
【助 言 者】  特定非営利活動法人アサザ基金 
         向山 玲衣 
 
【司 会 者】  鹿嶋市青少年育成市民会議 
         会 長 渡辺 正男 
 
【事例発表者】  ●鉢形九反田池管理委員会 
          委員長 平山 英夫、会 計 小池 みよ子 
         ●山之上谷津田再生協議会 
          会 長 井関 孝司、監 事 小田原 久夫 
 
【記 録 者】  鹿嶋市まちづくり市民センター 
         主 査 高野 勝明 
         主 査 風間 正 
 
【会場運営者】  ●１班 
          鹿嶋緑を愛する会 会 長 石上 勝人 
          鹿嶋語り部の会 代 表 五喜田 敏子 
          鹿嶋市社会福祉協議会事務局 局 長 池田 雅行 
         ●２班 
          鹿嶋市まちづくり連絡協議会 副会長 高橋 利男 
          鹿嶋市まちづくり市民懇話会 副会長 田口 伸一 
          鹿嶋市市民協働部 次 長 大川 文一 
         ●３班 
          鹿嶋市青少年育成市民会議 会 長 渡辺 正男 
          鹿嶋市体育指導委員連絡協議会 副会長 田中 りい子 
          鹿嶋市教育委員会 次 長 林 益弘 



時  間 内  容 

13：10～13：15 
（５分） 

分散会のタイムスケジュール及び内容説明 

13：15～13：45 
（30分） 

事例発表 
 ≪鉢形九反田池の再生報告≫ 
  鉢形九反田池管理委員会 委員長 平山 英夫、会計 小池 みよ子 
 ≪山之上谷津田の再生を通じて、 
    環境教育（ビオトープ）と地域住民交流の場の創出≫ 
  山之上谷津田再生協議会 会長 井関 孝司、監事 小田原 久夫 

13：45～14：30 
（45分） 

グループディスカッション 
 ３班に分かれ、テーマを設定して話し合う。 

14：30～14：50 
（20分） 

班ごとの発表＆助言者からの指導・総括 

向山
むこうやま

 玲衣
れ い

 

特定非営利活動法人アサザ基金 

 1977年生まれ、大学卒業後、一般企業に就職。2003年９月より現職。 

 2006年度、豊郷小学校5年生の“総合的な学習の時間”の活動を当基金代表理事飯島とともに

支援。学校での児童による学習と公民館での市民による学習の連携、土地借用、工事の手配など

を行った。児童の提案実現（水源地再生）後は、山之上谷津田再生の会が行う現地管理や地域活

動を支援している。 
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[発 表 者] 

鉢形九反田池管理委員会 

委員長 平山
ひらやま

 英夫
ひ で お

 

会 計 小池
こ い け

 みよ子
み よ こ

 

Ⅰ 鉢形九反田池の位置と歴史 

▲オオフサモに覆われて、水はほとんど見えません。油の様なものも浮、臭いさえ漂っていました。  

 しかし、排水口からはザーザーと音を立て水が流れ出していました。湧水量は１日57ｔもあり 

 ました。 

 鉢形九反田池は鉢形小学校の東側に位置し、市役所から総合福祉センターに向かい、踏切

手前、マルコメ精米所前を左に入ったところにあります。 

 明治時代にこんこんと湧き出る清水を利用した農業用ため池として整備されました。昭和

40年代までは、夏には蛍が飛び交い、ヤマトシジミ、川エビ、鯉やウナギなども生息し、子

どもたちの声が絶えない近隣住民の憩い場でした。鉢形に泳げない子どもはいなかったとも

言われています。ところが鹿島開発とともに都市化の影響で土砂や生活雑排水が流れ込み、

池の富栄養価が進み、底には汚泥が堆積して汚れた池となってしまいました 
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Ⅱ 活動の概要（経過） 

１ 再生のきっかけは 

 この池の隣に住む一人のお年寄りの言葉でした。 

 地域福祉推進委員として一人暮らしの高齢者を訪問、安否確認の仕事をしていた小

池は「昔はとても綺麗だったのよ。冬の朝は池から水蒸気が立ち、夏はホタルがいっ

ぱい飛んで、何とかして欲しい」の、一言に「何とかしたい」と思いました。当時、

（今でもありますが）市民協働のまちづくりをテーマに、鹿嶋市まちづくり市民懇話

会が立ち上がり、その中の「美しいまち専門部」に所属していた仲間が「かしま環境

ネットワーク」を立ち上げ、目玉の事業として、この池の再生を取り上げ、地元に呼

びかけ今日に至りました。 

▲水面に映る住宅の美しさは感動的 ▲ベンチを設置、この前に鯉もやってきます。 

 近所のお父さん達もやってきます。 

２ 再生の手順は 

 地区と、かしま環境ネットワークの連名で再生の要望書を鹿嶋市長宛てに提出。 

 協力する旨の回答をいただきました。※経過報告書に記載のとおりです。 

 再生浚渫工事に先立ち、池周辺の草刈りを実施。１００名を超える大勢の住民が集

まり周辺は見違えるほど綺麗になりました。 

▲池の中から、出るわ出るわゴミの山 ▲草刈り済んでハイチーズ 
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 また、かっぽし大作戦と称し、池の水を抜いて、池の魚を別のため池に移動しまし

た。この時は、鉢形小学校の子ども達も大勢参加。放流のお手伝いをしました。 

 この池の再生にあたり、再生委員会はいくつかのこだわりを持って再生に取り組み

ました。まず、「極力自然の素材を使いたい」の思いから、池の周囲を丸太で囲いま

した。 

▲湧水とヘドロとの格闘でした。 ▲工事の様子を見守る地域の人々 

安全対策として周囲を浅くする。万が一落ちても大丈夫なように。 

池の内側にはダンプで60台以上の砂が入っています。（鉢形区からの寄付です） 

▲安全対策として砂を入れました。 ▲駐車場も整備（追加工事） 

水源地をいじらないなど、いくつかのこだわりを持って再生してきました。 

３ 資金はどこから 

 浚渫工事は市が直接実施。（３３０万円） 

 周辺の遊歩道整備費として３００万円のバックアップを。 

 地元寄付金として１１１万円。（１割地元負担ということで） 

 鉢形区から砂と追加工事費として約１００万円を現物で。 

 他に市からは測量費、地質調査費、周辺借地費等も支出されています。 
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▲完成祝賀会 乾杯 ▲鯉も放流されました 

▲イカダ遊びも 

▲子ども達によるメダカの放流 ▲池の見学会も開催 

Ⅲ 成果・課題 
まとめとして… 

 再生には市役所のたくさんの課が関係していました。用地管理課、みどり推進課、道路

整備課、農業委員会等でしたが、窓口をまちづくり推進課一本にまとめていただき感謝で

す。 

 寄付集めは大変でしたがみなさんに快く寄付していただきました。これにも感謝です。 

 再生委員会改め鉢形九反田管理委員会として役員体制も決まり、活動資金も公園管理費

として市から支給されるめども立ちました。 

 あとは地域の宝、憩いの場として後世に守り伝えていって欲しいと願っています。 

 最後になりましたが、蛍がたくさん生息していることが確認されました。 

夏にはぜひお出かけください。お待ちしています。 
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年 月 内  容 

平成18年４月 

    ７月 

 

    ９月 

かしま環境ネットワークより九反田池再生の提案をする 

市へ再生の要望書を“かしま環境ネットワーク 麻生会長”“鉢形区長  平山

英夫”“鉢形北区長  佐藤利晃”の連名で提出 

市から「再生に向けて協力をする」との回答を得る 

平成19年２月 

    ４月 

    ５月 

    ７月 

 

    ８月 

話し合いを重ね、「鉢形九反田池再生委員会」を発足 

周辺測量と共に役員による現地調査 

草刈りの実施  １００人参加 

環境調査、動植物、湧水量他をアサザ基金に依頼 

１日５７トンの湧水量があることが判明 

かっぽし大作戦、浚渫に向けて魚の移動 

平成20年４月 

    ６月 

    12月 

周辺地主さんと借地契約の締結 

池の地質調査 

浚渫工事 

平成21年３月 

    ４月 

 

    ５月 

 

 

 

 

 

 

    ７月 

 

    ８月 

 

 

    11月 

    12月 

周辺整備工事 

桜（河津桜）の苗木10本を植樹 

湖岸南部土地改良事務所さんからの寄付による 

・グレーチング工事、フェンスの取り替え 

  ベンチ、立て看板の設置 

・はまなす公園から鯉の寄贈 

 完成お披露目会 

・池の中の水草の除去作業、周辺草刈り 

・はまなす公園から鯉の寄贈 

 完成お披露目会 

・池の中の水草の除去 

・ホタルの生息を確認（８月中旬まで確認） 

・市民協働部との話し合い（今後の管理体制について） 

・鉢形九反田池再生委員会から鉢形九反田池管理委員会へ移行 

 鉢形九反田池管理委員会会則及び役員の選任 

池西側湧水のため暗渠（あんきょ）工事の実施 

池北側暗渠工事の実施 

 以上、極めて大まかですが、再生の経過です。 

 お陰様で、地元の皆様から１００万円を越える寄付金。鉢形区からは工事代金の超過分とし

て、約１００万円分の砂と安全対策のために池に入れる砂を提供していただいております。 

 また、米川さんからは手作りのいかだを寄贈していただきました。 

 地域の皆様には、たくさんのご支援とご協力をいただき心より感謝申し上げます。 

 これからも地域に愛される池として、みんなで大事に守り続けましょう。 
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[発 表 者] 

山之上谷津田再生協議会 

会 長 井関
い せ き

 孝司
こ う じ

 

監 事 小田原
お だ わ ら

 久夫
ひ さ お

 

Ⅰ 谷津田再生の発端 

 平成18年度に豊郷小学校の児童を対象に、特定非営利活動法人アサザ基金による「北浦

の水質浄化＝アサザの植生」の環境授業が発端となり、北浦の水源となる台地からの湧き

水がでる場所を探索することになり、山之

上地区にある小規模な谷津田跡地を発見し

ました。 

 学習成果の発表会で、この谷津田が自然

観察や様々な自然体験ができる場所として

最も適しているので、子ども達から保護者

やまちづくり関係者に「その谷津田の再生

とその活用ができるような環境づくりがで

きないか」と提案されたことが発端とな

り、平成19年１月環境ボランテイア有志が

集い「谷津田再生の会」を発足して、その活動が開始された。 

 谷津田は山林の谷間にある棚状の田んぼですが、今回再生する場所は斜面林に囲まれた

小規模な棚田で、昔は耕作されていたが湖岸北部土地改良事業では新たな圃場整備工事が

されず、鹿島開発提供用地の集合地となり県に換地され、現在では県から鹿嶋市に譲渡さ

れ市有地となっており、未活用地で放置された土地でした。 

 その当時の谷津田状態は、長い間放置されたことで、竹やぶや雑草・雑木類が伸び放題

となっており、人の出入りができない程荒れ放題の湿地帯になっていて、数カ所から綺麗

な湧き水が田んぼの水路に流れ出ておりました。 
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▲谷津田周辺の枝払い 

Ⅱ 活動の概要（経過） 

１ 山之上谷津田の再生事業の開始 

「谷津田再生の会」が事業開始しましたが、大部分は人力による手作業で、竹やぶや

雑木の伐採、葦などの雑草刈りを行い、一部重機等を投入することで、多種多様な生

物が生息できるように「ため池」（３カ所）と米作りの「小棚田」（５面）を整備し

ました。 

▲竹やぶ・雑草の草刈り 

▲地内に作った田んぼ ▲東屋とため池 

 整備された後には、トンボ・ホタル・蛙や昆虫が数多く見られようになり、餌場と

して白鷲などの多くの野鳥類が飛来するようになり、昆虫採取・野鳥観察などができ

るようになりました。 

 小棚田には、豊郷小の子ども達に手作業による米作りの体験場所に活用することに

しました。 
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２ 再生活動推進体制の強化と豊郷地区の地域振興資源として積極的な活用 

 当初は「再生の会」のみの活動であったが、地区の住民からも話題と関心高まり、

活動の趣旨理解と多くの参加協力を得られるように、地域の関係する団体・機関が連

絡調整を行う場として、新たに「山之上谷津田再生協議会」を発足し、組織の運営体

制を強化し、事業内容の拡充を図ることにしました。 

★組織の構成団体と役割分担★ 

豊郷小学校・PTA 
（環境学習） 

地区まちづくり委員会 
（活用事業の企画実施） 

事務局 
豊郷地区まちづくりセンター 

（連絡調整） 

かしま環境ネットワーク 
（環境学習の支援・協力） 

山之上区［集落］ 
（周辺地権者として支援・協力） 

NPO法人アサザ基金 
（再生活動・環境学習の助言・支援） 

地区成人 

ボランティア 

鹿嶋っ子 

育成課 

谷津田再生の会 
（森林・谷津田の維持管理） 

自然環境 

等研究者 

地区住民 

環境保護の 

市民団体 

市の関係各課 

 再生協議会の目的は、山之上地区内に山林並びに谷津の再生と活用事業を行い、自

然環境の保護・活用を目指し、山林、谷津の再生整備計画の策定、再生事業の推進

し、北浦の水源地である山之上谷津田の豊富な湧水と貴重な生物の生態系を保全する

ことです。 

現在の活動は次４点を重点的に実施しています。 

（１）山之上谷津田における豊郷小児童の環境学習や野外活動を支援する。 

（２）山之上谷津田における手作業による米作り体験や自然観察会を支援する。 

（３）谷津田地内の訪問者にふれあい交流を図る活動（イベント）を支援する。 

（４）訪問者が谷津田地内で楽しく過せるように東屋等の施設整備を実施する。 
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▲協議会の会議・事業の企画等 ▲子ども達の田植え 

▲子ども達の田植え２ ▲鎌を使っての稲刈り 

▲稲刈り ▲自然乾燥後の脱穀 

▲とうみでゴミの除去 ▲自然観察会１ 

-52- 



▲自然観察会２ ▲自然観察会３ 

▲料理教室 ▲収穫米での餅つき大会 

３ 具体的な活動 

 協議会としては再生の会のメンバーを中心に、第１谷津田（トンボの里）の維持管

理（月２回の作業活動）と米作り体験事業と交流イベントの企画実施を支援し、一方

で周辺にある耕作されない田んぼを借りて、酒米作りも取り組み、その収穫米は酒造

店に買い上げてもらい、近い将来には、谷津田米単独の醸造酒を作り、地元米ででき

た地酒として販売を検討しています。 

 無農薬の稲作作りは、手作業で田植え、草取り、稲刈り、おだ掛けでの自然乾燥、

昔ながらの農機具を使い脱穀を行います。谷津田の収穫米は「料理教室」、「餅つき

大会」等交流イベントで試食しております。 

 子ども達の稲作作りと野外活動は、まちづくり委員会の「放課後子ども教室」とし

て実施しています。 

 「東屋」は、谷津田の所在のシンボルとして、茨城県の元気な森林づくり事業補助

金を活用して築造しました。また、田植え、稲刈り、餅つき大会のイベントには、都

市と地方の地域間交流として、都内の外資系企業「ＵＢＳ証券」の家族を対象にした

「農村生活体験」ツアーとして受入し、農作業にも参加協力してもらい、作業終了後

は交流親睦会を行っています、社員には多国籍の家族が多く、国際交流の場にもなっ

ています。 

 今年度は、第２谷津田を「ホタルの里」として開墾してのホタルが生育場と広場を

整備します。２つの谷津田の間にある山林には「山小屋」を作り、子ども達に山林で

の遊び場づくり等を計画しています。 
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Ⅲ 成果・課題 

 成果としては… 

  作業を通じての会員同士の融和もさることながら、イベント参加者が米作り体験活

動・自然観察等イベントをとおして、自然生態の保全の大切を実感しており、谷津田再

生が自然保護を考える機会や人と人が出会いの場と交流の場になっている。 

 

今後の課題としては… 

 １ 協議会の活動を継続していくためにも、安定的な運営と活動資金の確保。 

 谷津田の日常的維持管理にようする経費（消耗品や資材器具の購入、燃料費等）

に対する市や関係機関団体からの財政的支援が得られる方策の検討。 

 ２会員の確保と事業実施際のスタッフの確保 

 維持管理である草刈り・稲作等作業協力者やイベント実施の際の協力者をどう確

保拡大する方策の検討。(特に次世代に継承していくためにも若者層の参加が必要) 

 ３ 楽しく魅力ある谷津田の活用事業の展開ための専門的指導者の派遣受入 

 谷津田の自然保護・活用を図るために、魅力ある事業（イベント）の企画の実施

の際に、研究者、各種機関団体から指導者の派遣協力を得ること。 

 ４ 環境教育（ビオトープ）が実践できる公な自然公園施設の位置づけ 

 現在は、市有地を協議会が無償で使用しているが、近い将来には調整区域にある

自然公園としての位置づけを行い、協議会が維持管理を受託する形態にすること。 
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