3 1.5 1.6

④月別最多風向

年＼月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

平成18年 北西 北西 北西 北西 東南東 東南東 東南東 東南東 東南東 北西 北西 北西

平成19年 北西 北西 北西 北西 東南東 東南東 東南東 東南東 東南東 北北西 北北西 北西

平成20年 北北西 北西 北西 北西 東南東 東南東 東南東 東南東 東南東 東南東 北北西 北西

平成21年 北西 北西 北西 北西 東南東 東南東 東南東 東南東 東南東 北西 北北西 北西

平成22年 北西 北西 北西 北西 東南東 東南東 東南東 東南東 東南東 北北西 北西 北西

平成23年 北西 北西 北西 北西 東南東 東南東 東南東 東南東 東南東 北西 北西 北西

平成24年 北西 北西 北西 東南東 東南東 東南東 東南東 東南東 東南東 北西 北西 北西

平成25年 北西 北西 北西 北西 東南東 東南東 東南東 東南東 東南東 北西 北西 北西

平成26年 北西 北西 北西 東南東 北西 東南東 東南東 南東 東南東 東南東 北西 北西

平成27年 北西 北西 北西 東南東 東南東 東南東 南南東 東南東 東南東 北西 北北西 北西

資料：「気象庁ホームページ」（http://www.jma.go.jp/jma/index.html） 気象観測データ（岡崎観測所：岡崎市美合町地蔵野）より

注） 平年値は1981（昭和56）年から2010（平成22）年までの30年間の観測値の平均をもとに算出
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⑶ 地形・地質 

本市の地形は、中心部から北東部にかけて標高 100～300m ほどの丘陵地が

みられ、さらに、北東部にかけて 300～600m の三河小起伏面と呼ばれる山地

が嶺を連ねている。最高峰は本宮山の標高 789.4m で、中心部から南東部に

かけては標高 435.6m の桑谷山をはじめ、扇子山などの標高 400m 以上の山が

連なり、傾斜 20 度以上のやや急な地形を形成している。地質は、中心部か

ら北東部の丘陵地や山地が花崗岩、南東部の山地が変成岩で構成され、平野

部が主に沖積層や洪積層で構成されている（岡崎市 2012）。

本湿地は本市中南部の、国道 1号線、乙川、青木川（東部）にはさまれた

非常に平坦な山頂を持つ丘陵性山地に位置する。この丘陵性山地の基盤岩は

領家変成岩類からなるが、山頂に厚さ３～５m程の第三紀層（主として未固

結の砂礫層）を乗せている（新編岡崎市史編さん委員会 1985）。

本湿地を形成する谷筋の地形は、東西に各々標高 180m 内外の小丘陵に囲

まれた起伏に乏しい開けた谷である。また、本湿地の位置する池金地区は領

家変成岩類からなる典型的な地域である。領家変成岩類は、珪線黒雲母片麻

岩と珪質片麻岩の幅広い互層をなして分布している。これらの岩類は一般に

片理が発達し、走向は N70～80°E で、傾斜は池金地区では北落ちである。

本湿地では、基盤岩類の領家変成岩類が直接見られるところは少なく、大部

分は転石や山腹斜面から崩落した岩石で埋積されている。領家変成岩類は水

の浸透が比較的少ないため、上流からの渓流水はこれらの埋積岩類の間に滞

水して表面に湿地を形成している（愛知県 1980）。この渓流水は、やなが沢

池に注ぎ上落合川となり、さらに乙川の支流の一つである立川の源流となっ

ている（岡崎市 2009）。

湿地を囲んで東は標高 150m より上部、西は標高 120～130m より上部の丘

陵地帯の頂上には、巨礫からなる礫層が分布している。この層は、直径１m

以上の巨礫を主体とする雑然と堆積した礫層で、走向・傾斜は不明瞭である。

礫は珪質片麻岩の亜角～亜円礫を主体として、黒雲母片麻岩、細粒～中粒の

花崗岩の風化した「くさり礫」からなっている。これらの礫層は、本宿累層

と呼ばれ、岡崎層群の下部層として、その時代は第三紀中新世とみられてい

る。領家変成岩類は、これらの礫層に覆われていたが、その後この地帯が隆

起したため、渓流の発達による浸食作用によって礫層は丘陵の頂上に取り残

され、現在に至ったものと考えられる（愛知県 1980）。

【参考文献】
愛知県, 1980. 愛知県自然環境保全地域候補地調査報告書 北山湿地群.
岡崎市, 2009. 岡崎市自然環境保護区 北山湿地.
岡崎市, 2012. 生物多様性おかざき戦略.
新編岡崎市史編さん委員会, 1985. 新編岡崎市史 自然 14.
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⑷ 植生 

愛知県の気候は、太平洋を流れる黒潮の影響を受けて温暖で、夏期多雨、

冬期小雨型となっている。こうした気候の影響を受け、植生は潜在的にはほ

とんどが照葉樹林帯に属するが、平野部では古くから宅地、農地などとして

の土地利用が進んだため、シイ・タブを中心とした自然植生は社寺林などに

わずかに残っているにすぎない。山地の多くはスギやヒノキを中心とした人

工林となっているが、都市近郊の丘陵部のいわゆる里山を中心にコナラ、ア

ベマキなどを主体とする二次的植生の森林（二次林）が広く見られる。また、

奥三河山地の標高の高い場所に小面積ながらブナなどの天然林が分布して

いる。全体として人工林の割合が多いものの、変化に富んだ林相を基盤とし

て、生物種の構成が比較的多様であり、特に二次林を含む森林では豊かな生

態系が保たれている（愛知県環境部自然環境課 2013）。

本市の月別平均気温（月別平年値）から求めた「暖かさの指数」は 124.0、

「寒さの指数」は－1.3 であり、一般にヤブツバキを代表し、シイやカシを

主体とする照葉樹林（常緑広葉樹林）が分布する照葉樹林帯に属する。しか

しながら、人為影響を受けていない自然植生は市域にはほとんどみられず、

シイ・カシ林が社寺林や川沿いの崖地、山地部にわずかにみられるのみであ

る。丘陵地～山地の大部分はアベマキ・コナラ等を主体とする二次林や、ス

ギ・ヒノキ等の人工林で覆われている。これらの二次林や人工林の周辺では、

谷筋やその周辺の平坦地に水田が帯状に広がり、畑地、果樹園、草原、竹林

など多様な環境が混在する里地里山生態系を形成している。平野部のほぼ全

域は市街地、水田や畑地、果樹園となっている（岡崎市 2012）。

本湿地周辺部の植生は、大半がコナラを主とする二次林（コナラ群落）で

あるが、谷筋はスギ・ヒノキの植林地となっており、その中でもより湿潤な

場所にはサクラバハンノキ群落が分布している。また、西側の丘陵斜面など、

一部ではツブラジイ群落もみられる。谷頭部や谷底部の多くは湿地状となっ

ているが、その多くは被陰された環境にあり、サクラバハンノキ、イヌツゲ

の侵入がみられ、スギ・ヒノキの植林地やコナラ林などが迫っている。これ

らの湿地のうち、多くの場所では下層においてオオミズゴケやハイチゴザサ

等が優占するが、最も開けた環境にある A-１湿地にはヌマガヤやミカヅキ

グサ等が優占している（愛知県環境部自然環境課ほか 2007）。

このように、それぞれの湿地に生育する植物に違いはあるものの、全体を

通してオオミズゴケやミカヅキグサの群落を主体とし、その中にヌマガヤが

混在している。また、ヤマドリゼンマイなどの寒冷地性の種も見られる（岡

崎市 2009、新編岡崎市史編さん委員会 1985）。
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【引用文献】
愛知県環境部自然環境課, 2013. あいち生物多様性戦略 2020 ～愛知目標の達成に向けて～.
愛知県環境部自然環境課・(株)ニック環境システム, 2007. 平成 18 年度 湿地・湿原調査業務委託報告書.
岡崎市, 2009. 岡崎市自然環境保護区 北山湿地.
岡崎市, 2012. 生物多様性おかざき戦略.
新編岡崎市史編さん委員会, 1985. 新編岡崎市史 自然 14.
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⑸ 植物 

愛知県及び本市における植物（維管束植物及び蘚苔類）の確認種数を表２

-４に示す。

愛知県の確認種数（約 4,220 種）は平成 27 年（愛知県 2015）に、本市の

確認種数（1,951 種）は昭和 60 年（新編岡崎市史編さん委員会 1985）に公

表されたものであり、両者の間には 30 年の差があること、岡崎市の確認種

数は旧市域のみであり旧額田町域が含まれていないことから、単純に比較す

ることはできないが、本市では愛知県で確認された植物の概ね半数弱が確認

されており、豊かな植物相を有しているといえる。

本市の植物相を特徴づける要素として、主に東海地方の丘陵地に特徴的に

みられる東海丘陵要素植物がある。その多くが絶滅危惧種に選定されており、

生育地を含めた保全対策が望まれている。本市においては、ヘビノボラズ、

クロミノニシゴリ、トウカイコモウセンゴケなどの東海丘陵要素植物が、丘

陵地の谷部に発達した湿地（本湿地や小呂湿地など）に局所的にみられるこ

とが知られている（岡崎市 2012）。

表２-４ 愛知県及び岡崎市における植物の確認種数

本湿地には、ミズゴケ類やモウセンゴケ、ミミカキグサ類、サワギキョウ

などの湿地特有の植物が多く見られる。湿地群の一番奥の A-１湿地には湿

性植物が特に多く生育しており、オオミズゴケやモウセンゴケ、トウカイコ

モウセンゴケ、ムラサキミミカキグサが広い範囲で生育する中に、トキソウ、

ミズギクなどの希少な種や本市の他の地域で激減しているハルリンドウを

見ることができる。新種のコミゾソバも本湿地で確認されており、湿地周縁

部にはナンカイイワカガミの群落も見られる（岡崎市 2009）。

また、本湿地の景観を特徴づける主な開花植物として、春のハルリンドウ、

ナンカイイワカガミ、レンゲツツジなど、初夏のクロミノニシゴリ、夏のモ

ウセンゴケ類、ミミカキグサ類、ミズギクなど、秋にキセルアザミ、スイラ

分類群 確認種数 比率 備考
愛知県※1 岡崎市※2 ※3

維管束植物 （小計） 約 3,620 1,768 約 49%
シダ植物 約 390 160 約 41%
裸子植物 約 30 16 約 53%
被子植物 双子葉類 約 2,310 1,118 約 48%
被子植物 単子葉類 約 890 474 約 53%

蘚類 443 129 29%
苔類 153 54 35%
計 約 4,220 1,951 約 46%
※1：愛知県の確認種数は「第三次 レッドリスト『レッドリストあいち2015』について（概要） 」

（愛知県,2015）による。
※2：岡崎市の確認種数は「新編岡崎市史 自然 14」（新編岡崎市史編さん委員会,1985）による。

このため、旧市域のみの確認種数であり、旧額田町域は含まれていない。
※3：岡崎市での確認種数が愛知県での確認種数に占める割合を示した。
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ンなどが挙げられる（岡崎市 2015）。

本湿地の周辺地域には、ギフチョウの食草であるヒメカンアオイが生育す

るとともに、コバノミツバツツジ、ヤマザクラなどのギフチョウの成虫の吸

蜜植物も多く、ギフチョウの生息に適した生態系が維持されている。さらに

県内希産の種であるヒナノシャクジョウ（国内では関東地方以西の本州・四

国・九州・琉球に分布）などの腐生植物、カザグルマやヘビノボラズが生育

している。全国で分布地が限られるサクラバハンノキが多く見られるのも特

徴である（岡崎市 2009）。

【引用文献】
愛知県, 2015. 第三次 レッドリスト「レッドリストあいち 2015」について（概要）.
岡崎市, 2009. 岡崎市自然環境保護区 北山湿地.
岡崎市, 2012. 生物多様性おかざき戦略.
岡崎市, 2015. 岡崎市自然環境保護区 北山湿地（パンフレット）.
新編岡崎市史編さん委員会, 1985. 新編岡崎市史 自然 14.

⑹ 動物 

愛知県及び本市における動物（哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類、昆

虫類、クモ類、貝類）の確認種数を表２-５に示す。

愛知県の確認種数（約 11,560 種）は平成 27 年（愛知県 2015）に、本市

の確認種数（約 2,860 種）のうち魚類及び昆虫類は昭和 60 年（新編岡崎市

史編さん委員会 1985）に公表されたものであり、両者の間には 30 年の差が

あること、岡崎市の魚類及び昆虫類の確認種数は旧市域のみであり旧額田町

域が含まれていないことなどから、単純に比較することはできない。しかし、

魚類及び昆虫類を除くと、本市では愛知県で確認された動物の概ね半数以上

が確認されており、豊かな動物相を有しているといえる。

表２-５ 愛知県及び岡崎市における動物の確認種数
分類群 確認種数 比率 備考

愛知県※1 岡崎市※2 ※3

哺乳類 72 40 56% ②
鳥類 413 243 59% ②
爬虫類 19 15 79% ②
両生類 21 14 67% ②
汽水・淡水魚類 171 44 26% ①
昆虫類 約 10,100 1,995 約 20% ①
クモ類 570 366 64% ②
貝類 （小計） 約 190 約 70 約 37% -

陸産 約 150 約 50 約 33% ②
淡水産 39 22 56% ②

計 約 11,560 約 2,860 約 25% -
計（汽水・淡水魚類及び昆虫類を除く） 約 1,290 約 750 約 58% -
※1：愛知県の確認種数は「第三次 レッドリスト『レッドリストあいち2015』について（概要） 」

（愛知県,2015）による。なお、貝類のうち内湾産貝類は除外した。
※2：岡崎市の確認種数は以下の資料による（対応する番号を備考欄に記載）。

① 「新編岡崎市史 自然 14」（新編岡崎市史編さん委員会,1985）
このため、旧市域のみの確認種数であり、旧額田町域は含まれていない。

② 「岡崎市の絶滅のおそれのある野生生物 レッドデータブックおかざき2014」（岡崎市,2014）
※3：岡崎市での確認種数が愛知県での確認種数に占める割合を示した。
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本湿地及びその周辺における動物相の概要を分類群ごとに以下に示す。

哺乳類は、大型哺乳類のイノシシ、ニホンジカをはじめ、中型哺乳類のノ

ウサギ、テン、タヌキ、ハクビシン、小型哺乳類のヒミズ、アカネズミ、ハ

ツカネズミなどの 16 種が確認されている（岡崎市動植物調査会 2002-2015）。

鳥類は、平成 26 年度の調査で 65 種が確認されている。これは、本市にお

ける過去の記録（243 種）の 26.7％に値する。ヤマドリ、アオバト、ホトト

ギス、コゲラ、サンショウクイ、カケス、ヤマガラ、エナガ、センダイムシ

クイ、シロハラ、イカルなどの樹林性鳥類を主とし、やなが沢池を中心にオ

シドリ、カイツブリ、カワウ、アオサギ、カワセミなどの水辺の鳥類も確認

されている。また、食物連鎖の上位に位置する猛禽類（ハチクマ、オオタカ、

ノスリ、フクロウなど）も確認されている（岡崎市動植物調査会 2002-2015）。

爬虫類は、カメ類のクサガメ、二ホンイシガメ、ミシシッピアカミミガメ、

ニホンスッポン、トカゲ類のニホントカゲ、ニホンカナヘビ、ヘビ類のシマ

ヘビ、ヒバカリ、ヤマカガシ、ニホンマムシの 10 種が確認されている（岡

崎市動植物調査会 2002-2015）。

両生類は、アカハライモリ、カエル類のアズマヒキガエル、ニホンアマガ

エル、タゴガエル、ニホンアカガエル、ヤマアカガエル、ウシガエル、ツチ

ガエル、トノサマガエル、ヌマガエル、シュレーゲルアオガエルの 11 種が

確認されている（岡崎市動植物調査会 2002-2015）。

魚類は、湿地間の沢でホトケドジョウが多数確認されたほか、深みではカ

ワムツが確認されている。やなが沢池では、メダカ（ミナミメダカ）のほか、

外来種のソウギョ、ヘラブナなどが確認されている（岡崎市動植物調査会

2002-2015）。

昆虫類は、本湿地の有する樹林、草地、水辺等の多様な環境を反映し、多

くの種が確認されている。本湿地には湿地に特有な昆虫類も多く、その代表

種であるハッチョウトンボは湿地群の一番奥の A-１湿地における生息状況

が特に良く、多くの個体が見られる。ミズゴケ類の生育する浅い湿地では、

ヒメタイコウチを普通に見ることができる。また、湿地内の沢には、山地の

渓流を主な生息環境とするシマアメンボが生息している。本湿地及びその周

辺地域は、かつては本市を代表するギフチョウの発生地であったが、里山の

荒廃や乱獲等によって絶滅の危機にさらされた経緯がある。その後、市民協

働により当該地域の自然環境を保全・再生する取組みが続けられ、近年、そ

の生息状況に回復傾向がみられる（岡崎市 2009、岡崎市動植物調査会

2002-2015）。また、本湿地の下流に位置する立川上流部は市内でも数少ない

グンバイトンボの発生地であり、平成 18 年以降、継続して生息状況調査が
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実施されている（岡崎市動植物調査会 2007-2015）。

クモ類は、平成 22～26 年度の調査で 196 種（不明 6 種を含む）が確認さ

れている。これは、本市における過去の記録（366 種）の 53.6％に値する。

造網性の種と徘徊性の種の比率は、造網性が 68.9％、徘徊性が 31.1％とな

り造網性が優先している。また、湿地に特有なクモ類であるテジロハリゲコ

モリグモ、ミナミコモリグモが見られる（岡崎市動植物調査会 2011-2015）。

【引用文献】
愛知県, 2015. 第三次 レッドリスト「レッドリストあいち 2015」について（概要）.
岡崎市, 2009. 岡崎市自然環境保護区 北山湿地.
岡崎市動植物調査会, 2002. 北山湿地保全整備調査報告書.
岡崎市動植物調査会, 2003-2006. 北山湿地定期観察調査報告書.
岡崎市動植物調査会, 2007-2015. 湿地定期観察調査報告書.
新編岡崎市史編さん委員会, 1985. 新編岡崎市史 自然 14.

⑺ 絶滅のおそれのある野生生物 

我が国では、昭和 30 年代から 40 年代にかけての高度経済成長期以降、開

発による自然環境の改変、社会経済状況やライフスタイルの変化による農林

業の衰退に伴う里地里山の荒廃、外来種による生態系の撹乱などによって、

豊かな自然が失われ、絶滅する野生生物も生じるようになった。

野生生物を人為的に絶滅させないためには、絶滅のおそれのある種を的確

に把握し、一般への理解を広める必要がある。このため、環境省では、平成

３年度の全国版レッドデータブック（動物編）発行以降、順次レッドリスト

の見直しが行われ、平成 24～27 年度には第４次レッドリスト及び改訂版レ

ッドデータブックが公表・発行された（環境省編 2014-2015）。

野生生物は、各地域の自然環境特性に適応して生息・生育しており、これ

らの野生生物を的確に保護し、生物多様性の保全を図るためには、全国的な

情報と併せ、都道府県や市町村等の行政区画単位で地域特性ごとにきめ細か

な情報整理を行う必要がある。このため、各都道府県等でも絶滅危惧種に関

する調査が進められ、地域版のレッドリストやレッドデータブックが作成さ

れている。

愛知県では、平成 12～13 年度に第１次レッドリスト、平成 19 年度に第２

次レッドリストが公表され、平成 26 年度に第３次レッドリストとして「レ

ッドリストあいち 2015」が公表された（愛知県環境部 2015）。本市では、

平成 25 年３月に「岡崎市版レッドリスト」が公表され、その後の情報を加

えた「レッドデータブックおかざき 2014」が平成 26 年８月に発行された。

本書では、本市に生息生育している（あるいは生息生育していた）野生動植

物種（調査対象種）について、表２-６に示す評価区分により絶滅のおそれ

の程度が判定されている。
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「レッドデータブックおかざき 2014」では、市内ですでに絶滅した種が

48 種、絶滅のおそれのある種が 211 種、絶滅危惧に準ずる種が 164 種、評

価するに足る情報が不足している種が 28 種、計 451 種（植物 231 種、動物

220 種、地域個体群を除く）が掲載されている（岡崎市 2014）。これらを本

市における植物（維管束植物）の確認種数（1,768 種、表２-４参照）及び

動物の確認種数（約 2,860 種、表２-５参照）と比較すると、植物では全体

の約 13％、動物では全体の約８％がレッドデータブック掲載種となってい

る（ただし、本市における確認種数のうち、維管束植物、魚類及び昆虫類は

約 30 年前に集計された記録であり、旧額田町域も含まれていない）。

表２-６ 「レッドデータブックおかざき 2014」の評価区分

評価区分 基本概念

絶滅・野生絶滅

（EX）

岡崎市ではすでに絶滅したと考えられる種。

野生では絶滅し、飼育下・栽培下でのみ存続している種。

絶滅危惧ⅠA 類

（CR）

絶滅の危機に瀕している種。

現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、野生で

の存続が困難なもののうち、ごく近い将来における野生での絶滅の

危険性が極めて高いもの。

絶滅危惧ⅠＢ類

（EN）

絶滅の危機に瀕している種。

現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、野生で

の存続が困難なもののうち、ⅠＡ類ほどではないが、近い将来にお

ける野生での絶滅の危険性が高いもの。

絶滅危惧Ⅱ類

（VU）

絶滅の危険が増大している種。

現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、近い将

来「絶滅危惧 I 類」のランクに移行することが確実と考えられるも

の。

準絶滅危惧

（NT）

存続基盤が脆弱な種。

現時点での絶滅危険度は小さいが、生息生育条件の変化によっては

「絶滅危惧」として上位ランクに移行する要素を有するもの。

情報不足

（DD）

評価するだけの情報が不足している種。

地域個体群

（LP）

その種の国内及び愛知県における生息状況に鑑み、岡崎市において

特に保全のための配慮が必要と考えられる特徴的な個体群（動物の

み設定）。

・ 野生絶滅は、絶滅とあわせ絶滅・野生絶滅として取り扱うが、表記上は

絶滅（EX）とする。

本湿地は、本市で最も大きな湿地であり、湿地に固有の動植物のほか、ギ

フチョウのように里山を生息生育の場とする動植物も見られる。丘陵地の湿

地や里山は、開発に伴う改変や管理不足による里山の荒廃などの影響を受け

やすいため、これらの環境に生息生育する動植物には絶滅のおそれのある種

（レッドリスト掲載種）が多く含まれている。
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本湿地及びその周辺で確認された主なレッドリスト掲載種のうち、植物を

表２-７に、動物を表２-８に示す。

植物では、主なレッドリスト掲載種として 35 種が確認されている。うち

維管束植物は 33 種であり、「レッドデータブックおかざき 2014」掲載種（維

管束植物 231 種）の 14.3％に値する。オオミズゴケ、サワラン、ムラサキ

ミミカキグサ、ミズギク、ハルリンドウ、サワギキョウなどの湿地に生育す

る種が多く、他にアギナシ、ナガエミクリなどの抽水植物、ヒナノシャクジ

ョウ、ムヨウランなどの腐生植物も含まれている（岡崎市動植物調査会

2002-2015）。

動物では、主なレッドリスト掲載種として 48 種が確認されている。これ

は、「レッドデータブックおかざき 2014」掲載種（動物 220 種）の 21.8％に

値する。ホトケドジョウ、ツヤネクイハムシ、ハッチョウトンボ、ヒメタイ

コウチ、テジロハリゲコモリグモなど湿地や沢に生息する種のほか、テン、

アカゲラ、ギフチョウ、オオゴキブリ、カネコトタテグモ、ビロウドマイマ

イなど樹林や里山に生息する種も多く含まれている。移動能力の高い鳥類で

は、クマタカやオオタカなど猛禽類の飛来が確認されたほか、オオルリの繁

殖が確認されている（岡崎市動植物調査会 2002-2015）。

【引用文献】
愛知県環境部, 2015. 第三次レッドリスト レッドリストあいち 2015.
環境省(編), 2014-2015. レッドデータブック 2014－日本の絶滅のおそれのある野生生物－ 1～9.
岡崎市, 2014. 岡崎市の絶滅のおそれのある野生生物 レッドデータブックおかざき 2014.
岡崎市動植物調査会, 2002. 北山湿地保全整備調査報告書.
岡崎市動植物調査会, 2003-2006. 北山湿地定期観察調査報告書.
岡崎市動植物調査会, 2007-2015. 湿地定期観察調査報告書.
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表２-７ 北山湿地で確認された主なレッドリスト掲載種（植物）
レッドリストの評価区分

No. 分類群 科名 種名
岡崎市
2014

環境省
2014

愛知県
2015

1 蘚類 ミズゴケ ハリミズゴケ VU
2 蘚類 ミズゴケ オオミズゴケ NT NT
3 維管束植物 カヤツリグサ ケシンジュガヤ CR
4 維管束植物 ラン サワラン CR CR
5 維管束植物 ラン トキソウ EN NT EN
6 維管束植物 メギ ヘビノボラズ VU NT
7 維管束植物 オトギリソウ ミズオトギリ VU
8 維管束植物 アブラナ ミズタガラシ VU NT
9 維管束植物 ユキノシタ ウメバチソウ VU

10 維管束植物 タヌキモ ムラサキミミカキクサ VU NT NT
11 維管束植物 キク ミズギク VU NT
12 維管束植物 キク サワオグルマ VU
13 維管束植物 ヒナノシャクジョウ ヒナノシャクジョウ VU VU
14 維管束植物 ラン カキラン VU
15 維管束植物 ラン サギソウ VU NT VU
16 維管束植物 ラン ムヨウラン VU
17 維管束植物 ラン コバノトンボソウ VU
18 維管束植物 ゼンマイ ヤマドリゼンマイ NT
19 維管束植物 オシダ タニヘゴ NT
20 維管束植物 カバノキ サクラバハンノキ NT NT 国リ
21 維管束植物 タデ コミゾソバ NT NT
22 維管束植物 モウセンゴケ モウセンゴケ NT
23 維管束植物 イワウメ ナンカイイワカガミ NT
24 維管束植物 ツツジ レンゲツツジ NT
25 維管束植物 ハイノキ クロミノニシゴリ NT
26 維管束植物 リンドウ ハルリンドウ NT
27 維管束植物 アカネ ホソバノヨツバムグラ NT
28 維管束植物 タヌキモ ミミカキグサ NT
29 維管束植物 タヌキモ ホザキノミミカキグサ NT
30 維管束植物 キキョウ サワギキョウ NT
31 維管束植物 オモダカ アギナシ NT NT 国リ
32 維管束植物 ホンゴウソウ ホンゴウソウ NT VU NT
33 維管束植物 ユリ ササユリ NT
34 維管束植物 イネ ヒメコヌカグサ NT NT 国リ
35 維管束植物 ミクリ ナガエミクリ NT NT 国リ

種数 35 33 9 16
・ 種の配列は原則として「岡崎市の絶滅のおそれのある野生生物 レッドデータブックおかざき2014」（岡崎市,2014）
の掲載順とした。

・ レッドリストの評価区分の略号は以下のとおり。
岡崎市2014： 「岡崎市の絶滅のおそれのある野生生物 レッドデータブックおかざき2014」（岡崎市,2014）の掲載種

（ただし、蘚類・苔類は評価の対象となっていない）
（CR：絶滅危惧ⅠA類、EN：絶滅危惧ⅠB類、VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧）

環境省2014： 「レッドデータブック2014－日本の絶滅のおそれのある野生生物－」（環境省編,2014・2015）の掲載種
（EN：絶滅危惧ⅠB類、VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足）

愛知県2015： 「レッドリストあいち2015」（愛知県,2015）の掲載種
（CR：絶滅危惧ⅠA類、EN：絶滅危惧ⅠB類、VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧、
DD：情報不足、国リ：国リスト）
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表２-８ 北山湿地で確認された主なレッドリスト掲載種（動物）
レッドリストの評価区分

No. 分類群 目名 科名 種名
岡崎市
2014

環境省
2014

愛知県
2015

備考

1 哺乳類 ウサギ ウサギ ノウサギ VU NT
2 哺乳類 食肉（ネコ） イタチ テン NT NT

3 鳥類 タカ タカ クマタカ CR EN
繁殖EN
越冬EN

飛来確認

4 鳥類 タカ タカ サシバ EN VU
繁殖VU
通過NT

飛来確認

5 鳥類 タカ タカ ハチクマ VU NT
繁殖VU
通過NT

飛来確認

6 鳥類 タカ タカ オオタカ VU NT
繁殖NT
越冬NT

飛来確認

7 鳥類 キツツキ キツツキ アカゲラ VU 飛来確認
8 鳥類 キツツキ キツツキ アオゲラ VU 飛来確認
9 鳥類 キジ キジ ヤマドリ NT 飛来確認

10 鳥類 カモ カモ オシドリ NT DD 繁殖NT 飛来確認
11 鳥類 カイツブリ カイツブリ カイツブリ NT 飛来確認

12 鳥類 フクロウ フクロウ フクロウ NT
繁殖NT
越冬NT

飛来確認

13 鳥類 スズメ サンショウクイ サンショウクイ NT VU
繁殖国リ
越冬国リ

飛来確認

14 鳥類 スズメ カササギヒタキ サンコウチョウ NT 飛来確認
15 鳥類 スズメ ミソサザイ ミソサザイ NT 繁殖NT 飛来確認
16 鳥類 スズメ ヒタキ オオルリ NT 繁殖確認
17 爬虫類 カメ イシガメ ニホンイシガメ NT NT やなが沢池
18 爬虫類 カメ スッポン ニホンスッポン DD DD やなが沢池
19 両生類 無尾 アカガエル ニホンアカガエル VU
20 両生類 無尾 アカガエル ヤマアカガエル NT DD
21 両生類 無尾 アカガエル トノサマガエル NT NT 国リ
22 両生類 無尾 アカガエル ツチガエル NT DD
23 魚類 ダツ メダカ メダカ（ミナミメダカ） VU VU NT やなが沢池
24 魚類 コイ ドジョウ ホトケドジョウ NT EN EN
25 昆虫類 トンボ サナエトンボ タベサナエ VU NT 国リ
26 昆虫類 コウチュウ コメツキムシ サトヤマシモフリコメツキ VU NT
27 昆虫類 コウチュウ ハムシ ツヤネクイハムシ VU
28 昆虫類 チョウ シジミチョウ ウラクロシジミ VU NT
29 昆虫類 トンボ トンボ ハッチョウトンボ NT
30 昆虫類 カメムシ アメンボ オオアメンボ NT NT
31 昆虫類 カメムシ タイコウチ ヒメタイコウチ NT NT
32 昆虫類 コウチュウ ジョウカイボン カタキンイロジョウカイ NT
33 昆虫類 チョウ アゲハチョウ ギフチョウ NT VU VU
34 昆虫類 ゴキブリ オオゴキブリ オオゴキブリ NT
35 クモ類 クモ コモリグモ テジロハリゲコモリグモ CR EN
36 クモ類 クモ コガネグモ キジロオヒキグモ EN EN
37 クモ類 クモ カネコトタテグモ カネコトタテグモ VU NT VU
38 クモ類 クモ トタテグモ キノボリトタテグモ VU NT VU
39 クモ類 クモ コモリグモ ミナミコモリグモ VU VU
40 クモ類 クモ コガネグモ シロオビトリノフンダマシ VU NT
41 クモ類 クモ コガネグモ アカイロトリノフンダマシ VU NT
42 クモ類 クモ コガネグモ コガネグモ NT NT
43 クモ類 クモ コガネグモ トリノフンダマシ NT NT
44 クモ類 クモ コガネグモ オオトリノフンダマシ NT NT
45 クモ類 クモ コガネグモ ゲホウグモ NT
46 クモ類 クモ サラグモ アイチアリマネグモ DD
47 クモ類 クモ コガネグモ ワクドツキジグモ EN
48 貝類 マイマイ（柄眼） ナンバンマイマイ ビロウドマイマイ VU DD NT

種数 48 44 16 36
・ 種の配列は原則として「岡崎市の絶滅のおそれのある野生生物 レッドデータブックおかざき2014」（岡崎市,2014）
の掲載順とした。

・ レッドリストの評価区分の略号は以下のとおり。
岡崎市2014： 「岡崎市の絶滅のおそれのある野生生物 レッドデータブックおかざき2014」（岡崎市,2014）の掲載種

（ただし、蘚類・苔類は評価の対象となっていない）
（CR：絶滅危惧ⅠA類、EN：絶滅危惧ⅠB類、VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧）

環境省2014： 「レッドデータブック2014－日本の絶滅のおそれのある野生生物－」（環境省編,2014・2015）の掲載種
（EN：絶滅危惧ⅠB類、VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足）

愛知県2015： 「レッドリストあいち2015」（愛知県,2015）の掲載種
（CR：絶滅危惧ⅠA類、EN：絶滅危惧ⅠB類、VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧、
DD：情報不足、国リ：国リスト）
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⑻ 調査・保全活動の実施状況 

ア 調査の実施状況

本湿地では、学識者で構成された岡崎市動植物調査会による動植物相調

査が継続的に実施されている。

表２-９ 岡崎市動植物調査会報告書一覧

No. 報告書名 発行年月

1 岡崎市の池及び湿地の植物調査報告書 平成 11 年 3 月
2 北山湿地保全整備調査報告書 平成 14 年 3 月
3 岡崎市の池沼の保全整備調査報告書 平成 14 年 3 月
4 北山湿地定期観察調査報告書 平成 15 年 3 月
5 北山湿地定期観察調査報告書 平成 16 年 3 月
6 北山湿地定期観察調査報告書 平成 17 年 3 月
7 小呂湿地保全整備調査報告書 平成 17 年 3 月
8 北山湿地定期観察調査報告書 平成 18 年 3 月
9 小呂湿地保全整備調査報告書 平成 18 年 3 月
10 池沼現状調査報告書 平成 19 年 1 月
11 湿地定期観察調査報告書 平成 19 年 3 月
12 湿地定期観察調査報告書 平成 20 年 3 月
13 湿地定期観察調査報告書 平成 21 年 3 月
14 湿地定期観察調査報告書 平成 22 年 3 月
15 湿地定期観察調査報告書 平成 23 年 3 月
16 湿地定期観察調査報告書 平成 24 年 3 月
17 湿地定期観察調査報告書 平成 25 年 3 月
18 湿地定期観察調査報告書 平成 26 年 3 月
19 湿地定期観察調査報告書 平成 27 年 3 月
・平成 28 年３月 31 日現在。

イ 保全活動の実施状況

毎月第３土曜日に市民団体の「おかざき湿地保護の会」による草刈等の

保全活動が実施されている。

【 岡崎市動植物調査会 】

平成 11 年に設立。岡崎市内に生息・生育する動植物の分布状況の調査を実施。

設立以降以下の報告書を作成。

【 おかざき湿地保護の会 】

平成 19 年に設立。岡崎市内の湿地（北山湿地、小呂湿地）の保全活動を各湿地

毎月１回程度実施。他にも年３回（春、初夏、秋）の北山湿地の観察会での案内

や動植物調査、監視パトロール等の活動を実施。
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３ 現状及び課題

⑴ 保護区全域に共通する現状及び課題 

ア 樹林及び湿地環境

北山湿地自然環境保護区全域の樹林及び湿地環境に共通する現状（現在

の状況、保護すべき野生動植物種）及び保全上の課題を表３-１に示す。
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表３-１ 保護区全域の樹林及び湿地環境に共通する現状及び課題

項 目 概 要

現在の状況 ・ 沢沿いに湿地が点在し、ミズゴケ類やモウセンゴケ類などの湿

地性植物が多く生育し、ヒメタイコウチなど湿地特有の動物も生

息する。

・ 樹林は主にスギ・ヒノキの植林やコナラ等の二次林からなる。

シイ・カシ類などの常緑樹も見られる。

・ 樹林の林床にはヒメカンアオイや腐生植物のヒナノシャクジョ

ウ、エンシュウムヨウランなどが生育する。

・ 学識者による動植物相調査が継続的に実施されている。

・ 市民団体（おかざき湿地保護の会）による保全活動（樹木の伐

採・枝打ち、下草刈り、作業道の整備、作業道際の草刈り等）が

継続的に実施されている。

保護すべき

野生動植物

【植物】

● ヒナノシャクジョウ（市 VU・県 VU、特に A・G・H 湿地周辺の樹

林にまとまった生育地がある）

・ サクラバハンノキ（市 NT・国 NT）

・ コバノミツバツツジ（ギフチョウなど昆虫類の吸蜜植物として

重要、主に林道や作業道沿いに生育）

・ ヒメカンアオイ（ギフチョウの食草として重要、主に林道や作

業道沿いの林床に生育）

・ エンシュウムヨウラン（代表的な腐生植物、特に A・C・D 湿地

周辺の樹林に生育地がある）

【動物】

● ギフチョウ（市 NT・県 NT・国 VU、市条例指定希少野生動植物種）

・ ホトケドジョウ（市 NT・県 VU・国 EN、沢に生息）

・ ヒメタイコウチ（市 NT・県 NT、湿地や沢など湿潤地に生息）

保全上の課題 ・ 樹木の成長に伴い湿地や樹林の林床が全体的に暗くなっている。

このため、ギフチョウの食草であるヒメカンアオイも減少傾向に

ある。

・ 樹木、ササ類、イネ科草本類、シダ類の侵入に伴い湿地性動植

物が減少傾向にある。

・ 獣害（イノシシによる耕起やヌタ場利用等）が著しい。

・ 外来種の侵入、増加が懸念される。

・ ●を付した種は、当該湿地における生息生育状況や当該湿地の環境特性な

どから、特に保護に留意すべきと考えられる種を示す。

・ 種名の後の略号は以下のとおり。

市 「レッドデータブックおかざき 2014」（岡崎市, 2014）掲載種

県 「レッドリストあいち 2015」（愛知県, 2015）掲載種

国 「環境省第４次レッドリスト」（環境省, 2012～2013）掲載種

CR 絶滅危惧ⅠA類の種 NT 準絶滅危惧の種

EN 絶滅危惧ⅠB類の種 DD 情報不足の種

VU 絶滅危惧Ⅱ類の種
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イ 水源

本湿地は北山湿地自然環境保護区内の樹林を主な水源としているが、樹

木の成長に伴い、吸水による地下水の減少が懸念されている。また、林床

が全体的に暗くなり下層植生が衰退しているため、森林土壌の流亡などに

よる水源涵養機能の弱体化も懸念される。

A-１湿地の水源である三ノ沢上流部の樹林において、コドラート法によ

る樹種及び被度・群度の概略調査を平成 27 年 11 月に行った結果、高木層

（樹高約 12m）は落葉広葉樹のリョウブ、コナラ、タカノツメ、亜高木層

（樹高約８m）は常緑広葉樹のヤブツバキ、シキミ、サカキ、低木層（樹

高約４m）は常緑広葉樹のサカキ、ヒサカキ、シキミであった。また、こ

れらの樹木によって日照が遮られ（図版３-１参照）、林床は暗く、下層植

生は貧弱であった。

図版３-１ 三ノ沢上流部における全天写真

（平成 27 年 10 月 23 日撮影）
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ウ 外来種

外来種（移入種）とは、人によって本来の生息・生育地からそれ以外

の地域に持ち込まれた生き物を指す。外来種の中には、在来の生き物を食

べたり、すみかや食べ物を奪ったりして、生態系を脅かしている侵略的な

種もあり、地域ごとに独自の生物相、生態系が形成されている我が国の生

物多様性を保全する上で、重要な問題となっている（環境省 2015）。これ

らの外来種が及ぼす生態系への影響として、主に以下の事項が挙げられる。

・ 捕食・競合・駆逐（在来の生き物を食べたり、すみかや食べ物を奪う。）

・ 遺伝的攪乱（在来種と交雑して雑種を作る）

・ 生態系基盤の攪乱（光条件や土壌などの環境を変化させる）

さらに、食害等による農林水産業への被害、人の生命や身体への被害に

加え、文化財の汚損、悪臭の発生、景観・構造物の汚損等、様々な被害が

及ぶ事例が見られる。これらの外来種による被害を予防するためには、以

下の事項（外来種対策の 3 原則）に留意する必要がある（愛知県環境部自

然環境課 2012）。

・ 入れない（外来種をむやみに持ち込まない）

・ 捨てない（飼っている外来種を野外に捨てない）

・ 拡げない（野外にある外来種を他の地域に拡げない）

外来種の脅威に対応するため、国では、「特定外来生物による生態系等

に係る被害の防止に関する法律」に基づき、我が国の生態系等に被害を及

ぼすおそれのある外来種を特定外来生物として指定し、輸入、飼養等を規

制している。愛知県では、「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」

において、生態系に著しく悪影響を及ぼすおそれのある移入種の公表を行

う規定を設け、みだりに野外に放つ行為を規制している。また、愛知県で

は、県内における移入種の実態及び対策事例等をとりまとめ、平成 24 年

に「STOP！移入種 守ろう！あいちの生態系～愛知県移入種対策ハンドブ

ック～」及びその付属資料として「愛知県の移入動植物－ブルーデータブ

ックあいち 2012」を発行した。これらによると、県内では 1,130 種（動物

285 種、植物 845 種）の移入種が確認されている（愛知県移入種データブ

ック検討会編 2012）。

本湿地及びその周辺で確認された主な外来種（「ブルーデータブックあ

いち 2012」掲載種）を表３-２及び表３-３に示す。湿地内では、アメリカ

センダングサ、メリケンカルカヤ、アライグマ、ウシガエルなどが確認さ
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れ、やなが沢池での確認種とあわせ 23 種の外来種が確認されている。ま

た、湿地周辺では、さらに 57 種が確認されており、これらの侵入による

湿地生態系への影響が懸念される。

【引用文献】
愛知県移入種データブック検討会(編), 2012. 愛知県の移入動植物－ブルーデータブックあいち 2012.
愛知県環境部自然環境課, 2012. STOP！移入種 守ろう！あいちの生態系～愛知県移入種対策ハンドブック～.
環境省, 2015. 平成 27 年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書.

表３-２ 北山湿地で確認された主な外来種（「ブルーデータブックあいち 2012」掲載種）
指定区分

No. 分類群 目名 科名 種名
県条例
公表

特定
外来

要注意
外来

日本
100

世界
100

確認場所

1 哺乳類 食肉目 アライグマ アライグマ ○ ○ A湿地
2 哺乳類 食肉目 イヌ ノイヌ B湿地
3 鳥類 カモ カモ マガモ やながさわ池
4 鳥類 ハト ハト ドバト ○ A、B湿地
5 爬虫類 カメ イシガメ クサガメ ※ やながさわ池
6 爬虫類 カメ スッポン ニホンスッポン ※ やながさわ池
7 両生類 無尾 アカガエル ウシガエル ○ ○ ○ A、B、C湿地、やながさわ池
8 魚類 コイ コイ ソウギョ ○ ○ やながさわ池
9 魚類 コイ コイ ヘラブナ（ゲンゴロウブナ） やながさわ池
10 魚類 ダツ メダカ メダカ ※ やながさわ池
11 昆虫類 コウチュウ カミキリムシ ラミーカミキリ C湿地
12 昆虫類 ハチ ミツバチ タイワンタケクマバチ ○ 全域
13 甲殻類 エビ アメリカザリガニ アメリカザリガニ ○ ○ やながさわ池
14 維管束植物 - スギ スギ 全域
15 維管束植物 - スギ ヒノキ ※ 全域
16 維管束植物 - カキノキ カキノキ B湿地、やながさわ池
17 維管束植物 - キク アメリカセンダングサ ○ A湿地
18 維管束植物 - キク ベニバナボロギク やながさわ池
19 維管束植物 - キク ダンドボロギク やながさわ池
20 維管束植物 - キク ウラジロチチコグサ やながさわ池
21 維管束植物 - キク セイタカアワダチソウ ○ ○ やながさわ池
22 維管束植物 - イネ メリケンカルカヤ ○ A、B、C湿地、やながさわ池
23 維管束植物 - イネ カモガヤ ○ ○ やながさわ池

種数 23 1 2 6 7 1
・ 種の配列は「愛知県の移入動植物－ブルーデータブックあいち2012.」（愛知県移入種データブック検討会(編),2012）の掲載順とした。
・ ※印を付した種は、在来個体群の可能性あり。
・ 指定区分の略号は以下のとおり。
県条例公表： 愛知県の条例公表種

愛知県の「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」において規定された、生態系に著しく悪影響を及ぼすおそれのある移入種。
特定外来： 特定外来生物

「外来生物法（特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律）」により指定された外来生物（海外起源の外来種）。
要注意外来： 要注意外来生物

生態系に悪影響を及ぼしうる外来生物として環境省が選定した種。
日本100： 日本の侵略的外来種ワースト100

日本生態系学会が、日本の生態系や人間活動に対し特に大きな悪影響を与えている、又はおそれがある外来種として選定した100種。
世界100： 世界の侵略的外来種ワースト100

国際自然保護連合（IUCN)が、生態系や人間活動に対し特に深刻な影響を与えている、又は侵入の重要な典型事例となる
外来種として選定した100種。
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表３-３ 北山湿地周辺で確認された主な外来種（「ブルーデータブックあいち 2012」掲載種）

エ 獣害

我が国には 700 種以上の鳥獣（哺乳類・鳥類）が生息しており、それぞ

れの鳥獣は、自然環境を構成する重要な要素の 1つとして、欠くことので

きない存在である。しかし、近年、ニホンジカやイノシシなどの一部の鳥

獣については、急速に生息数が増加するとともに生息域が拡大し、その結

果、自然環境や農林水産業、生活環境への被害が拡大・深刻化している（環

指定区分

No. 分類群 目名 科名 種名
県条例
公表

特定
外来

要注意
外来

日本
100

世界
100

確認場所

1 哺乳類 齧歯目 ネズミ ドブネズミ ※ 北山湿地周辺
2 哺乳類 食肉目 ジャコウネコ ハクビシン ○ 北山湿地周辺
3 鳥類 キジ キジ コジュケイ 北山湿地周辺
4 鳥類 スズメ チメドリ ソウシチョウ ○ ○ 北山湿地周辺
5 爬虫類 カメ ヌマガメ ミシシッピアカミミガメ ○ ○ ○ ○ 北山湿地周辺
6 魚類 サケ サケ ニジマス ○ ○ ○ 北山湿地周辺
7 魚類 サケ サケ ブラウントラウト ○ ○ ○ 北山湿地周辺
8 魚類 スズキ サンフィッシュ ブルーギル ○ ○ 北山湿地周辺
9 昆虫類 カメムシ サシガメ ヨコヅナサシガメ 北山湿地周辺
10 維管束植物 - カバノキ オオバヤシャブシ 北山湿地周辺
11 維管束植物 - ヤマゴボウ ヨウシュヤマゴボウ 北山湿地周辺
12 維管束植物 - メギ ナンテン ※ 北山湿地周辺
13 維管束植物 - ツバキ チャノキ 北山湿地周辺
14 維管束植物 - アブラナ ミチタネツケバナ 北山湿地周辺
15 維管束植物 - バラ オオヘビイチゴ 北山湿地周辺
16 維管束植物 - マメ ゲンゲ 北山湿地周辺
17 維管束植物 - マメ アレチヌスビトハギ 北山湿地周辺
18 維管束植物 - マメ コメツブウマゴヤシ 北山湿地周辺
19 維管束植物 - マメ コメツブツメクサ 北山湿地周辺
20 維管束植物 - マメ シロツメクサ 北山湿地周辺
21 維管束植物 - カタバミ ムラサキカタバミ ○ 北山湿地周辺
22 維管束植物 - トウダイグサ コニシキソウ 北山湿地周辺
23 維管束植物 - トウダイグサ オオニシキソウ 北山湿地周辺
24 維管束植物 - アカバナ コマツヨイグサ ○ 北山湿地周辺
25 維管束植物 - アリノトウグサ オオフサモ ○ ○ 北山湿地周辺
26 維管束植物 - キョウチクトウ ツルニチニチソウ 北山湿地周辺
27 維管束植物 - シソ キレハヒメオドリコソウ 北山湿地周辺
28 維管束植物 - シソ ヒメオドリコソウ 北山湿地周辺
29 維管束植物 - シソ シソ 北山湿地周辺
30 維管束植物 - ナス ワルナスビ ○ 北山湿地周辺
31 維管束植物 - ゴマノハグサ マツバウンラン 北山湿地周辺
32 維管束植物 - ゴマノハグサ ビロードモウズイカ 北山湿地周辺
33 維管束植物 - ゴマノハグサ タチイヌノフグリ 北山湿地周辺
34 維管束植物 - ゴマノハグサ オオイヌノフグリ 北山湿地周辺
35 維管束植物 - オミナエシ ノヂシャ 北山湿地周辺
36 維管束植物 - キキョウ キキョウソウ 北山湿地周辺
37 維管束植物 - キク コセンダングサ ○ 北山湿地周辺
38 維管束植物 - キク アレチノギク 北山湿地周辺
39 維管束植物 - キク オオアレチノギク ○ ○ 北山湿地周辺
40 維管束植物 - キク オオキンケイギク ○ ○ 北山湿地周辺
41 維管束植物 - キク ヒメジョオン ○ ○ 北山湿地周辺
42 維管束植物 - キク ハルジオン ○ ○ 北山湿地周辺
43 維管束植物 - キク ブタナ ○ 北山湿地周辺
44 維管束植物 - キク オニノゲシ 北山湿地周辺
45 維管束植物 - キク セイヨウタンポポ ○ ○ 北山湿地周辺
46 維管束植物 - ユリ ハナニラ 北山湿地周辺
47 維管束植物 - ミズアオイ ホテイアオイ ○ ○ ○ 北山湿地周辺
48 維管束植物 - アヤメ キショウブ ○ ○ ○ 北山湿地周辺
49 維管束植物 - アヤメ ニワゼキショウ 北山湿地周辺
50 維管束植物 - ツユクサ ノハカタカラクサ ○ ○ 北山湿地周辺
51 維管束植物 - ツユクサ ムラサキツユクサ 北山湿地周辺
52 維管束植物 - イネ シナダレスズメガヤ ○ ○ 北山湿地周辺
53 維管束植物 - イネ シマスズメノヒエ 北山湿地周辺
54 維管束植物 - イネ キシュウスズメノヒエ ○ 北山湿地周辺
55 維管束植物 - イネ マダケ 北山湿地周辺
56 維管束植物 - イネ モウソウチク ○ 北山湿地周辺
57 維管束植物 - イネ セイバンモロユシ 北山湿地周辺

種数 57 5 4 17 14 4
・ 種の配列は「愛知県の移入動植物－ブルーデータブックあいち2012.」（愛知県移入種データブック検討会(編),2012）の掲載順とした。
・ ※印を付した種は、在来個体群の可能性あり。
・ 指定区分の略号は以下のとおり。
県条例公表： 愛知県の条例公表種

愛知県の「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」において規定された、生態系に著しく悪影響を及ぼすおそれのある移入種。
特定外来： 特定外来生物

「外来生物法（特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律）」により指定された外来生物（海外起源の外来種）。
要注意外来： 要注意外来生物

生態系に悪影響を及ぼしうる外来生物として環境省が選定した種。
日本100： 日本の侵略的外来種ワースト100

日本生態系学会が、日本の生態系や人間活動に対し特に大きな悪影響を与えている、又はおそれがある外来種として選定した100種。
世界100： 世界の侵略的外来種ワースト100

国際自然保護連合（IUCN)が、生態系や人間活動に対し特に深刻な影響を与えている、又は侵入の重要な典型事例となる
外来種として選定した100種。
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境省 2015）。

愛知県における鳥獣類による農作物被害の状況は、平成 18 年度以降、

平成 25 年度までは全体として減少傾向であったが、平成 26 年度は被害が

拡大し、約５億円の被害となっている。鳥獣種類別の被害金額では、鳥類

（約 2.6 億）ではカラス、ヒヨドリ、スズメの順で被害が多く、獣類（約

2.4 億）ではイノシシ、ニホンジカ、ニホンザルの順で被害が多くなって

いる（愛知県農林水産部農業振興課 2015）。

愛知県では、中山間地域において個体数の増加による農林業被害等人と

のあつれきが深刻化しているイノシシ、ニホンジカ、ニホンザル及びカモ

シカを対象として、その安定的な維持を図りつつ、生息数を適正な水準に

減少させ、またはその生息地を適正な範囲に減少させるために第 11 次鳥

獣保護事業計画に基づいて、特定鳥獣保護管理計画（計画期間：平成 24

～平成 29 年度）を策定している（愛知県環境部自然環境課 2015）。また、

本市では、この計画を基に農作物被害状況等を考慮し、イノシシ、ニホン

ジカ、ニホンザルの３種について実施計画を毎年度策定し、対策を実施し

ている。

農作物被害だけでなく、これらの野生鳥獣による生態系への影響も深刻

になってきており、平成 27 年に公表された愛知県の最新版レッドリスト

「レッドリストあいち 2015」の公表資料では、絶滅のおそれのある種の主

な増加要因の一つとして、シカの食害による生息生育環境の悪化が挙げら

れている（愛知県環境調査センター 2015）。

本湿地では、特にイノシシによる影響が著しく、耕起やヌタ場利用によ

って湿地が荒らされるなどの影響が生じている。また、本湿地及びその周

辺では、ニホンジカ、アライグマ、ハクビシンなども確認されており（表

３-４参照）、これらによる湿地生態系への影響が懸念される。

【引用文献】
愛知県, 2015. 第三次レッドリスト「レッドリストあいち 2015」を作成しました.
愛知県環境部自然環境課, 2015. 「第 11 次鳥獣保護事業計画（変更）」及び「第二次特定鳥獣管理計画」の概要.
愛知県農林水産部農業振興課, 2015. 本県における鳥獣類による農作物被害の状況（平成 26 年度）.
環境省, 2015. 平成 27 年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書.

表３-４ 北山湿地及び周辺で確認された湿地生態系に影響を及ぼすおそれのある獣類
No. 分類群 目名 科名 種名 確認場所

1 哺乳類 食肉目 アライグマ アライグマ A湿地
2 哺乳類 食肉目 ジャコウネコ ハクビシン 北山湿地周辺
3 哺乳類 偶蹄目 イノシシ イノシシ 北山湿地及び周辺
4 哺乳類 偶蹄目 シカ ニホンジカ 北山湿地及び周辺

種数 4
・ 種の配列は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト『平成27年度生物リスト』」
（国土交通省 河川環境データベース）に準拠した。
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⑵ 各湿地の現状及び課題 

北山湿地自然環境保護区内における各湿地の現状（現在の状況、保護すべ

き野生動植物種）及び保全上の課題を表３-５～３-14 に示す。

なお、E、J 湿地の一部及び F 湿地（全部）については、自然環境保護区

外（民有地）のため、本計画の対象としない。

表３-５ Ａ湿地の現状及び課題

項 目 概 要

現在の状況 ・ 谷部の緩斜面に広がる開けた湿地（A-１湿地）と、一ノ沢沿い

に南北に延びる湿地（A-２湿地）に大別される。

・ A-１湿地には、腐植層が薄いあるいは砂礫層がむき出しになっ

た貧栄養湿地が見られ、ミミカキグサ類やモウセンゴケ類等の貧

栄養湿地性植物が多く生育する。また、本湿地を基準産地とする

コミゾソバが多産し、ハッチョウトンボやヒメタイコウチ等の湿

地特有の動物も多く生息する。

・ A-１湿地の周囲はやや乾燥し、一部ではコシダが繁茂している。

湿地内は定期的に全面的な下草刈りが行われているが、樹木、サ

サ類、イネ科草本類、シダ類の侵入が見られる。

・ A-２湿地には、ミズゴケ類、イヌノヒゲ等の湿地性植物が生育

する。これらは、近年の間伐作業によって増加傾向にある。

保護すべき

野生動植物

【植物】

● ムラサキミミカキグサ（市 VU・県 NT・国 NT、今後の遺伝子調査

によって 2 種に細分化される可能性あり）

● コミゾソバ（市 NT・県 NT、北山湿地が基準産地となっている）

・ ヘビノボラズ（市 VU・県 NT）

・ ナンカイイワカガミ（市 NT）

・ レンゲツツジ（市 NT）

・ ハルリンドウ（市 NT）

・ ミズギク（市 VU・県 NT）

・ サワラン（市 CR・県 CR）

・ コバノトンボソウ（市 VU）

・ トキソウ（市 EN・県 EN・国 NT）

・ ノリウツギ（昆虫類の吸蜜植物として重要）

【動物】

● ハッチョウトンボ（市 NT）

・ ヒメタイコウチ（市 NT、県 NT）

保全上の課題 ・ A-１湿地では、樹木、ササ類、イネ科草本類、シダ類（特にコ

シダ）が侵入してきているため、伐採・枝打ち、下草刈り等の継

続的な維持管理が必要である。

・ A-１湿地内の貧栄養湿地では、腐植層の増加が懸念される。

・ A-２湿地は、周辺樹木の成長に伴い全体的に暗くなっている。
注釈は表３-１に同じ。
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表３-６ Ｂ湿地の現状及び課題

項 目 概 要

現在の状況 ・ 沢沿いの開けた場所に湿地が存在し、イヌノヒゲ、イヌノハナ

ヒゲ、イグサ等の湿地性植物が多く生育する。

・ 周囲はやや乾燥し、湿地内は定期的に全面的な下草刈りが行わ

れているが、樹木、ササ類、イネ科草本類、シダ類の侵入が見ら

れる。

・ 河床の浸食に伴い沢の水位が低下しつつある。これを軽減させ

るため、伐採木を沢に投入した簡易な堰が数箇所設けられ、水溜

りが形成されている。

保護すべき

野生動植物

【動物】

● アズマヒキガエル（市内で生息環境が減少しつつある）

・ タゴガエル（市内で生息環境が減少しつつある）

・ ホトケドジョウ（市 NT・県 VU・国 EN）

・ ヒメタイコウチ（市 NT・県 NT）

・ シマアメンボ（市内で生息環境が減少しつつある）

保全上の課題 ・ 樹木、ササ類、イネ科草本類、シダ類が侵入してきているため、

伐採・枝打ち、下草刈り等の継続的な維持管理が必要である。

・ 河床の浸食に伴い沢の水位が低下しつつある。
注釈は表３-１に同じ。

表３-７ Ｃ湿地の現状及び課題

項 目 概 要

現在の状況 ・ 沢沿いの開けた場所に湿地が存在し、イヌノヒゲ、イヌノハナ

ヒゲ、イグサ等の湿地性植物が生育する。

・ 沢筋には、腐植層が薄いあるいは砂礫層がむき出しになった箇

所が所々に見られ、ムラサキミミカキグサ等の貧栄養湿地性植物

が生育する。特に湿地中央の水溜りの周囲に多い。

・ 周囲はやや乾燥し、湿地内は定期的に全面的な下草刈りが行わ

れているが、樹木、ササ類、イネ科草本類、シダ類の侵入が見ら

れる。

・ 河床の浸食に伴い沢の水位が低下しつつある。これを軽減させ

るため、伐採木を沢に投入した簡易な堰が数箇所設けられている。

保護すべき

野生動植物

【植物】

● ムラサキミミカキグサ（市 VU・県 NT・国 NT、今後の遺伝子調査

によって 2 種に細分化される可能性あり）

・ サワギキョウ（市 NT）

【動物】

・ ハッチョウトンボ（市 NT）

保全上の課題 ・ 樹木、ササ類、イネ科草本類、シダ類が侵入してきているため、

伐採・枝打ち、下草刈り等の継続的な維持管理が必要である。

・ 腐植層の増加が懸念される。

・ 河床の浸食に伴い沢の水位が低下しつつある。
注釈は表３-１に同じ。
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表３-８ Ｄ湿地の現状及び課題

項 目 概 要

現在の状況 ・ 沢沿いの開けた場所に湿地が存在し、ミズゴケ類等の湿地性植

物が生育する（かつてはミズゴケ類がマット状に群落を形成し、

特徴的な景観を有していた）。

・ 周囲はやや乾燥し、湿地内に樹木、ササ類、イネ科草本類、シ

ダ類の侵入が見られる。

・ 河床の浸食に伴い沢の水位が低下しつつある。これを軽減させ

るため、伐採木を沢に投入した簡易な堰が数箇所設けられている。

保護すべき

野生動植物

【植物】

● オオミズゴケ（県 NT・国 NT、かつての優占種）

・ ヘビノボラズ（市 VU・県 NT）

【動物】

● ヒメタイコウチ（市 NT、県 NT）

保全上の課題 ・ 周辺樹木の成長に伴い全体的に暗くなっている。

・ 樹木、ササ類、イネ科草本類、シダ類の侵入に伴いミズゴケ類

が減少傾向にある。

・ 河床の浸食に伴い沢の水位が低下しつつある。
注釈は表３-１に同じ。

表３-９ Ｅ湿地の現状及び課題

項 目 概 要

現在の状況 ・ 沢沿いの開けた場所に湿地が存在し、ミズゴケ類等の湿地性植

物が生育する（かつてはミズゴケ類がマット状に群落を形成し、

特徴的な景観を有していた）。

・ 周囲はやや乾燥し、湿地内に樹木、ササ類、イネ科草本類、シ

ダ類の侵入が見られる。

保護すべき

野生動植物

【植物】

● オオミズゴケ（県 NT・国 NT、かつての優占種）

・ ヤマドリゼンマイ（市 NT）

・ タニヘゴ（市 NT）

【動物】

● ヒメタイコウチ（市 NT、県 NT）

保全上の課題 ・ 民有地との境界が現地で明確になっていないため、伐採・下草

刈り等の作業ができない。

・ 周辺樹木の成長に伴い全体的に暗くなっている。

・ 樹木、ササ類、イネ科草本類、シダ類の侵入に伴いミズゴケ類

が減少傾向にある。

・ 河床の浸食に伴い沢の水位が低下しつつある。
注釈は表３-１に同じ。
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表３-10 Ｇ湿地の現状及び課題

項 目 概 要

現在の状況 ・ 谷部の緩斜面の開けた場所に湿地が存在し、ミズゴケ類、コミ

ゾソバ等の湿地性植物が生育する（かつてはミズゴケ類がマット

状に群落を形成し、特徴的な景観を有していた）。

・ 周囲はやや乾燥し、湿地内に樹木、イネ科草本類、シダ類の侵

入が見られる。

保護すべき

野生動植物

【植物】

● オオミズゴケ（県 NT・国 NT、かつての優占種）

・ コミゾソバ（市 NT・県 NT、北山湿地が基準産地となっている）

【動物】

● ヒメタイコウチ（市 NT、県 NT）

・ ムカシヤンマ（市内では生息地が限られている）

保全上の課題 ・ 周辺樹木の成長に伴い全体的に暗くなっている。

・ 樹木、イネ科草本類、シダ類の侵入に伴いミズゴケ類が減少傾

向にある。
注釈は表３-１に同じ。

表３-11 Ｈ湿地の現状及び課題

項 目 概 要

現在の状況 ・沢沿いの開けた場所に湿地が存在し、ミズゴケ類等の湿地性植物

が生育する。

・周囲はやや乾燥し、湿地内に樹木、ササ類、イネ科草本類、シダ

類の侵入が見られる。

保護すべき

野生動植物

・特になし（かつてはサギソウやギフチョウが見られた）

保全上の課題 ・周辺樹木の成長に伴い全体的に暗くなっている。
注釈は表３-１に同じ。

表３-12 Ｉ湿地の現状及び課題

項 目 概 要

現在の状況 ・ やなが沢池東端の水際と、池に流入する沢沿いの湿地に大別さ

れる。

・ やなが沢池東端の水際にはナガエミクリやアギナシ等の抽水植

物が生育する。

・ 沢沿いの湿地にはミズゴケ類等の湿地性植物が所々生育する。

保護すべき

野生動植物

【植物】

● アギナシ（市 NT・国 NT）

● ナガエミクリ（市 NT・国 NT）

・ フトヒルムシロ（市内で生育環境が減少しつつある）

保全上の課題 ・ やなが沢池東端の水際は、周辺樹木の枝張りによって上空が覆

われ全体的に暗くなっている。

・ 沢沿いの湿地は、周辺樹木の成長に伴い全体的に暗くなってい

る。
注釈は表３-１に同じ。
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表３-13 Ｊ湿地の現状及び課題

項 目 概 要

現在の状況 ・池岸の狭い平坦地に小規模な湿地が存在し、ミズゴケ類等の湿地

性植物が生育する。

・ササ類の侵入が見られる。

保護すべき

野生動植物

・特になし

保全上の課題 ・周辺樹木の成長に伴い全体的に暗くなっている。
注釈は表３-１に同じ。

表３-14 Ｋ湿地の現状及び課題

項 目 概 要

現在の状況 ・ 中央部に湿地が存在し、ミズゴケ類等の湿地性植物が生育する。

・ 周囲はやや乾燥し、湿地内に樹木、ササ類、シダ類の侵入が見

られる。

・ 周辺には植栽樹（スギ・ヒノキ）や常緑樹の大木が生育するが、

近年、植栽樹の大木の伐採が行われた。

・ 周辺の林床にはヒメカンアオイが生育し、これを食草とするギ

フチョウの発生地となっている。

・ 林道際の林縁部にはカザグルマやヘビノボラズなどが生育する。

保護すべき

野生動植物

【植物】

● ヒメカンアオイ（ギフチョウの食草として重要）

・ カザグルマ（市 EN・県 VU・国 NT）

・ ヘビノボラズ（市 VU・県 NT）

・ クモラン（市 NT、ノリウツギに着生）

・ ミヤマシキミ（北山湿地では比較的少ない）

【動物】

● ギフチョウ（市 NT・県 NT・国 VU、市条例指定希少野生動植物種）

・ ヒメタイコウチ（市 NT、県 NT）

保全上の課題 ・ 周辺樹木の成長に伴い全体的に林床が暗くなり、ギフチョウの

食草であるヒメカンアオイが減少傾向にある。

・ 平成 20 年 8 月末豪雨の際、湿地流末部（林道沿い）に土砂が流

入し、湿地からの水道を塞いで中央部に水が滞留するようになっ

た。これにより湿地内部の堆積物が増加傾向にある。
注釈は表３-１に同じ
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⑶ やなが沢池 

本湿地の下流端近くに位置する「やなが沢池」は、人工的なため池であ

るが、自然性の高い多様な水辺環境（止水環境）を呈しており、北山湿地自

然環境保護区の生物多様性を保全する上で重要な場所となっている。

「やなが沢池」の現状（現在の状況、保護すべき野生動植物種）及び保全

上の課題を表３-15 に示す。

表３-15 やなが沢池の現状及び課題

項 目 概 要

現在の状況 ・ 本湿地の下流端近くに位置する人工的なため池で、以前はマス

釣り池としても利用されていた。

・ 南岸は樹林、北岸は開けた草地となっており、自然性の高い多

様な水辺環境（止水環境）を呈している。このため、止水性トン

ボ類や抽水植物など多様な動植物の生息生育の場となっている。

・ 北岸の草地では部分的に草刈りが行われているが、樹木やササ

類の侵入が見られる。

保護すべき

野生動植物

【植物】

● ミズオトギリ（市 VU）

・ ササユリ（市 NT）

【動物】

・ ミナミメダカ（市 VU・県 NT・国 VU）

・ ニホンイシガメ（県 NT・国 NT）

● タベサナエ（市 VU・国 NT）

・ ムカシヤンマ（市内では生息地が限られている）

保全上の課題 ・ 池岸（特に南岸）では、周辺樹木の成長に伴い全体的に暗くな

っている。

・ 北岸の開けた草地では、樹木やササ類の侵入に伴い他の草本類

が減少傾向にある。

・ ウシガエルなどの他にも、池内に外来種が生息する可能性があ

る。
注釈は表３-１に同じ
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４ 基本方針

本計画の基本方針は以下のとおりとする。また、本計画推進のイメージを図

４-１に示す。

図４-１ 保全管理計画推進のイメージ

(1) 生物多様性の保全と復元

・現状の生物多様性の保全を図る。

・生物多様性の復元（再生）を試みる。

(2) 継続的な調査の実施

・学識者の指導・助言を得つつ継続的な調査を行い、保全計画に反映させる。

(3) 多様な主体による持続可能な管理

・市民・企業、学識者、行政の三者の協働による持続可能な管理を行う。

(4) 環境教育の場としての活用

・市民が自然と触れ合い、学ぶことのできる場として活用する。

北山湿地自然環境保護区保全管理計画の基本方針
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５ 生物多様性の保全と復元

「３ 現状及び課題」の項で示した現状及び保全上の課題を踏まえ、生物多

様性の保全と復元のために実施すべき保全活動の対象及び内容を検討した。

⑴ 保護区全域に共通する保全活動 

ア 樹林及び湿地環境の保全

保護区全域の樹林及び湿地環境の保全にあたり、以下の活動を実施す

る。

(ｱ) かつてこの地域に見られた薪炭林を目標とし、樹木の伐採（間伐）・

枝打ち、過剰に繁茂したコシダ等の下草刈りを行う。

(ｲ) ギフチョウの食草であるヒメカンアオイの生育地では、樹林の林床

を適度に明るくするため、樹木の伐採・枝打ち、下草刈りを行う。

(ｳ) 訪花昆虫の吸蜜対象となる植物の保全・増加に努める。

(ｴ) 湿地の日当りを良くするため、周辺樹木の伐採・枝打ちを行う。

(ｵ) 湿地内の下草刈りを行う。

イ 水源の保全

本湿地の水源である樹林（水源林）の保全にあたり、以下の活動を実施

する。

(ｱ) かつてこの地域に見られた薪炭林を目標とし、樹木の伐採（間伐）・

枝打ち、過剰に繁茂したコシダ等の下草刈りを行う。

(ｲ) 植生調査によって水源林の現状を事前に把握し、優先して伐採すべ

き樹種（常緑樹や植栽木等）やサイズ（人力で伐採可能な樹高・直径等）

の選定を行う。

(ｳ) 伐採・枝打ち後は追跡調査を継続して実施し、必要に応じて追加の

伐採・枝打ち等を行う。

ウ 外来種対策

本湿地への外来種の侵入を防ぎ、増加を抑えるため、以下の活動を実施

する。

(ｱ) 外来種の持ち込みを防ぐため、種子除去マットの設置及び維持管理

を行う。

(ｲ) 既に湿地内に侵入している外来種について、継続的な駆除を行う。

(ｳ) 観察者に対し、外来種対策の 3 原則「入れない」「捨てない」「拡げ

ない」の啓発普及に努める。
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エ 獣害対策

獣害（主にイノシシ、ニホンジカによる）を防ぐため、学識者の指導・

助言に基づき、必要に応じて以下の対策を実施する。

(ｱ) センサーカメラの設置により、イノシシ、ニホンジカの出現頻度等

の実態を把握する。

(ｲ) イノシシ、ニホンジカ以外の動植物に対する影響を考慮した上で、

捕獲罠や防護柵を設置する。

⑵ 各湿地での保全活動 

北山湿地自然環境保護区内における各湿地の現状及び保全上の課題を踏

まえ、各湿地の保全上の目標として目指す将来像（イメージ）を表５-１に

示すとおり設定した。

なお、E、J 湿地の一部及び F 湿地（全部）については、自然環境保護区

外（民有地）のため、本計画の対象としない。

表５-１ 各湿地の目指す将来像（イメージ）

湿地名称 目指す将来像（イメージ）

A 湿地 【生物多様性豊かな湿地】

ミミカキグサ類、モウセンゴケ類、ハッチョウトンボ、ヒメタイコウ

チなど多様な動植物が生息生育する貧栄養湿地の保全を目指す。

B 湿地 【湿地性動物の生息する湿地】

カエル類やホトケドジョウなど湿地性動物の生息・繁殖に適した水辺

環境を維持・整備を目指す。

C 湿地 【貧栄養湿地の復元を目指す】

ミミカキグサ類、モウセンゴケ類、ハッチョウトンボ、ヒメタイコウ

チなど多様な動植物が生息生育する貧栄養湿地の復元を目指す。

D 湿地 【現状の湿地環境の維持に努める】

周辺樹木の伐採・枝打ち、下草刈り等によって遷移の進行を適度に抑え、

現状の湿地環境の維持に努める。

E 湿地

（一部民有地を

除く）

【現状の湿地環境の維持に努める】

（D湿地に同じ）

G 湿地 【現状の湿地環境の維持に努める】

（D湿地に同じ）

H 湿地 【現状の湿地環境の維持に努める】

（D湿地に同じ）

I 湿地 【多様な水草が生育する水際湿地】

アギナシ、ナガエミクリなど多様な水生植物が生育する明るい水際湿地

の保全を目指す。

J 湿地

（一部民有地を

除く）

【現状の湿地環境の維持に努める】

（D湿地に同じ）

K 湿地 【ギフチョウが舞う明るい湿地】

ギフチョウやその食草であるヒメカンアオイの生息生育に適した環境

（適度に明るい林床・湿地等）の保全を目指す。
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また、これらの目標を達成するため、各湿地において実施すべき保全活

動の対象及び内容を検討した。これらの結果を表５-２～５-11 に示す。

表５-２ Ａ湿地における保全活動の対象及び内容

【Ａ湿地】生物多様性豊かな湿地

保全対象 保全活動の内容

保護すべき野生

動植物（13 種）

及び湿地環境

（A-１湿地）

・ 湿地の日当りを良くするため、周辺樹木の伐採・枝打ちを行う。

・ 全面的な下草刈りを行う。特にムラサキミミカキグサの生育す

る砂礫地の周囲は、踏み荒らしに注意しつつ、念入りに行う。

・ 下草刈り及び外来種駆除は年２回（初夏及び晩秋）程度とする。

晩秋はハルリンドウの芽が出る前に深く刈る。

・ 樹木の伐採・枝打ち、下草刈りにあたっては、コミゾソバ、ヘ

ビノボラズ、レンゲツツジ、ノリウツギ等を切らないよう留意す

る。

湿地環境

（A-２湿地）

保護区全域を対象とする保全活動の範疇で活動（樹木の伐採・枝

打ち、下草刈り等）を行う。

表５-３ Ｂ湿地における保全活動の対象及び内容

【Ｂ湿地】湿地性動物の生息する湿地

保全対象 保全活動の内容

湿地環境 ・ 湿地の日当りを良くするため、周辺樹木の伐採・枝打ちを行う。

・ 全面的な下草刈りを行う。

・ 下草刈りは年１回（秋）程度とする。

アズマヒキガエ

ル

タゴガエル

ホトケドジョウ

ヒメタイコウチ

シマアメンボ

カエル類等の生息・産卵場所として、現在ある水溜り（河床低下

対策として設けられたもの）を維持・整備する。また、これらの周

囲は下草刈りの頻度を少なくし、鳥類による捕食からカエル類が逃

れることができるような水際環境とする。
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表５-４ Ｃ湿地における保全活動の対象及び内容

【Ｃ湿地】貧栄養湿地の復元を目指す

保全対象 保全活動の内容

ムラサキミミカ

キグサ

サワギキョウ

ハッチョウトン

ボ

・ 湿地の日当りを良くするため、周辺樹木の伐採・枝打ちを行う。

・ 全面的な下草刈りを行う。特にムラサキミミカキグサの生育す

る水溜りの周囲は、踏み荒らしに注意しつつ、念入りに行う。

・ 下草刈り及び外来種駆除は年２回（初夏及び晩秋）程度とする。

・ 河床低下に対する対策を継続的に実施する。

表５-５ Ｄ湿地における保全活動の対象及び内容

【Ｄ湿地】現状の湿地環境の維持に努める

保全対象 保全活動の内容

オオミズゴケ

ヘビノボラズ

ヒメタイコウチ

・ ミズゴケ群落の維持を目指す。

・ 湿地の日当りを良くするため、周辺樹木の伐採・枝打ちを行う。

・ 全面的な下草刈りを行う。

・ 下草刈りは年１回（秋～冬）程度とする。

・ 樹木の伐採・枝打ち、下草刈りにあたっては、ヘビノボラズを

切らないよう留意する。

表５-６ Ｅ湿地における保全活動の対象及び内容

【Ｅ湿地】現状の湿地環境の維持に努める

保全対象 保全活動の内容

オオミズゴケ

ヤマドリゼンマ

イ

タニヘゴ

ヒメタイコウチ

・ 保全活動の実施に先立ち、民有地との境界を現地確認し、境界

杭等で明確にする。

・ ミズゴケ群落の維持を目指す。

・ 湿地の日当りを良くするため、周辺樹木の伐採・枝打ちを行う。

・ 全面的な下草刈りを行う。

・ 下草刈りは年１回（秋～冬）程度とする。

・ 樹木の伐採・枝打ち、下草刈りにあたっては、ヤマドリゼンマ

イ、タニヘゴを切らないよう留意する。
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表５-７ Ｇ湿地における保全活動の対象及び内容

【Ｇ湿地】現状の湿地環境の維持に努める

保全対象 保全活動の内容

オオミズゴケ

コミゾソバ

ヒメタイコウチ

ムカシヤンマ

・ ミズゴケ群落の保全を優先する。

・ 湿地の日当りを良くするため、周辺樹木の伐採・枝打ちを行う。

・ 全面的な下草刈りを行う。

・ 下草刈りは年 1 回（秋～冬）程度とする。

表５-８ Ｈ湿地における保全活動の対象及び内容

【Ｈ湿地】現状の湿地環境の維持に努める

保全対象 保全活動の内容

湿地環境 保護区全域を対象とする保全活動の範疇で活動（樹木の伐採・枝

打ち、下草刈り等）を行う。

表５-９ Ｉ湿地における保全活動の対象及び内容

【Ｉ湿地】多様な水草が生育する水際湿地

保全対象 保全活動の内容

アギナシ

ナガエミクリ

フトヒルムシロ

・ やなが沢池の水際の日当りを良くするため、上空を覆う樹木の

伐採・枝打ちを行う。

・ 樹木の伐採・枝打ちは年 1 回（初夏）程度とする。

湿地環境

（沢沿い）

沢沿いの湿地については、保護区全域を対象とする保全活動の範

疇で活動（樹木の伐採・枝打ち、下草刈り等）を行う。

表５-10 Ｊ湿地における保全活動の対象及び内容

【Ｊ湿地】現状の湿地環境の維持に努める

保全対象 保全活動の内容

湿地環境 保護区全域を対象とする保全活動の範疇で活動（樹木の伐採・枝

打ち、下草刈り等）を行う。
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表５-11 Ｋ湿地における保全活動の対象及び内容

【Ｋ湿地】ギフチョウが舞う明るい湿地

保全対象 保全活動の内容

ギフチョウ

ヒメカンアオイ

ヒメタイコウチ

・ 湿地及びその周辺の日当りを良くするため、常緑樹の大木を伐

採し、特に低木は５～７割程度を間伐する。

・ 全面的な下草刈りを行う。

・ 下草刈りは年 1 回（秋）程度とする。

カザグルマ

ヘビノボラズ

クモラン

カザグルマ、ヘビノボラズ、クモランの主な生育場所となってい

る水路際や林道際など林縁部の樹木や草本は、外部からの影響を緩

和させるマント・ソデ群落としての機能も有するため一部残存させ

る。

湿地環境 土砂流入によって塞がれた水道を回復させ、水が常時流れるよう

な湿地を復元する。

⑶ やなが沢池での保全活動 

「やなが沢池」の保全にあたり、以下の活動を実施する。

表５-12 やなが沢池における保全活動の対象及び内容

【やなが沢池】

保全対象 保全活動の内容

ミズオトギリ

ササユリ

ニホンイシガメ

タベサナエ

ムカシヤンマ

・ 北岸の草地では止水性トンボ類や抽水植物など多様な動植物の

生息生育に適した明るい水辺を維持するため、定期的に草刈りを

実施する。

・ 一度に全面的な草刈りは避け、隔年で場所を変えて行うなど多

様な水辺環境の維持に配慮する。

・ 草刈りの実施時期はトンボ類の発生時期を考慮し、秋以降とす

る。

・ 草刈りにあたっては、ミズオトギリ、ササユリを切らないよう

留意する。

・ 外来種の調査・駆除のため、池の水抜きの実施を検討する。
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６ 継続的な調査の実施

自然の遷移あるいは保全活動の実施によって生じる変化を把握し、本計画に

反映させるため、表６-１に示す項目について継続的な調査を実施する。なお、

これらの調査は学識者の指導・助言を得て実施する。

表６-１ 調査項目

区 分 調査項目

種の多様性に関する調査 ・ 植物相調査

・ ヒナノシャクジョウの生活史・個体群調査

・ 動物相調査

・ ギフチョウの生活史・個体群調査

遺伝子の多様性に関する調査 遺伝子調査

生態系の多様性に関する調査 植生調査

環境調査 地下水位観測

復元実験 湿地性植物の復元実験調査

⑴ 種の多様性に関する調査 

種の多様性に関する調査として、植物相調査及び動物相調査等を実施する。

また、本湿地の種の多様性を保全する上で重要な種（ヒナノシャクジョウ、

ギフチョウ）について、生活史・個体群調査を実施する。

これらの目的、方法等を表６-２～６-５に示す。

表６-２ 植物相調査

植物相調査

調査の目的 自然の遷移あるいは保全活動の実施に伴う植物相の変化を把握

し、これらの保全に反映させる。

調査実施者 学識者・おかざき湿地保護の会・市

調査場所・範囲 保護区全域

主な調査方法 ・ 目視、採取等によって植物相を把握する。

・ 種の同定や学術的記録（標本）のために必要となる個体の採取

を含む。
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表６-３ ヒナノシャクジョウの生活史・個体群調査

ヒナノシャクジョウの生活史・個体群調査

調査の目的 ヒナノシャクジョウの移動（広がり方）の実態を経年的に把握し、

本種の保全に反映させる。

調査実施者 おかざき湿地保護の会・市

調査場所・範囲 本種の継続的な発生地（A-1・G・H 湿地周辺の樹林など）

主な調査方法 ・ １m×１～２m 程度の調査枠を数箇所設置し、枠内での詳細な生

育位置を図上に記録する。重力散布による移動の影響を受ける可

能性があるため、斜面は避ける。

・ 調査は年３回程度（７月初旬、７月下旬、８月上旬）とし、少

なくとも３～５年継続して実施する。なお、枠外に生育が広がっ

た場合は、調査枠を広げる。

・ 調査枠設置のための杭打ちやロープ張り、確認位置記録のため

のマーキング（目印付け）を含む。

表６-４ 動物相調査

動物相調査

調査の目的 自然の遷移あるいは保全活動の実施に伴う動物相の変化を把握

し、これらの保全に反映させる。

調査実施者 学識者・おかざき湿地保護の会・市

調査場所・範囲 保護区全域

主な調査方法 ・ 目視、捕獲等によって動物相を把握する。

・ 種の同定や学術的記録（標本）のために必要となる個体の捕獲・

採集を含む。

・ 調査に必要となる各種トラップ（小型哺乳類捕獲用のシャーマ

ントラップ、魚類捕獲用のセルビン、地上徘徊性昆虫類捕獲用の

ベイトトラップなど）や無人センサーカメラの設置を含む。
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表６-５ ギフチョウの生活史・個体群調査

ギフチョウの生活史・個体群調査

調査の目的 ギフチョウの発生状況及び食草であるヒメカンアオイの生育状況

の推移を把握し、本種の保全に反映させる。

調査実施者 学識者・おかざき湿地保護の会・市

調査場所・範囲 保護区全域

主な調査方法 ・ 目視、捕獲等によってギフチョウの成虫・卵・幼虫の発生状況

（位置・時期・個体数等）を記録する。

・ 目視によってヒメカンアオイの生育状況（範囲・株数等）を記

録する。

・ 確認位置記録のためのマーキング（目印付け）を含む。

⑵ 遺伝子の多様性に関する調査 

遺伝子の多様性に関する調査として、遺伝子調査を実施する。これらの目

的、方法等を表６-６に示す。

表６-６ 遺伝子調査

遺伝子調査

調査の目的 本湿地に生息生育する特徴的な動植物（ムラサキミミカキグサ、

ミズギク等）の遺伝的特性を把握し、学術的な位置付けを明確にす

るとともに生物多様性（遺伝的多様性）の保全に反映させる。

調査実施者 学識者・市

調査場所・範囲 保護区全域

主な調査方法 ・ 動植物の遺伝子解析を行い、本湿地における対象種の遺伝的特

性の把握（他産地との比較による地理的変異の把握）及び遺伝的

多様性の把握（多様性及びクローン性の把握）を行う。

・ 種子を採取し、発芽実験を行う。

・ 遺伝子解析や発芽実験のために必要となる試料（個体）の捕獲・

採取を含む。
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⑶ 生態系の多様性に関する調査 

生態系の多様性に関する調査として、植生調査を実施する。これらの目的、

方法等を表６-７に示す。

表６-７ 植生調査

植生調査

調査の目的 本湿地を涵養し、生態系の基盤となっている樹林の植生を把握し、

樹木の伐採・枝打ち、下草刈り等の樹林の保全に反映させる。

調査実施者 学識者・おかざき湿地保護の会・市

調査場所・範囲 保護区全域（特に主要な湿地の水源となる樹林）

主な調査方法 ・ 一辺が５～15m 程度の調査枠を数箇所設置し、コドラート法によ

る植生調査（ブラウン－ブランケの植物社会学的植生調査法）を

実施する。

・ 調査は樹木の伐採・枝打ち等を行う前に実施し、伐採・枝打ち

後は追跡調査を継続して実施する。

・ レッドデータブック掲載種等、保全すべき植物種の生育が確認

された場合は、誤って切らないようマーキング等を行う。

・ 調査枠設置のための杭打ちやロープ張り、樹木へのマーキング

（プレートやテープの打ち付け）を含む。

⑷ 環境調査 

湿地環境に関する調査として、地下水位観測を実施する。これらの目的、

方法等を表６-８に示す。

表６-８ 地下水位観測

地下水位観測

調査の目的 主な湿地の地下水位の変動を把握し、湿地を涵養する水源林の保

全等に反映させる。

調査実施者 おかざき湿地保護の会・市

調査場所・範囲 A-１・C湿地

主な調査方法 ・ 湿地内及びその上流側の数箇所において観測孔を設置し、観測

孔内の地下水位を定期的に観測する。

・ 観測孔は市販の塩ビパイプ等に穴（ストレーナー）を開けたも

のを用い、できるだけ周囲を乱さないように削孔して土中に埋め

込む。その際、最初の不透水層を貫通しないよう留意する。

・ 雨水や表流水が入り込まないよう孔口を地表面より上にし、観

測時以外は蓋をする。
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⑸ 復元実験 

湿地性植物の復元実験調査を実施する。これらの目的、方法等を表６-９

に示す。

表６-９ 湿地性植物の復元実験調査

湿地性植物の復元実験調査

調査の目的 腐植層の剥ぎ取りや表層土の天地返しによる湿地性植物の復元実

験を行い、湿地性植物の保全に反映させる。

調査実施者 学識者・おかざき湿地保護の会・市

調査場所・範囲 A-１・C湿地

主な調査方法 ・ 腐植層の増加がみられる箇所において 0.5～1m 四方程度の試験

区を数箇所設置し、腐植層の剥ぎ取りや表層土の天地返しを行っ

て埋土種子からの発芽等による湿地性植物の発生状況（種及び個

体数）を記録する。

・ 調査の実施にあたっては、調査枠の位置・サイズ、実施時期等

について、学識者と十分な打合せを行う。

・ 試験区設置のための杭打ちやロープ張り、確認位置記録のため

のマーキング（目印付け）を含む。
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７ 多様な主体による持続可能な管理

豊かな自然を次世代に引き継いでいくために、本計画は、市民・企業、学識

者、行政の三者が協働しあって課題解決に取り組むものとする。

⑴ 市民・企業（おかざき湿地保護の会） 

ア 湿地環境保全のために草刈等の保全活動や自然観察会等の啓発活動の

実施

イ 動植物相調査等の実施

ウ 保全活動、啓発活動における課題の提起

⑵ 学識者 

ア 保全活動、啓発活動への指導、助言

イ 遺伝子等の専門的な項目の調査の実施

⑶ 行 政 

ア 保全活動や啓発活動の企画及び実施

イ 活動、調査等の依頼

図７-１ 協働による管理のイメージ

市民・企業

（活動の主体）

調査の依頼

行 政

（企画の主体）

学識者

（調査の主体）

指導・助言

指導・助言

課題の提起課題の提起

活動の依頼
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８ 環境教育の場としての活用

市民を対象に環境への理解を深め、環境保全のために行動する人材育成のた

めの環境教育の場として北山湿地自然環境保護区を活用する。

⑴ 北山湿地自然観察会の実施（年間 3回以上） 

自然観察会を実施することで北山湿地の豊かな自然環境に触れてもらい、

自然に対する興味・関心を持ってもらう。

⑵ 小学校向け環境教室の開催 

生物多様性について理解を深める時期である小学校高学年を対象に環境

部実施事業「学校で環境教室」プログラムとして北山湿地での環境教室を募

集、開催する。

⑶ 保全活動参加者の募集及び活動の実施 

市政だより、ホームページ等で保全活動の参加者を募集し、保全活動の参

加を通じて環境への理解を深めてもらう。

⑷ 環境教育の講師の育成 

北山湿地での環境教育をより推進するために、保全活動等を行っている市

民等を対象に講座等を開催し、環境教育の講師のできる人材の育成を行う。

⑸ 駐車場の整備 

環境教育の場としてより多くの市民等が北山湿地を訪れやすい環境を整

備するために、バスが駐車できる駐車場の整備を行う。
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９ 年間実施計画

⑴ 作業 

北山湿地自然環境保護区における自然環境の保全のために実施する各種

作業について、実施場所別の作業内容及び年間実施計画を表９-１に示す。

⑵ 調査 

北山湿地自然環境保護区における自然環境の保全のために実施する各種

調査について、調査内容及び年間実施計画を表９-２に示す。

⑶ 啓発普及活動 

北山湿地自然環境保護区における自然環境の保全のための啓発普及活動

の年間実施計画は以下のとおりとする。

(ｱ) 観察会 年３回（４、６、10 月）実施

(ｲ) パンフレットの発行及び配布 随時実施

(ｳ) 岡崎市ウェブサイト及び市政だよりでの情報発信 随時実施

(ｴ) 小中学校向けの環境教室 申し込みに応じ随時実施
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表９-２ 調査内容及び年間実施計画

調査
項目

植物相調査
ﾋﾅﾉｼｬｸｼﾞｮｳ
の生活史・個
体群調査

動物相調査
ギフチョウの
生活史・個体

群調査
遺伝子調査 植生調査

地下水位
観測

湿地性植物
の復元実験

調査

4月
成虫・卵・幼
虫の調査

5月
試料（個体）

採取

6月

7月
方形枠設置、
位置調査

方形枠設置、
植生調査

発生状況の
確認

8月

9月

10月

11月

12月
試験区腐植
層剥ぎ取り等

1月 食草の調査

2月

3月
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10 規制

北山湿地自然環境保護区における自然環境の保全のため、以下の行為をしよ

うとする者は、市長の許可を受けなければならないこととする。ただし、非常

災害のために必要な応急措置として行うときは、この限りでない（岡崎市自然

環境保全条例 第９条第１項）。

⑴ 動物を捕獲し、殺傷し、若しくは放ち、又は動物の卵を採取し、損傷し、

若しくは放つこと。

⑵ 木竹を伐採し、若しくは植栽し、又は損傷すること。 

⑶ 木竹以外の植物を採取し、若しくは植栽し、又は損傷すること。 

⑷ 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。 

⑸ 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。 

⑹ 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。 

⑺ 水面を埋め立て、又は干拓すること。 

⑻ 河川、池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。 

⑼ 保護区ごとに保全計画で指定する河川、池沼、湿地又はこれらに流水が 

流入する水域若しくは水路に、排水設備を設けて汚水又は廃水を排出するこ

と。

⑽ 広告物その他これに類する物を掲出し、又は設置すること。

⑾ 家畜を放牧すること。 

⑿ 屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。 

⒀ 火入れ又はたき火をすること。 

⒁ 前各号に掲げるもののほか、保護区における自然環境の保全に支障を及 

ぼすおそれがある行為で規則で定めるもの

11 施設

北山湿地自然環境保護区における自然環境の保全のための施設整備として

以下の項目を実施する。

⑴ 現在設置されている保全施設（標識（解説板・制札板・境界杭）、作業道）

の補修・見直し及び新たな施設の追加（作業道等）

⑵ 獣害対策施設（学識者等の意見を踏まえ設置を検討する。） 

⑶ 外来種対策施設（種子除去マットの追加等、学識者等の意見を踏まえ設 

置を検討する。）
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12 推進体制

⑴ 協議会の設置 

本計画の推進にあたり、保全活動の実施状況及び各調査結果を確認・検討

し、本計画に反映させる場として「北山湿地保全管理計画推進協議会」（仮

称）を設置する。

協議会は、市民、学識者、行政の三者によって構成し、年１回以上開催す

る。主な協議の内容は以下のとおりとする。

ア 保全活動の実施状況報告

イ 各調査の結果報告

ウ 本計画の見直し検討及び年間実施計画の策定

エ 調査結果報告書の作成（概ね３年ごとに作成）

⑵ 計画の見直し 

協議会において、調査結果や学識者の指導・助言を基に定期的に本計画の

見直しを行い、年間実施計画を毎年度作成する。また、概ね５年ごとに本計

画の中間的な見直しを行い、10 年ごとに全体的な見直しを行う。

なお、環境の変化に柔軟に対応するため、必要に応じて随時、保全活動・

調査・規制等について見直しを行う。この際、学識者の意見を踏まえること

とする。

13 上位計画その他施策との関連

我が国では、豊かな生物多様性を保全し、その恵みを将来にわたり享受で

きる自然と共生する社会を実現することを目的として、生物多様性基本法が

平成 20 年に施行された。この基本法では、生物多様性の保全と利用に関す

る基本原則、生物多様性国家戦略の策定、白書の作成、国が講ずべき 13 の

基本的施策など、わが国の生物多様性施策を進めるうえでの基本的な考え方

が示されている。また、国だけでなく、地方公共団体、事業者、国民・民間

団体の責務、都道府県及び市町村による生物多様性地域戦略の策定の努力義

務などが規定されている。

本基本法及び生物多様性条約に基づき、国では生物多様性の保全及び持続

可能な利用に関する国の基本的な計画として「生物多様性国家戦略」（平成

７年 10 月）を作成した。本戦略はこれまでに４度の見直しが行われており、

「生物多様性国家戦略 2010」（平成 22 年３月）では、我が国における生物

多様性の危機の構造を４つの危機（人間活動や開発による影響、自然に対す

る人間の働きかけが減ることによる影響、人が持ち込んだ外来種などによる

影響、地球温暖化による危機）に分類している（環境省 2010）。また、最新

の「生物多様性国家戦略 2012－2020」（平成 24 年９月）では、平成 22 年 10

月に開催された生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）で採択された愛
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知目標の達成に向けた我が国のロードマップが提示され、５つの基本戦略が

設定されている（環境省 2012）。

愛知県では、生物多様性基本法に基づく生物多様性地域戦略として「あい

ち生物多様性戦略 2020」（平成 25 年３月）が作成され、生物多様性の損失

を止めるための具体的な行動の実施に向けて 214 の行動計画と 32 の数値目

標が設定された。また、県独自の取り組みとして、開発と生物多様性保全の

調和を図る「あいち方式」が示されている（愛知県環境部自然環境課 2013）。

本市では、生物多様性地域戦略として「生物多様性おかざき戦略」が平成

24 年１月に作成された。本戦略は、国及び愛知県の戦略と整合を図ったも

のとなっており、「多様な自然と豊かな暮らしが次世代へと引継がれる環境

共生都市・岡崎」を将来像として、本市固有の自然環境の中で培われてきた

生物多様性を保全し、生物多様性と調和した自然資源の活用を図ることによ

り、市民が将来にわたって生物多様性の恩恵を享受できるまちづくりを目指

すこととしている。また、この将来像の実現に向けて、「本市在来の生物多

様性の保全と再生」「生物多様性の恩恵を持続可能な形で享受できる社会の

実現」「将来にわたって学び、考え、共に支え合い行動する岡崎文化の環の

醸成」による生物多様性を支える基盤づくりを目標に掲げ、８つの行動戦略

と 26 の具体的施策を定めている（岡崎市 2012）。

この 26 の具体的施策の中で、「希少野生動植物の保護」では、市域で絶滅

のおそれのある種を対象に保護活動を行うとともに、岡崎市自然環境保全条

例（平成 20 年 10 月施行）に基づいて指定希少野生動植物種を新たに追加指

定し、捕獲、採取の規制を行うこととしている。「水辺生態系の保全・再生」

では、市域の重要性の高い湿地等について法令による保護を行うとともに、

市民と自然とのふれあいの場としての活用を進めていくこととしている。

「重要地域の保全・質の向上」では、希少な野生生物の生息・生育地や優れ

た自然環境を有する地域（重要地域）を新たに抽出し、法令等の効果的な運

用によって優れた自然環境の保護・保全の推進を図るとともに、現在、法令

により保護されているエリアについて、質の向上を図りながら引き続き保全

に努めていくこととしている（岡崎市 2012）。

本計画はこれらの具体的施策の一環として、本湿地の保全及び管理に関す

る方向性を示すとともに、具体的な保全方法を策定するものである。

【引用文献】
愛知県環境部自然環境課, 2013. あいち生物多様性戦略 2020 ～愛知目標の達成に向けて～.
環境省, 2010. 生物多様性国家戦略 2010.
環境省, 2012. 生物多様性国家戦略 2012-2020 ～豊かな自然共生社会の実現に向けたロードマップ～.
岡崎市, 2012. 生物多様性おかざき戦略.
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図 1-1 上位計画その他施策との関連

生物多様性国家戦略

生物多様性基本法

あいち自然環境保全戦略

岡崎市環境基本条例

生物多様性おかざき戦略

2050 年の目指すべき将来像

「多様な生物と豊かな暮ら

しが次世代へと引き継がれ

る環境共生都市・岡崎」

岡崎市自然環境保全条例

岡崎市環境基本計画

岡崎市の環境保全に関する

総合的な計画

第６次岡崎市総合計画

岡崎市のまちづくりに関する

総合的な構想と計画

生物の多様性に関する条約

都市計画マスタープラン

平成 22 年策定

岡崎市緑の基本計画

平成 23 年策定

岡崎市水環境創造プラン

平成 20 年策定

岡崎市森林整備ビジョン

平成 23 年策定

岡崎市地球温暖化対策
実行計画(区域施策編)

平成 23 年策定

岡崎市景観計画

平成 24 年策定

関連する他の計画

北山湿地自然環境保護区

保全管理計画

岡崎市

整合 連携

加盟

愛知県

国

国際社会

あいち生物多様性戦略 2020
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14 おわりに

本計画では現状の課題と今後の活動内容を示した。しかし、湿地は遷移が進

むものであるため、計画に示されている以外の活動や調査が必要になることも

考えられる。どのような状況にも柔軟に対応するために今後も定期的に計画の

見直しを行える体制を作り、市民・企業、学識者そして行政の三者の協力のも

と、４つの基本方針に沿って、保全活動、啓発活動及び調査を実施し、課題解

決に努め、より多くの方が北山湿地の豊かな自然に触れられるように保全及び

管理を実施していきたいと思う。

最後に本計画の策定に対し、適切な助言と御指導をいただきました方々に心

から感謝を申し上げ、末尾の言葉とさせていただく。


