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霞ヶ浦田村・沖宿・戸崎地区自然再生事業は，自然再生推進法に基づき実施している事業で
ある．本事業は，自然再生推進法第8条の規定により協議会を設立し，協議会で作成した自然再
生実施計画書により推進している．平成29年度には，基盤整備を進めてきた自然再生施設が概
成し，今後は本格的な再生，環境学習等利活用を図っていく．しかし，自然の営力は不確実性
があり，整備後も再生目標に沿った環境を継続的に保持するには，適切な維持管理活動が重要
となる．本報は，自然再生の目標達成に向けた継続的な取り組みを行うための一環として，維
持管理計画の検討を行い，整理した課題や対応方針等について報告する.
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湖岸の植生帯は様々な要因が相まって減少したものと

1. はじめに

考えられるが，抽水植物，浮葉植物の減退には波浪によ
る湖岸の侵食や湖岸堤築造による生育場の減少が大きく

霞ヶ浦［常陸利根川，横利根川，霞ヶ浦(西浦)，鰐川

影響しており，また，沈水植物の減退には，植物プラン

及び北浦の 5 河川の総称］は，茨城県南東部の平地に位

クトン増加による透明度の減少が大きく影響していると

置し，湖面積約 220km2 と全国第 2 位の広さを有する平

想定されている．

均水深約 4m の海跡湖である．霞ヶ浦の湖岸は，過去に
は，抽水植物，浮葉植物，沈水植物に代表される湖岸植

2. 自然再生事業の概要

生帯が広く分布していたが，しかし，抽水植物は昭和
47 年頃に約 400ha あったものが平成 10 年頃では約 200ha
と大幅に減少し，浮葉植物は同約 28ha あったものが約

（1） 事業の経緯

3ha に減少，沈水植物は同 750ha あったものが群落面積

霞ヶ浦の湖岸植生の減退傾向を踏まえ，多様な主体の
参加や環境学習などでの活用が期待できる湖岸として，
茨城県土浦市とかすみがうら市の霞ヶ浦の湖岸沿いを事
業対象地（図-2）として，自然再生推進法に基づき湖岸
環境の再生を図ることとした．
自然再生を進めるにあたっては，霞ヶ浦田村・沖宿・
戸崎地区自然再生全体構想1）の作成から，事業の実施，
維持管理に至るまで，地域住民，NPO等自然再生事業に
関する活動に参加しようとする者及び関係機関等との協
議・連絡調整など幅広い意見交換や協働による連携が必
要となる．このことから，自然再生推進法第8条に基づ
き，2004年10月に霞ヶ浦田村・沖宿・戸崎地区自然再生

としてはほぼ 0ha となっている（図-1）．

図-1 霞ヶ浦湖岸の植生帯面積の変化

1

協議会（以下，協議会と示す．）を設立し，事業を進め
ているところである．協議会の会員は，学識者，市民団
体の代表者，企業の代表者，公募の個人，市，県関係部
局の担当者等で構成され，事務局は霞ヶ浦河川事務所と
なっている ．
自然再生地区は，現況及び過去の植生分布，地形の現
況，既存施設および湖岸の利用状況等からA～Iの9区間
に分け(図-3)，順に，養浜やワンド，消波施設などの整
備を実施し，基盤整備としては平成29年度で概成してい
るところである．

茨城県霞ヶ浦環境科学センター

図-4 自然再生全体構想における目標設定
霞ヶ浦田村・沖宿・戸崎自然再生地区

（3） 事業の段階，課題

図-2 事業対象地 位置図

自然再生地の基盤整備が慨成し，今後は本格的な再
生・環境学習等利活用を開始していく．しかし，整備し
た環境は自然の営力だけでは維持・更新されないため，
整備後も再生目標に沿った施設機能を継続的に保持して

茨城県霞ヶ浦環境科学センター

いくには，施設の適切な維持管理活動が重要となる．し
かし，自然再生施設は規模が大きく，設立時からの協議
会委員の減少，委員の高齢化が進んでおり，継続的な維
持管理が懸念されているところである．
今後，企業や学校など維持管理等への若い世代の関心
を向けさせ，新たなメンバーを加えていくことや，協議

図-3 自然再生事業の事業区間（A～I区間分け）

会以外の外部の方の協力も得られるような施策を展開し
ていく必要がある．

（2） 自然再生の目標

そこで，適切な維持管理活動を行うため，維持管理計

かつて，湖岸には湿地，幅のある植生帯，複雑な水際

画策定を目標に検討を行うこととした．

線が分布していた．また，湖岸から台地にかけては，植
生帯（ヨシ原），水田や湿地帯，エンマ（水路），斜面
樹林などが連続し，霞ヶ浦の代表的な環境要素を顕著に

3. 維持管理計画の検討

みることができた2)．
自然再生事業は，この地域の特色と変遷を踏まえ，

自然再生の目標達成に向けた継続的な取り組みを行う
ための一環として，維持管理計画を策定を考えた．
維持管理計画の検討にあたっては，計画書を維持管理
編，運営編，企画促進編で構成し，これまでの維持管理
に関わる活動の実績や他地域における自然再生の維持管
理事例を参考に，維持管理に必要な労力，協議会の運営，
これらに関わる課題，それを解決するための企画につい
て整理した．
各編で整理した課題や対応方針等の検討内容について

自然の力を借りながら変化に富む水辺空間を再生し，か
つての霞ヶ浦に普通に見られた動植物を呼び戻し，憩い
の場・環境教育の場として役立つこと，人と自然が共生
していくことを願って「多様な動植物が生育・生息し，
里と湖の接点を形成する湖岸帯の保全・再生を図る」と
いう全体目標の達成を目指し，湖岸環境の保全・再生，
人と湖のつながりの再生，湖岸景観の保全・再生に取り
組むものとなっている(図-4)．
2

c)今後の方策

以下に記述する．

これまでに生じた維持管理について，課題と方針を整
(1) 維持管理編

理したところだが，基盤整備が終わってまだ間もない箇

維持管理編では，自然再生目標に沿った施設機能を継

所もあるため，引き続き，現状を見直しながら，環境管

続的に発現させるために必要な維持管理活動について整

理活動の頻度を設定していく必要がある．

理することを目的とした．
a) 維持管理に関する課題と対応方針

（2） 運営編

これまでに自然再生地で生じた維持管理結果より，施

運営編では，維持管理編で整理した維持管理活動を，

設機能を継続的に発現させるために必要な維持維持項目， 効率的に運営していくことを目的とした．まずは，これ
具体的な課題とその対応方針について整理した（表-1）． まで協議会の運営事務局を担ってきた霞ヶ浦河川事務所
が維持管理活動等を運営するために必要であった事項や

表-1 維持管理項目の課題と対応方針
1

項目
ルート確保
（除草・集草）

2 植生管理
3 ゴミの除去
4 施設の維持管理

目標
自然再生地までのルー
ト確保
外来種の繁茂しない状
況
景観維持、利用者の安
全確保

課題

対応方針

繁茂しない状況を
維持するための労
力

環境管理
（除草・集草、植生管理、ゴ
ミの除去）
担い手確保・増員

利用者の安全の確保

－

霞ヶ浦河川事務所で必要に応
じて実施

手順についてまとめた．
a) 運営に関する課題と対応方針
現在の協議会は，自然再生推進法に基づく公的なもの
であり，委員の熱意により，霞ヶ浦と人との関係の再構

課題の中で特に外来種の繁茂，特定外来生物の侵入し

築を目指したボランティア活動的な仕組みとなっている．

ないことが維持される状況を目標水準とした場合，現時

現在，基盤整備等を霞ヶ浦河川事務所が行ってきた関

点では特定外来生物であるミズヒマワリの侵入が確認さ

係で，協議会の主体的な役割となっているが，将来的に

れており最大の問題となることが想定される．

は協議会委員による運営へと移行していくことが課題と

実際に，平成30年度の入り環境管理として駆除活動を

なる．簡易に維持管理活動を運営するため，事務局担当

実施したところ，他の植物等の間に入りこんでいるもの

者が変更になった際にも，滞りなく事務局機能を引き継

も多く，根絶するには困難であることがわかった．

ぐことが可能なように手順書として整理した．
b) 実施手順

管理の目標は，外来生物の繁茂しない状況としたが，
定期的な観察や駆除を環境管理として，取り入れる必要

実施手順として，過去の環境管理活動の実績から，事

がある．これには，活動の担い手の確保・増員が必要で

務局の実施項目と，スケジュールを整理した（表-3，表

あると考えられる．

-4）．

b) 必要な維持管理作業と役割分担

実施手順の項目とスケジュールを確認することで，い
つまでにどの項目を実施する必要があるか，手順を把握
する事が可能となる．

自然再生地や協議会の参加者等の実状を踏まえ，植生
管理等の人的負担を軽減しながら湖岸植生帯の保全・再

表-3 維持管理活動における事務局の実施項目

生を図るための維持管理項目と実施者，時期等を設定し

実施項目

た（表-2）．

1 企画立案

表-2 維持管理項目と実施者，実施頻度
項目
ルート確保
（除草・集草）
2 植生管理
3 ゴミの除去
4 施設の維持管理
1

実施者の案
霞ヶ浦河川事務所維持工事，協議会委員，
ボランティア
協議会委員，ボランティア
協議会委員，ボランティア
国土交通省

実施頻度・時期

2 関係機関等への事前周知

・火入れを実施する場合に実施

3 参加者の募集

・協議会委員への募集案内作成・発送等に関する事項

4 資機材の準備

年2回，夏前，秋期

5 交通手段の確保

年1回
環境学習実施前,出水後
必要に応じて実施

除草・集草，植生管理，ゴミの除去については，近年
の平成28，29年度の活動実績をもとに，要する労力や，

実施内容
・年間スケジュールの設定に関する事項
・活動のタイムスケジュール設定に関する事項

・除草・集草・ゴミ拾いで必要となる資機材の準備の調整・
負担に関する事項
・自家用車での参加を想定した活動等の駐車位置に関する事
項
・マイクロバスの手配に関する事項

6 保険の加入

・活動中の事故で参加者が怪我をした場合の備えとしてのレ
クリエーション傷害保険の加入に関する事項

7 当日配布資料

・参加者に当日の活動内容を把握いただくために，必要事項
を整理した，当日配布資料に関する事項

8 収集ゴミ、刈草等の処分

・ゴミの分別と処分者（自治体）および特定外来生物の処分
に関する事項

管理に必要な頻度等を基に設定している．維持管理の中

表-4 維持管理活動にかかる実施項目の全体スケジュール

で，除草・集草には，非常に大きな労力を要する．そこ
実施項目

で，平成28年度より，一部の箇所で火入れを試行してお
り，その効果を検証し，維持管理に取り入れていく事で，
省力化につながるものと考えられる．これらの整理した
維持管理項目と対応方針等を，運営編の基礎資料とした．
3

1
2
3
4
5
6
7
8

企画立案
関係機関等への事前周知
参加者の募集
資機材の準備
交通手段の確保
保険の加入
当日配布資料
収集ゴミ、刈草等の処分

1年前

半年 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月 半月 1週間
3日前 前日
前
前
前
前
前
前

当日

c) 今後の方策

る予定を考えている．

現在は，参加者の募集，実施管理等をすべて事務局が
実施しているため，継続的な維持管理活動を実施してい
くには，事務局の作業負担を軽減し，効率的な運営を行
うことが必要である．
コミュニケーションツールとしてポータルサイト，
SNSによる，双方向的なやりとりへの組み替え，活動拠
点（場所）の設定などが考えられ，これらを新たな提案
項目として整理した．
（3） 企画促進編
維持管理活動を実施する上で，課題となっている協議
会委員の追加，新たな担い手確保を促すことを目的とし
て，整理した．
a) 企画促進に関する課題と対応方針
自然再生地の維持管理作業には相当の労力が必要とな
る．協議会委員の減少や高齢化の傾向から，新たな委員
や参加者として，維持管理の担い手を増員していく必要
がある．委員や維持管理活動等に参加いただくために，
参加者の立場に応じてインセンティブを与えることや，
一般参加を促すためのイベントを企画して，実行してい
くことが重要である．そこで，参加者確保となる手法を
検討した．
b) 参加者確保の手法
維持管理活動に参加者が意欲を持って取り組めるよう
に，参加者の分類に応じたインセンティブを整理した
（表-5）．

図-5 維持管理計画（素案）

維持管理活動は，ただ目標に従って実施すれば良いも
のではない．例えば，単純な範囲を決めた機械除草など
は難しく，反って周辺の植物へ悪影響を与える場合もあ
る．これは，協議会委員からも意見があったところであ
り，現地状態をよく把握し，自然再生事業へ理解がある
人達で，管理をしなければならない．それが出来る担い
手の確保が課題であり，重要である．

5. まとめ

自然再生地区の維持管理方法を検討し，維持管理計画
（素案）としてまとめた．
維持管理計画（素案）は，事務局を担う担当者向けに
作成している．このため，平成30年4月から着任した自
表-5 参加者とインセンティブ
身にとって，今年度の環境管理活動を行うにあたって維
対象
内容
1 一般
水辺のふれあい、リフレッシュ
持管理計画に沿って，スムーズに進める事が出来たため，
CSR活動（環境保全活動）
2 企業
広報、イメージアップ
運営編として整理した手順どおり実施できることが，検
地域貢献での加点
生きた教材、体験活動の場
3 学校
証された．
研究フィールド
4 商工会、組合等
地域興し
今後，維持管理計画（素案）をもとに，協議会へ事務
その他，周辺企業，学校等を維持管理協力等のイメー
局機能を引き継げるように議論し，霞ヶ浦河川事務所も
ジを加え，リストアップした．
協議会委員として，事業の推進を図る予定でいる．また，
c) 参加を促す手法
自然再生事業地では，火入れなど毎年試行的な取り組み
を検討しているところである．検討結果は，霞ヶ浦の他
参加を促す企画として，広報資料として自然再生地の
の箇所にも活用可能であると考えられ，今後，事務所の
魅力の発信，環境学習を行う霞ヶ浦環境科学センターの
イベントとの連携，貢献者への表彰制度などが考えられ， 維持管理にも役立てたい．
他事例の制度を参考に記載した．
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