
皿池湿原保全活動計画

三 田 市

～生物多様性さらいけ戦略～





は じ め に
『市民の環（わ）で自然と暮らしをはぐくむまち 三田』

皿池湿原は、 県下有数の湿原です。 サギソウ、 トキソウ、 ハッチョウトンボ、 ヒメタイコウチなど、

湿原に特有な様々な生きものがみられ、 皿池湿原は市域の生物多様性を保全するうえで非常に重要

な場所といえます。 湿原が育む可憐で魅力的な草花や昆虫は、 私たちを惹きつけ、 心にやすらぎを

与えてくれます。 また、 湿原は周辺の里山管理の中で残されてきたという二次的な性格が強く、 地

域の自然 ・ 歴史 ・ 文化を学ぶ生涯学習 ・ 環境学習の場としても重要です。

三田市では、 この素晴らしい魅力を持つ皿池湿原を市民に公開すべく風致公園化を検討していま

す。

一方、 周辺の里山の利用がなくなった今日において、 二次的な性格が強い湿原を良好な状態で維

持するには人為的な管理が不可欠です。 これは、 市域の生物多様性を守り、 そこから得られる恵み

を次世代に引き継いでいく大切な取り組みです。

皿池湿原保全活動計画は、 市の財産ともいえる素晴らしい自然環境を、 市民、 企業、 専門家、

行政などの多様な主体の連携により保全するとともに、 良好な状態で次世代に引き継ぎ、 持続的に

利活用することを目的に策定しました。
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第１章
「皿池湿原保全活動計画」策定の背景
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１．湿原とは

（１）湿原の概説

湿っている立地が湿地であり、 そこに発達する草原を湿原といいます。

湿原は、 高層湿原、 低層湿原、 中間湿原の大きく 3 つのタイプに区分されます。

高層湿原は、 冷涼地に発達する湿原で、 尾瀬ヶ原が有名です。 植物遺体が十分に分解されず泥

炭として堆積し、 上昇した湿原面は主に雨水で涵養されます。 雨水には栄養塩類がほとんど含まれ

ていないため、 貧栄養な条件でも生育できる植生が発達します。

低層湿原は、 周辺からの流入水により涵養される湿原で、 湖沼や河川に発達するヨシ原などがこ

のタイプの湿原に属します。 栄養条件がよいので生育する植物の多くは大きく生長します。

中間湿原は、 高層湿原、 低層湿原の中間的性格をもつ湿原です。 西日本の暖温帯、 丘陵地や低

山地を中心に広く分布しているのがこのタイプの湿原で、 皿池湿原も中間湿原に分類されます。 宝

塚市の丸山湿原、 西宮市の甲山湿原、 加西市の網引湿原など、 兵庫県の代表的な湿原はすべて中

間湿原です。 温暖であるため泥炭は堆積せず、 周辺から湧水などの貧栄養な流入水により涵養され

ているのが特徴です。 オオミズゴケなどのミズゴケ類、 モウセンゴケ、 ミミカキグサ類などの食虫

植物、 シロイヌノヒゲなどのホシクサ属植物、 イヌノハナヒゲ、 イトイヌノハナヒゲ、 ミカヅキグサ

などのミカヅキグサ属植物、 サギソウ、 トキソウ、 マアザミなど、 草丈の低い植物を中心とした貧

栄養な環境にも耐えうる中間湿原に特有な湿原生植物が生育します。

サギソウ▶ ミカヅキグサ▶

ムラサキミミカキグサ▶
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（２）失われつつある湿原生態系～兵庫県の湿原を例に～

湿原にはそこでしかみられない生きものがたくさんいます。 地域の生物多様性を維持するうえで

湿原の保全は非常に重要です。 しかし、 丘陵地や低山地に分布する中間湿原は、 開発により消失し

やすく、 残存する湿原でも利用されなくなった周辺の里山林が発達し、 樹木による被陰や乾燥化が

生じるなど、 植生遷移に起因した面積の縮小や湿原生植物の消失が起こっています。

湿原を保全するには、 湿原そのものがなくならないよう土地利用を計画的に行うとともに、 湿原

を湿原として維持していくための適切な植生管理を行うことが必要になってきています。

1975 年から 2010 年にかけての
　　　　　　　　　湿原の面積の変化

▶

10-24% 縮小

25-49% 縮小
50-74% 縮小

75-90% 縮小

4地点

4地点

11地点

2地点

※ 「湧水湿地の保全と植生管理」 （福井聡， 2011）
　に基づき作成

1996 年から 2010 年にかけての
　　　湿原生植物の出現種数の変化

▶

種数減少

種数増加

変化なし

14地点
4地点
3地点

1湿原面積の変化

1975 年から 2010 年にかけて 25 地点の湿原

のうち 4 地点が開発により消失しました。

残り 21 地点の湿原では、 すべての地点で面積

が縮小しています。 うち 13 地点では面積の縮小

率が 50％以上です。

湿原面積の縮小は、 主として周辺樹木の生長

により日照条件が悪化し、 湿原植生が衰退したこ

とよるものと考えられます。

2湿原生植物の種多様性の変化

湿原面積が大きいほど湿原生植物の種多様性

が高くなります。 逆に湿原面積が小さくなると種

多様性が低下します。 このように、 湿原面積は湿

原生植物の種多様性を規定する要因のひとつと

いえます。

実 際 に、 湿 原 面 積 が 縮 小 し た 1996 年 か ら

2010 年にかけて、 14 地点の湿原で湿原生植物

の種数が減少しています。減少した湿原生植物は、

被陰されやすい湿原周縁部に出現するものがほ

どんどであることがわかっています。

Column: 兵庫県南部の湿原の現状

25地点
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（３）湿原を守る意味

私たちは、 様々な生きものとのつながりの中で生活しており、 豊かな自然環境がもたらす恩恵を

直接、または間接的に享受しています。 この生物多様性がもたらす恩恵を生態系サービスといいます。

生態系サービスは、 供給サービス、 文化的サービス、 調整サービス、 基盤サービスなどに分けられ

ます。

湿原が育む草花や昆虫の美しく可憐な様は、 観る人の多くを魅了します。 また、 湿原を維持する

ために欠かせない里山林の手入れは、 里山林を利用し、 自然と共生するかつての暮らしを知る絶好

の機会となります。 湿原は、 自然との触れ合いやレクリエーションの場であり、 地域の自然 ・ 歴史 ・

文化を学ぶ生涯学習 ・ 環境学習の場でもあります。 これらはまさに湿原が私たちにもたらす文化的

なサービスです。 サービスを将来にわたっても享受するには、 恩恵を受ける様々な主体の参画と協

働により、 湿原を共有の財産として保全し、 未来に引き継いでいくことが大切です。

Column: 生態系サービス

私たちは自然の生きものから、 直接、 または間接的に様々な恩恵を受けています。 国連によ

るミレニアム生態系評価 （2005 年） では、 このことを 「生態系サービス」 と呼び、 4 つに整理

しています。聞き慣れない言葉ですが、生物多様性と私たちとの関わりがうまく説明されています。

<供給サービス>

様々なものを
供給してくれる恩恵

野菜、 魚などの食品

繊維や染料

医薬品

エネルギーなど

<文化的サービス>

多様な文化を支え、
つくりだす恩恵

伝統文化

レクリエーション

美しい景観など

<調整サービス>

自然に守られる
私たちの暮らし

気候調節

洪水調節

表土流出防止

水の浄化など

<基盤サービス>

生きものが生み出す大気と水などの恩恵

植物の光合成による酸素供給、 水循環、 土壌の形成や栄養分の循環など
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２．策定の背景と位置づけ

（１）皿池湿原に関する県・市などの動向

皿池湿原は、 1995 年に県ではじめて作成されたレッドデータブックでＡランクに指定され、 貴重

な湿原植生が分布する場所として、 その大切さが広く公表されました。 県のレッドデータブックはそ

の後、 2003 年、 2010 年に 2 回見直しが行われていますが、 貴重性はＡランクでかわることなく高

く評価され続けています。 また、 三田市においても市域の貴重な生態系を掲載したレッドデータブッ

クを 2003 年に発行し、 皿池湿原の生態系としての貴重性を広く発信しています。

1990 年代には住宅・都市整備公団（現 : 都市再生機構）による土地区画整理事業が浮上しますが、

このような皿池湿原の貴重性を鑑み、 湿原を涵養水の確保に必要な集水域と一体的に保全する土

地利用計画の見直しが行われました。 その後、 事業は社会情勢により中止となりますが、 民間企業

による昨今の第二テクノパークの整備においては、 湿原保全の考え方はそのまま受け継がれ、 湿原

と集水域は改変されることなく事業が進められています。 さらに、 2010 年には、 整備を進める民間

企業により、 植生遷移が進み樹林化した皿池湿原の一部を湿原にもどす取り組みも行われました。

三田市では、 2005 年、 都市計画マスタープラン （四季体感都市の形成） により、 皿池湿原の公

園化による保全を掲げ、 2012 年には湿原と集水域を含む周辺樹林帯を風致公園として都市計画決

定しました。 植生管理としては、 2014 年に重機を用いた樹林地の撤去を行い、 湿原の再生を試み

ました。 一方、 2014 年、 市は市民や企業の参画と協働による 「シティセールス」 の推進を掲げま

した。 今後は、 皿池湿原を豊かな自然環境を有する我が市のセールスポイントとして広く情報発信

するとともに、 セールスポイントとして湿原を持続的に利用するために必要な取り組みを、 多様な主

体が連携して行うことが重要になってきます。

表．皿池湿原に関する動向
年 兵庫県 都市計画（県・市） 三田市 企　業

1995「兵庫県版レッドデータブック」
植物群落 A ランク

（相野・皿池湿原：湿地植物群落）
1997 「阪神間都市計画」

特殊公園・上皿池公園 として都市
計画決定

2003「改訂 ･ 兵庫県版レッドデータブッ
ク 2003」
植物群落 A ランク

（相野・皿池湿原：湿地植物群落）

「未来に伝えたい三田の自然 生態系
レッドデータブック」
湿原ランク A、湿生林ランク B、
ため池ランク B、湿原群ランク A

2005 「三田市都市計画マスタープラン」
風致公園化、保全的整備促進など、
整備方針・方策を明記

2009 皿池湿原の所有者が都市再生機構
から三田市となる

2010「 兵 庫 県 版 レ ッ ド デ ー タ ブ ッ ク
2010（植物・植物群落） 」
植物群落 A ランク

（相野・皿池湿原：湿地植物群落）

大和ハウス工業㈱による皿池湿原
の植生管理と貴重植物の移植の実
施

2011「 兵 庫 県 版 レ ッ ド デ ー タ ブ ッ ク
2011（生態系）」
生態系 A ランク（皿池湿原群）

大和ハウス工業㈱によるモニタリ
ング調査の実施

2012 「阪神間都市計画公園」
上皿池公園を皿池湿原公園（風致公
園）に名称変更し、公園区域を拡大

大和ハウス工業㈱によるモニタリ
ング調査の実施

2014 皿池湿原の植生管理の実施
シティセールス事業取組開始
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皿池湿原は 8 つの湿原からなる湿原群です。 その

うち、 写真の湿原は最もアプローチしやすく、 面積も

湿原群の中では最大で、 皿池湿原の魅力を体感でき

る皿池湿原の顔ともいえる湿原です。 しかし、 その一

方で中央部の樹林化が著しく、 植生管理は喫緊の課

題と考えられました。 三田市では、 2014 年冬、 この

樹林地 （約 250 ㎡） を対象に植生管理を行いました。

これは、 皿池湿原を譲り受けてはじめてとなる市の取

り組みです。

植生管理の対象とした樹林地は、 周縁部が植生遷移によって樹林化してしまった、 もとは湿原

であったと考えられる場所であり、 中央部はアカマツやソゴヨが生える里山放置林です。 遷移に

より樹林化した場所だけでなく里山放置林も含めて一体的に伐採 ・ 撤去し、 さらには重機で土壌

を掘削して地盤を地下水位に近づけるための工事を行いました。

その結果、 樹林地であった場所の広範囲が湿潤な環境となりました。 この植生管理の最終的

な目標は、 湿原植生の再生です。 周辺にみられるような湿原植生の成立には、 相応の時間の経

過を要します。 場合によっては予期せぬ方向へと植生遷移が進むかもしれません。 経過を注意

深く観察し、 必要に応じて手を加える ・ 手直しするなど、 目標を達成するための管理もまた重要

と考えます。

Column: 三田市による植生管理の実施（2014）

皿池湿原▶

植生管理の対象
とした樹林地

重機を使用した湿原の管理は、 県下において松尾湿原 （宝塚市）
に次ぐ二例目となります。

【整 備 前】

【整 備 後】
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（２）市民の意識～ 26 年度 市民意識調査より～

平成 26 年に実施した市民意識調査の結果、 市民の皆さ

んが市域の中で自然を感じ、 大切にしたいと感じているもの

は、 「公園・緑地」、 「河川・渓流」 が約 6 割以上と特に高く、

「山林」、 「田畑」 についても 3 割以上でした。

自然環境の保全活動に参加したことがある人の割合は

21.5% で、 そのうち今後も参加したい人は 77.8% となっており、 参加経験者の約 8 割は、 引き続き

参加意向を持っていることがわかりました。 また、 活動に参加したことのない割合は、 70.7% である

ものの、 今後は参加したいと回答した人が 52.4% と半数を超え、 市民の保全活動への参加に対する

潜在的な可能性は高いものでした。

具体的にどのような活動を希望されているかについては、 これまでの活動経験に関わらず、 「自然

観察会」、 「イベントや学習会」、 「湖や川、 公園などの清掃活動」、 「農業体験」、 「里山や湿原など

の保全活動」 を 2 割以上の方が希望されているという結果でした。

活動を行うにあたって課題となることは、 「参加する時間がない」、 「活動に関する情報が少ない」、

「体力や健康面で不安がある」 と続いており、 市民の民さんの参画を促すには、 活動に関する情報

提供やインセンティブの付与を適切に行う必要があることがわかりました。

表．調査の実施概要
対　象 満 20 歳以上の市民

配布数 2,991 通

回収数 1,110 通

回収率 37.1％
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（３）「皿池湿原保全活動計画」の位置づけ

本計画は、 三田市新環境基本計画の重点プロジェクトである 「生物多様性プロジェクト」 （市の

豊かな自然環境と種の多様性を次代に継承する） の目標実現のための実行施策とてして、 皿池湿原

の現状と課題を整理したうえで、 保全の目標を定め、 目標を達成するための基本戦略や戦略ごとに

行動計画を検討し、 今後具体的に保全管理を検討するにあたっての基礎的な考え方を示すものです。

（４）計画の範囲と計画期間
■対象区域：湿原及び集水域の里山林放置林ほか

■計画期間：平成 28 年度から平成３2 年度までの概ね 5 年間を想定。

本計画は主に保全管理を進めるにあたっての基本的な考え方を整理するものであり、

将来的には市民、 企業、 専門家、 行政などが取り組みの成果を共有しながら、 その

時々の状況に応じた保全管理等を発展的に協議 ・ 検討することが望ましいと考えま

す。 本計画の計画期間は、 計画の性質上、 平成 28 年度から平成 32 年度までの概

ね 5 年間とします。
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第２章
皿池湿原の現状と課題
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１．皿池湿原の概況

（１）湿原群の位置

皿池湿原は、 三田市西部の下相野に位置する 8 つの湿原からなる湿原群です。 皿池湿原周辺に

はかつて里山林として利用されていた里山放置林が広がり、 アカマツやコナラ、 ソヨゴなどが生え

る林が優占しています。

皿池湿原へは車を駐車して徒歩 5 分程度でたどり着くことが可能であり、 県下の湿原のなかでは

比較的アプローチしやすい湿原です。

湿原の西側には里山放置林を挟んで下相野の集落が、 南側には同じく里山放置林を挟んで第一 ・

第二テクノパークがあり、 皿池湿原は、 市民、 特に地域の方々や企業のみなさんが気軽に足を運

べる距離に位置しています。 テクノパークの一角には、 南北に走る舞鶴若狭自動車道の 「三田西イ

ンターチェンジ」 があり、 神戸市内から約 44km （約 45 分）、 大阪市内から約 53km （約 50 分） と、

遠方から皿池湿原へのアクセスも容易です。 また、 市内には自然環境に対する専門的な知見を有す

る兵庫県立人と自然の博物館があります。

皿池湿原の魅力的な自然環境に加えてこのアクセシビリィの良さは、 市民、 企業、 専門家などの

多様な主体に参画を求めるにあたっての大きなアドバンテージになると考えられます。

兵庫県

三田市

I
皿池湿原群

第二テクノパーク

第一テクノパーク

下相野

三田市

三木市

三田西 I.C.
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鶴
若
狭
自
動
車
道
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I

図．皿池湿原及びその周辺の現存植生
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（２）地質となりたち

皿池湿原では、 角の取れた円い礫が地表面に転がっている様子をみることができます。 皿池湿原

の地層は、 高位段丘礫層という新しい時代 （第四期） にできた川の堆積物からなるもので、 未固結

の砂礫や粘土が交互に層をなしています。 円い礫は、 かつて川の流れによって運ばれ、 ぶつかり合

うことなどでできたもので、 地質が段丘礫層であることのひとつの特徴です。

雨が降ると地中にしみ込んだ水は、 砂礫層を通過して粘土層の上面を流れ、 粘土層がとぎれる斜

面でにじみ出ます。にじみ出た先が粘土層を有するほとんど平坦地といってもよい緩傾斜地であると、

水が停滞して湿った立地が形成されます。 未固結の砂礫や粘土を持つ段丘礫層は湿原ができやす

い地質であり、 皿池湿原のなりたちも段丘礫層と非常に関係が深く、 地質に由来するものと考えら

れています。
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２．皿池湿原の魅力

（１）皿池湿原の植物群落

皿池湿原の植物群落 （湿原植生） は、「兵庫県版レッドデータブック 2010 （植物・植物群落）」 （兵

庫県， 2010） において 「規模的、 質的にすぐれており貴重性の程度が最も高く、 全国的価値に相当

するもの」 として、 Ａランクに指定されています。

皿池湿原に成立する湿原植生は、 イヌノハナヒゲ群集、 ヌマガヤ群落、 イヌツゲ群落の 3 群落に

大きくわけることができます。

イヌノハナヒゲ群集は、 湿原中央部の表土がみえる湿潤な立地に分布しています。 草丈の低い植

物からなる群落で、 サギソウ、 トキソウ、 ムラサキミミカキグサ、 ミミカキグサ、 ミカヅキグサ、

モウセンゴケなどの湿原を代表する種をみることができます。

ヌマガヤ群落は、 土砂の堆積した過湿な立地に分布する草丈の高い群落です。 イヌノハナヒゲ群

集の周辺部や湿原内部にパッチ状に成立し、 カキランやミズギボウシ、 サワヒヨドリなどの草丈が

高く、 美しい花を咲かせる植物がみられるのもこの群落です。

イヌツゲ群落は、 ヌマガヤ群落のさらに外側、 湿原の周縁部に分布しています。 イヌツゲのほか、

アカマツやソヨゴなどの木本類が目立ちますが、 湿原に特有なオオミズゴケも生育しています。

イヌノハナヒゲ群集イヌノハナヒゲ群集

ヌマガヤ群落ヌマガヤ群落 ヌマガヤ群落

イヌツゲ群落 イヌツゲ群落

イヌノハナヒゲ群集

ヌマガヤ群落

イヌツゲ群落
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Column: 湿原植生 3 群落の比較

■イヌノハナヒゲ群集

湿原特有の種の多様性が高い群落

相　観 低茎草本群落

優占種 イヌノハナヒゲ類

表面水 あり

分布場所 湿原周縁部から中央部

■ヌマガヤ群落

種の多様性は高くないが、 構成種のほどん

どが湿原特有の種である群落

相　観 高茎草本群落

優占種 ヌマガヤ

表面水 なし

分布場所 主に湿原周縁部

■イヌツゲ群落
木本類が目立つが、 オオミズゴケなどの

湿原特有の種が生育する群落

相　観 高茎草本群落～木本群落

優占種 イヌツゲなどの木本類

表面水 なし

分布場所 湿原周縁部

オオミズゴケ イヌツゲ

サワシロギク

サギソウ

トキソウ

ミミカキグサ類

モウセンゴケ

ミズギボウシ
カキラン

イヌノハナヒゲ群集は次第にヌマガヤ群落へと遷移しますが、 かく乱を受けるとイヌノハナヒゲ群集

に戻ります。 また、 ヌマガヤ群落は、 かく乱がなければイヌツゲ群落へと遷移します。 種多様性の

高い湿原を維持するには一定の管理が必要です。
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（２）皿池湿原の生物相
１）湿原生植物

既往の文献、 資料に基づく、 皿池湿原で確認されている湿原に特有な植物 （湿原生植物） は 47

種類を数えます。 兵庫県下の湿原について、 湿原生植物の種数を調べたデータ （福井， 2011 年）

による平均的な種数は 22 種であり、 皿池湿原の湿原生植物の種多様性は非常に高いことがわかり

ます。 また、 種多様性が高いことで知られる丸山湿原 （宝塚市） の湿原群全体で確認されている湿

原生植物も 47 種類です。 皿池湿原の種多様性は県下有数、 トップクラスといえます。

しかし、 皿池湿原で確認されているおおよそ 3 割の植物が 「兵庫県版レッドデータブック 2010

（植物・植物群落）」 （兵庫県， 2010） に掲載される絶滅危惧種です。 湿原が開発により消失したり、

残存する湿原でも里山放置林の発達により湿原生植物の消失が起こっていることは既に述べました

が、 こうした湿原生植物を守り、 次世代に引きついでいくためにも、 湿原を湿原として維持する適切

な植生管理が必要になってきます。

表．皿池湿原で確認されている湿原生植物

区 分 科  名 種  名 県 RDB
ランク

シダ植物 ゼンマイ科 ヤマドリゼンマイ C
種子植物 ヒメシダ科 ヒメシダ

キンポウゲ科 カザグルマ B
オトギリソウ科 コケオトギリ
モウセンゴケ科 イシモチソウ C

モウセンゴケ
スミレ科 ヒメアギスミレ
アリノトウグサ科 アリノトウグサ
リンドウ科 ホソバリンドウ
シソ科 ヒメシロネ
タヌキモ科 ミミカキグサ

ホザキノミミカキグサ
ムラサキミミカキグサ C

キキョウ科 サワギキョウ
キク科 サワシロギク

マアザミ
サワヒヨドリ
スイラン

オモダカ科 アギナシ C
ユリ科 ヤマラッキョウ

ミズギボウシ
アヤメ科 ノハナショウブ C
イグサ科 アオコウガイゼキショウ
ホシクサ科 シロイヌノヒゲ

区 分 科  名 種  名 県 RDB
ランク

イネ科 カリマタガヤ
チゴザサ
ヌマガヤ

カヤツリグサ科 オニスゲ
ヤチカワズスゲ
コアゼガヤツリ
シカクイ
ヤマイ
ミカヅキグサ C
イヌノハナヒゲ
イトイヌノハナヒゲ
コイヌノハナヒゲ
コマツカサススキ
ホタルイ
アブラガヤ
コシンジュガヤ
ケシンジュガヤ C
マネキシンジュガヤ C

ラン科 カキラン C
サギソウ B
コバノトンボソウ C
トキソウ C

コケ植物 ミズゴケ科 オオミズゴケ C

47種

貴 重 性   「兵庫県版レッドデータブック 2010 （植物 ・ 植物群落）」 （兵庫県 ,2010 年） による貴重性のカテゴリー

A ： 県内において絶滅の危機に瀕している種， B ： 県内において絶滅の危機が増大している種， C ： 県内において存続基盤が脆弱な種

参考図書   ① 「希少野生生物生息地自然環境調査業務」 （財団法人兵庫県環境科学技術センター ,1996 年）

② 「（仮称） 阪神間都市計画事業 北摂三田第二テクノパーク地区土地区画整理事業 環境影響評価報告書」 （住宅 ・ 都市整備公

団 ,1995 年）

③ 「北摂三田第二テクノパーク地区土地区画整理事業 保全対策実施業務 報告書」 （大和ハウス工業株式会社 ,2010 年）

※カザグルマは集水域以外での確認。
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２）昆虫類

兵庫県下の湿原代表昆虫は、 ハッチョウトンボ、 ヒメタイコウチ、 ヒメヒカゲの 3 種です。 「兵庫

県版レッドデータブック 2012 （昆虫類）」 （兵庫県， 2012） による貴重性のランクは、 ハッチョウト

ンボがＢランク、 ヒメタイコウチ、 ヒメヒカゲがＡランクとなっています。

皿池湿原には、 これまでに 3 種すべての存在が確認されていますが、 近年、 ヒメヒカゲの姿をみ

たという確実な情報がありません。 3 種の昆虫が揃う湿原は自然性が高いと考えられ、 湿原として

の価値も高く評価されますので、 ヒメヒカゲの存在をしっかりと把握していくことも今後の課題の一

つです。

ハッチョウトンボ▶

体長 2 ㎝ほどの日本で一番小さなトンボ。 ヒメタイコウチ▶

飛ぶことも泳ぐこともできない水生昆虫。

ヒメヒカゲ▶

加西市網引湿原に生息するヒメヒカゲ。

阪神地域では絶滅したとも考えられて

いる。

「生物多様性国家戦略 2012-2020」 （環境省， 2012） においては、 生物多様性の 4 つの危

機が示されています。 丘陵地や低山地に分布する湿原は、 開発により消失しやすく、 残存する

湿原でも植生遷移に起因した面積の縮小や湿原生植物の消失が起こっていますが、 このような

現象は 4 つの危機のうち、 第 1 の危機、 第 2 の危機に相当します。

■第 1 の危機（開発など人間活動による危機）

干潟の埋め立て、 森林の改変等、 開発による生物の生息環境の破壊 ・ 悪化が生じています。

また、 鑑賞 ・ 商業利用を目的とした乱獲等により絶滅危惧種が増加しています。

■第 2 の危機（自然に対する働きかけの縮小による危機）

里山林 ・ 採草地利用など、 人間の自然に対する働きかけが縮小し、 生物多様性が低下してい

ます。 また、 里山の放置により野生鳥獣の出没機会が増え、 人間との軋轢が増しています。

■第 3 の危機（人間により持ち込まれたものによる危機）

外来生物による生態系のかく乱が生じています。 また、 農薬や化学肥料の不適切な使用によ

る生物多様性への影響が懸念されています。

■第 4 の危機（地球環境の変化による危機）

地球温暖化、 台風の増加、 降水量の増加、 海域酸性化など、 人間活動に起因すると考えられ

る地球環境の変化による生物多様性への影響が懸念されています。

Column: 生物多様性の 4 つの危機
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（３）皿池湿原を取り巻く豊かな生態系

皿池湿原の周辺には、 アカマツやコナラ、 ソヨゴなどが生える里山放置林 （二次林） のほか、 サ

クラバハンノキの湿生林、 ため池、 ため池堰堤の管理草地など、 湿原生態系以外にも多様な生態

系をみることができます。 生態系が多様であることは、 個々の生態系に結びつきの強い種、 異なる

生態系を横断的に利用する種など、様々な生きものを育むポテンシャル （潜在力） が高いといえます。

実際、 湿原周辺の生態系には湿原ではみられない魅力的な生きものが生活しており、 皿池湿原の

価値を高めています。

皿池湿原と湿原を取り巻く豊かな生態系は、 「兵庫県版レッドデータブック 2011 （生態系）」 （兵

庫県，2011） によりＡランクに、「未来に伝えたい三田の自然 生態系レッドデータブック」 （三田市，

2003） により湿原がＡランク、 湿生林がＢランク、 ため池がＢランク、 そしてこれら個々の生態系

の集まりがＡランクに指定されています。

１）里山放置林（二次林）

皿池湿原の周辺、 集水域にはかつて薪炭林として利用されていた里山放置林が分布しています。

定期的に伐採されることがなくなったため、 木々は大きくなり、 密度も高くなっています。 里山放置

林のやや湿った林床にはヤマドリゼンマイというシダ植物が約 40 株生えています。 比較的標高の高

い湿原でみられることが多く、 氷河期の遺存植物といわれています。 しかし、 このヤマドリゼンマイ

が生える場所に湿原の面影はありません。 ヤマドリゼンマイが生えていた湿原が里山放置林の発達

により消失してしまい、 辛うじてヤマドリゼンマイだけが残っている状況なのかもしれません。

里山放置林の発達は湿原にとって好ましいことではありませんが、 じつは里山放置林にとっても林

内の種多様性を低下させる要因となっています。 かつて利用されていた頃に比べると林内は鬱蒼と

し、 日当たりが悪くなっていることが原因です。 里山放置林の管理を行うことは、 湿原だけでなく、

里山放置林の種多様性を守ることにもつながります。

ヤマドリゼンマイ
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２）湿生林

湿原に隣接する過湿地には、 サクラバハンノキの優占する湿生林

が分布しています。 モリアオガエルの生息場 ・ 産卵場になっているほ

か、 ゼフィルスであるミドリシジミが生息しています。

なお、 皿池湿原を取り巻く豊かな生態系を維持するためには、 湿生

林の保全は不可欠ですが、 湿原はサクラバハンノキの生育地としても

適しており、 同種が容易に侵入 ・ 定着しやすいという側面があります。

湿原内にサクラバハンノキが侵入し湿生林が拡大することは、 湿原面

積の縮小、 ひいては湿原生植物の消失につながるため避けなければ

なりません。 湿生林についてはその保全とともに拡大を防止すること

が重要です。

※ゼフィルス ： 梅雨の頃、 年に 1 度のみ出現し、 卵で越冬するシジミチョウ科の一群をいう。

３）ため池

湿原に隣接するため池として、 上皿池、 皿池が分布しています。

昨今、 釣り人が容易にアプローチできるようなため池には、 たいて

いブラックバスなどの外来魚が生息しています。 一旦、 外来魚が侵入

すると、 在来魚の多様性は低下してしまい、 外来魚を駆除し元に戻す

ことは非常に困難です。

最上流に位置する上皿池にはまだブラックバスなどの外来魚は侵入

していません。 外来魚が侵入していないだけでも価値がありますが、

それに加えて上皿池にはカワバタモロコ、 ドジョウ、 メダカなどの近

年では減少傾向にある貴重な魚類が生息しています。

※カワバタモロコ、 メダカ ： 第 2 テクノパークの造成にあたり、 造成区域に生息している個体を

移植したもの。

４）ため池堰堤の管理草地

ため池の堰堤には、 定期的に刈り取りが行われている管理草地が

分布しています。 一般的に管理草地では、 ススキやネザサなどの優

占する植物の背丈が低く刈り抑えられ、 また密生しないため、 その他

の植物が混生しやすく、 種多様性の高い種構成となります。

また、 皿池の堰堤の法尻には、 ため池の漏水により湿り気を帯びた

草地になっており、 イヌセンブリのような比較的珍しい植物もみること

ができます。

シライトソウ
イヌセンブリ

カワセミ
カワバタモロコ

ミドリシジミ
モリアオガエル
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皿池湿原と同じく県下有数として知られる湿原に宝塚市の丸山湿原があります。

ここでは、 皿池湿原と丸山湿原の比較を以下のとおり行いました。

両湿原で確認されている湿原生植物の種数はほととんど同じですが、 皿池湿原、 丸山湿原の

それぞれでしかみつかっていない植物があります。 市域だけでなく、 兵庫県下の湿原生植物の多

様性を守るという視点に立つと、 片方の湿原を保全すればよいということではなく、 両方の湿原

を保全することが重要であることがわかります。

皿池湿原には近傍に多様な生態系がみられます。 湿生林やため池など、 湿原とセットで自然

観察ができる見所の多さは、 丸山湿原にはない魅力と考えることができます。

皿池湿原 丸山湿原
湿原の数 8 つの湿原群 5 つの湿原群
一番大きい湿原の面積 約 1,290㎡ 約 2,230㎡
生物多様性 湿原植生 イヌノハナヒゲ群集、ヌマガヤ群落、イヌツゲ群落

湿原生植物 ヤマドリゼンマイ、カ
ザグルマ、ホソバリン
ドウ、サワシロギク、
ヤマラッキョウ、コシ
ンジュガヤ（皿池湿原
でのみ確認：6 種）

ヒメシダ、コケオトギリ、イシモチソウ、モウ
センゴケ、ヒメアギスミレ、アリノトウグサ、
ヒメシロネ、ミミカキグサ、ホザキノミミカキ
グサ、ムラサキミミカキグサ、サワギキョウ、
マアザミ、サワヒヨドリ、スイラン、アギナシ、
ミズギボウシ、ノハナショウブ、アオコウガイ
ゼキショウ、シロイヌノヒゲ、カリマタガヤ、
チゴザサ、ヌマガヤ、オニスゲ、ヤチカワズス
ゲ、コアゼガヤツリ、シカクイ、ヤマイ、ミカ
ヅキグサ、イヌノハナヒゲ、イトイヌノハナヒ
ゲ、コイヌノハナヒゲ、コマツカサススキ、ホ
タルイ、アブラガヤ、ケシンジュガヤ、マネキ
シンジュガヤ、カキラン、サギソウ、コバノト
ンボソウ、トキソウ、オオミズゴケ（共通して
確認：41 種）

ウメバチソウ、ヒナノ
カンザシ、ヌマトラノ
オ、ヒメタヌキモ、ハ
リコウガイゼキショ
ウ、ミズトンボ（丸山
湿原でのみ確認：6 種）

湿原代表昆虫 ヒメタイコウチ、ハッチョウトンボ
生態系

（湿原隣接地）
アカマツやコナラ、ソヨゴを主体とする里山放
置林、サクラバハンノキの湿生林、カワバタモ
ロコが生息するため池、イヌセンブリが生育す
る管理草地

アカマツやコナラを主体とする里山放置林

なりたち 基盤に地質由来の不透水層（泥岩層）があり、
水が停滞することにより湿原ができたと考えら
れている。

はげ山から凝灰岩の風化したシルトが谷底に流
れ込み、不透水層を形成し、水が停滞すること
により湿原ができたと考えられている。

地域保護制度等 県 RDB（植生）：A、県 RDB（生態系）：A、
三田市 RDB：A、風致公園

県 RDB（植生）：A、県 RDB（生態系）：A、
宝塚市 RDB：A、宝塚市天然記念物

アクセシビリティ 駐車して徒歩 5 分程度。 駐車して徒歩 15 分程度。

Column: 丸山湿原との比較

丸山湿原▶皿池湿原▶
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武庫川上流域

松尾湿原

有馬富士公園

皿池湿原

A

C
C

A

図．市域の貴重な植物群落

図．市域の貴重な生態系

兵庫県版レッドデータブックにより指定される市域の貴重な植物群落は 24 箇所、 貴重な生態

系は 4 箇所です。 皿池湿原は、 貴重な植物群落であり、 貴重な生態系でもある貴重な湿原で、

どちらにおいても最も貴重性の高い A ランクで指定されています。

市域の貴重な植物群落では、 皿池湿原が唯一の A ランクであり、 市域の数少ない貴重な生態

系においても皿池湿原が A ランクでランクインするなど、 皿池湿原の自然環境としての高い貴重

性が示されています。

Column: 市域の貴重な植物群落・生態系（兵庫県版レッドデータブック）

皿池湿原

皿池湿原

A ： 規模的、 質的にすぐれており貴重性の程度が最

も高く、 全国的価値に相当するもの

B ： Ａランクに準ずるもので、 地方的価値、 都道府

県的価値に相当するもの

C ： Ｂランクに準ずるもので、 市町村的価値に相当

するもの

注： 人間生活との関わりを密接に示すもの、 地元の

人に愛されているものなど、 貴重なものに準ず

るものとして保全に配慮すべきもの

※ 「兵庫県版レッドデータブック 2010 （植物 ・ 植物群落）」 （兵庫県， 2010） に基づき作成

※ 「兵庫県版レッドデータブック 2011 （生態系）」 （兵庫県， 2011） に基づき作成

A ： 規模的、 質的にすぐれており貴重性の程度が最

も高く、 全国的価値に相当するもの

B ： Ａランクに準ずるもので、 地方的価値、 都道府

県的価値に相当するもの

C ： Ｂランクに準ずるもので、 市町村的価値に相当

するもの

植生タイプ 市域における指定箇所数
A B C 注

照葉樹林 3
里山林 1

湿原植生 1 2
草原植生 1
河辺植生 3
池沼植生 1 8

岩上植物群落 1 3

生態系タイプ 市域における指定箇所数
A B C

里山里地 1
湿原群 1
湿　原 1
河　川 1
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湿原・里山林の放置による
面積の縮小・多様性の低下

放  置

今

「柴刈り」 や 「落ち葉かき」 が

  なくなり、 林内には低木類や

　 ササが生い茂る

周辺樹木の生長と湿原内への侵入

湿原における日照条件の悪化（樹木による被陰）
湿原涵養水の低下

被陰 被陰被陰

樹木の生長

湿　原

里山放置林

湿原・里山林の利用による
面積の維持・多様性の保全

利  用

昔

低木は 「柴刈り」、

　落ち葉は 「落ち葉かき」

　  により燃料などに利用

集水域における樹木の

繁茂による蒸散量の増加

湿　原

里山林

湿原涵養水

ヌマガヤなどの高茎草本は

「草刈り」 により肥料などに利用

３．皿池湿原の課題

（１）植生遷移の積極的なコントロール

湿原という生態系には、 そこでしかみられない生きものがたくさんいます。 生物多様性を保全す

るうえで非常に重要な場所であるとともに、 可憐な草花や昆虫、 緑と水からなる美しい景観は、 文

化的な恵みを私たちにもたらし、 生活に安らぎや潤いを与えてくれます。

しかし、 このような湿原は、 かつて利用していた周辺の里山林が放

置され植生遷移が進行することにより、 湿原面積の縮小や湿原生植

物の消失が起こり、 生物多様性が低下するといった問題が生じてい

ます。 皿池湿原においても、 例外にもれず、 湿原内部への樹木の侵

入、 湿原周縁部での樹木による湿原の被陰といった状況がみられま

す。 また、 集水域の里山放置林の木々は大きくなり、 密度も高くなっ

て鬱蒼としています。 湿原の涵養水を十分に確保するという意味にお

いて、 これもまたあまりよい状況ではありません。

皿池湿原における生物多様性を保全し、 その恵みを将来に引き継

いでいくには、 かつての里山林の利用に学び、 湿原及び湿原周辺部

における樹木の皆伐、 里山放置林の間伐など、 進行した植生遷移を

積極的に退行させることが不可欠です。 湿原周縁部の樹木による被陰▶

湿原内部への樹木の侵入▶

植生遷移の進行
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なお、 皿池湿原を構成する 8 つの湿原のうち、 アプローチしやすい上皿池や皿池に隣接する湿原

の現状は把握されているものの、 それ以外の湿原については近年の情報がありません。 もともと面

積が小さく、 里山放置林の林内にあるこれらの湿原は、 植生遷移の影響を受けやすく消失しやすい

湿原です。 まず、 現状を把握する必要がありますが、 存続させるために管理を行わなければならな

い優先順位は高いと予想されます。

（２）継続的な順応的管理の実施と情報発信

湿原における生物多様性の保全は、 主として樹木の伐採を行うこ

とにより実施します。 伐採した樹木の多くは、 放置すると再び繁茂す

るため、 管理の効果が持続するよう継続的に伐採することが必要に

なります。

また、 このような管理は自然を対象としているため、 管理による自

然の応答が予期せぬ方向へと進む場合があります。 このため、 管理

は事後の経過をみながら必要に応じて修正する順応的な対応が必要

です。 また、 管理の内容によっては、 生物多様性の観点から効果的

であるかどうかを判断するための専門的なモニタリング調査もセット

で行うことが望まれます。

さらには、 その結果を他地域の湿原での対策にも活用できるよう、

結果については成否に関わらず情報公開に努め、 湿原の多様性保全に取り組む主体間で情報交換

を図ることも、 湿原を効果的に管理していくためには重要です。

（３）人間活動による影響の防止

湿原生植物には、 サギソウやトキソウなどの美しく可憐なものが多く、 観察する多くの人々を魅了

します。 しかし、 これらの他ではあまりみることのできない植物は、 鑑賞用や商業的利用を目的とし

た盗掘や乱獲の対象となりやすいという側面があります。 盗掘でなくても、 観察のために不用意に、

あるいは際限なく湿原に立ち入ることは、 湿原にとってあまりよくありません。

また、 現在、 外来植物や外来動物などの影響はみられませんが、 植生管理や観察を通じて外来

生物が非意図的に持ち込まれるおそれがあります。 外来種によっては、 競争により在来の湿原生植

物に影響を与えたり、 交雑によって在来種の純系を失わせたり、 湿原環境を変質させて湿原特有の

生態系を損なわせるなど、 生物多様性を低下させることが懸念されます。

盗掘や外来種の問題は、 すべて意図的 ・ 非意図的に関わらず人間によるものです。 これらの影響

を未然に防止するには、 人間が湿原に及ぼす影響やその影響を防止することの必要性を十分に普及

啓発しながら、 立ち入りを制限するサインや人止柵、 木道を設置するなど、 ソフトとハードを組み合

わせた対策を行う必要があります。 また、 木道等の動線を計画するにあったっては、 湿原に立ち入

ることなく観察欲が満たされるよう、 見所が経由できるよう配慮することも大切です。

管理とモニタリング調査▶
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（４）動物による影響の防止

湿原内にイノシシのぬた場がみられることがあります。 このような

動物による適度な湿原のかく乱は、 湿原植生の植生遷移を退行させ

る効果があるため、 あまり問題視はされません。 しかし、 生息密度

が高くなり、 湿原のもつ回復力を超えるかく乱が生じてしまう場合は

注意が必要です。

昨今、 生息密度が高くなったシカの採食や踏み荒らしにより生物

多様性が低下する問題が各地で生じています。 幸いにも皿池湿原では周辺のシカの生息密度はまだ

低く、 シカの被害はみられていません。 ただし、 引き続き経過を監視し、 影響が顕在化した場合は、

深刻な被害が生じる前に、 生物多様性を守るための防鹿柵を設置するなど、 速やかに対策を講じる

ことが重要です。

（５）利活用の促進

皿池湿原を管理していくなかで、 市民や企業などの多様な参画を求めることは、 地域の素晴らし

い自然環境を知ってもらい、 また愛してもらうことで、 盗掘や乱獲を地域の目で監視するという効果

が期待されます。 また、 管理作業は市民が交流を深め、 コミュニティーを形成するよい機会となり

ます。 これを実現するには、 まず市民や企業が湿原の保全に参画しやすいよう、 適切なインセンティ

ブを付与することが重要です。 一足飛びに管理への参画を求めるのではなく、 まずは湿原の生物多

様性や管理手法について学ぶ観察会 （座学） への参加、 他湿原で活動する自然保護団体との交流

などを通じて湿原への関心や理解を深めてもらうことが大切です。 実際の管理作業に際しては、 管

理資材の提供や休息場の整備などのハード整備も重要となります。

また、 管理だけを市民等と湿原の接点とするのではなく、 皿池湿原が有する環境学習 ・ 生涯学習

の場としての価値を高め、 市民に公開することで生物多様性の利活用を促進することも大切です。

皿池湿原を紹介するリーフレットの作成や解説看板の湿原への設置など、 ソフトとハードの両面から

整備を進めていく必要があります。

丸山湿原では生物多様性を守るために植生管理が積極的に行われています。 モニタリング調

査により、 湿原面積の拡大、 種多様性の向上といった管理の効果を明らかにしており、 その効

果が持続する期間は約 5 年であることを報告しています （福井， 2011）。 管理の効果が失われ

る原因は、 伐採した樹木の再生です。 少なくとも 5 年間は再度の伐採を行わなくてもよいことを

示唆するものですが、 5 年も経つと再生する樹木もかなり大きくなり、 伐採や伐採枝葉の処理な

ど、 その管理作業には相当な労力を要することになります。 効果の持続期間ではありますが、 伐

採樹木が大きく再生しないうちに、 毎年あるいは隔年といった短いスパンで管理を継続的に実施

する方が、 結果として、 管理に要する時間や労力を抑えることができ、 美しい湿原景観も維持

することができると考えられます。

Column: 継続的な管理を実施するスパン

イノシシのぬた場▶
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第３章
「皿池湿原保全活動計画」が目指すもの
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１．皿池湿原保全の基本理念と目標の設定～生物多様性の保全と利活用～

（１）基本理念

本市では、新環境基本計画の基本理念として 『市民の環 （わ） で自然と暮らしをはぐくむまち 三田』

を掲げ、 豊かな自然環境と種の多様性を次代に継承することを目的として、 市民 ・ 事業者 ・ 行政等

の多様な主体がパートナーシップを確立し、 里地里山とその周辺環境の保全・育成を行うため、 様々

な 『生物多様性プロジェクト』 に取り組んでいます。

皿池湿原は多様な生きものの生存基盤であるとともに、 様々な恵みをもたらす豊かな自然環境が

存在します。 その貴重な自然環境を未来に継承するため、 生物多様性の保全と利活用を推進します。

（２）目　標

皿池湿原の生物多様性の保全と利活用ごとに以下のとおり目標を設定します。

■ 皿池湿原の生物多様性の保全

湿原の生物多様性の低下は、 自然に対する人間の働きかけが縮小し、 周辺の里山放置林による

樹木による被陰、 樹木の侵入、 乾燥化が引き起こす湿原面積の縮小が主たる原因です。

皿池湿原における生物多様性の保全は、 湿原面積の縮小防止だけでなく、 面積を拡大して、 生物

多様性の向上を図ります。 また、 湿原を守るうえで欠かせない里山放置林の手入れを通じて、 里山

放置林の生物多様性を高めます。

■ 皿池湿原の生物多様性の利活用

湿原が位置するロケーションを活かし、 行政だけでなく市民、 企業、 専門家といった多様な主体

により生物多様性の保全を進めます。 また、 湿原を市民に公開し、 地域の自然 ・ 歴史 ・ 文化を学

ぶ生涯学習 ・ 環境学習の場として活用します。
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２．目標を達成するための３つの基本戦略

設定した目標を達成させるため、 今後概ね 5 年間を計画期間に想定した 3 つを基本戦略として設

定します。

ここで設定した基本戦略は、 いずれも三田市における生物多様性保全の取り組みとして先進的で

す。 皿池湿原における取り組みが、 ひいては市の生物多様性保全を盛り上げるモデル事業となるこ

とを目指します。

■ 基本戦略１：市民・企業・専門家などとの連携による植生管理の実施と継続

現在、 皿池湿原の一部において、 植生遷移の進行を退行させる取り組みとして、 市による植生管

理を実施しており、 その成果も表れてきています。 しかし、 今後、 さらに大きな成果をあげていくに

は、 市民や企業、 専門家などの参画と連携が不可欠となります。 そのため、 市民や企業に対しては、

皿池湿原を知ってもらい、 その魅力や植生管理の必要性などについて十分に普及・啓発を行います。

また、 皿池湿原の魅力を伝え、 植生管理を実際に進めていくために必要な基礎調査を実施します。

■ 基本戦略２：ソフト・ハード整備による保全と利活用の推進

湿原保全のためだけではなく、 公開による皿池湿原への訪問、 また訪問者の効果的な学習を促す

ためのソフト ・ ハード整備を行います。 一方、 訪問する人の増加は、 人による踏み荒らし、 盗掘、

外来種の持ち込みなど、 不用意な立ち入りに起因する意図的 ・ 非意図的な湿原への悪影響が懸念

されます。 ソフト ・ ハードの整備にあたっては、 学習効果の向上だけでなく、 人の影響を規制するこ

とにも配慮した内容とします。

■ 基本戦略３：情報の発信と交換による効果的な湿原保全の実施

皿池湿原は市の財産ともいえる豊かな自然環境です。 皿池湿原の魅力、 保全の取り組みなど、 シ

ティセールスの一環として市域を越えた情報発信をしていきます。 また、 湿原を効果的に保全してい

くには、 他の湿原で得られた知見を活かすことが重要です。 他湿原との交流を通じて積極的に情報

を収集するほか、 自らも情報公開に努め、 植生管理の内容やその効果を検証するモニタリング結果

についても情報を発信していきます。
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第４章
行 動 計 画
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１．市民・企業・専門家などとの連携による植生管理の実施と継続（基本戦略１）

（１）基礎調査の実施
１）湿原群の現状把握

皿池湿原を構成する 8 つの湿原の現状を把握します。 植生遷移の進行などの課題を抽出するとと

もに、 管理の緊急性などを評価します。 これらの調査結果は、 今後進める植生管理を計画的に行う

ために活用します。

２）潜在湿原域の把握

湿原周縁部に成立するイヌツゲ群落については、 生える樹木類の

皆伐により多様な湿原生植物の再生が期待できるほか、 隣接する湿

原植生の日照条件の改善につながります。

また、 湿原周縁部から里山放置林にかけての過湿な環境が連続し

ている場所については、 皆伐あるいは強度の間伐により湿原を再生

できる可能性があります。

これらの範囲については、 湿原面積の拡大のためのエリア 「潜在

湿原域」 として、 積極的に植生管理の対象としていきます。 地図上

に潜在湿原域を書き込み、 計画的に植生管理を行うための基礎資料

とします。

３）里山放置林の林分構造の把握

集水域の里山放置林にて毎木調査を実施し、 その林分構造を把握します。 これにより、 里山放置

林の植生管理を行うにあたって、 どのような樹木を伐採対象にして、 それがどのくらいの量なのかな

どについて概略的に把握します。 多様な主体と連携を図る際の説明資料にするなど、 里山放置林の

管理を効果的に実施するために活用します。

潜在湿原域▶

イヌツゲ群落

里山放置林内の過湿な立地
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（２）継続的な植生管理の実施
１）湿原及び里山放置林の植生管理

基礎調査を進めながら、 植生管理の範囲 （湿原及び里山放置林）

を毎年徐々に広げていきます。 また、 植生管理は、 植生遷移の進行

を人為的に退行させる取り組みです。 管理後放置すると伐採した樹

木が再生し、 管理の効果はいずれなくなります。 このため、 植生管理

は一度実施すれば終わりではなく、継続的に実施する必要があります。

継続的に実施する植生管理は、 管理に要する時間や労力を抑えるた

め、 伐採樹木が大きく再生しないうちにできるだけ短いスパンで繰り

返し行います。

また、 植生管理の内容によっては、 生物多様性の観点から効果的

であるかどうかを判断するための専門的なモニタリング調査も管理と

セットで行います。

２）アクセス路の植生管理

皿池湿原は、 ごく近くまで車両で寄りつくことができるアクセシビリ

ティの良い湿原です。 これは湿原の植生管理だけでなく、 観察会や環

境学習などを進めるにあたり、 取り組みやすさや参画のしやすさにつ

ながる大きなアドバンテージです。

しかし、 アクセス路の大半は未舗装で樹林が路肩まで迫っているた

め、 放置するとササ類や樹木の枝葉が茂るほか、 台風が通過すると

倒木が発生するなどして、たちまち通行が困難になります。 皿池湿原の持ち味であるアクセシビリティ

の良さを維持するには、 これら通行の妨げとなる植物を除去する管理が必要です。 アクセス路の定

期的な植生管理を実施し、 車両や人の快適な走行 ・ 歩行を確保して皿池湿原における取り組みを

促します。

（３）連携による植生管理の実施
１）地域住民との連携

現在、 皿池湿原周辺の林は里山放置林となっています。 しかし、

かつては地域の薪炭林として定期的に伐採されることにより、 湿原の

豊かな生態系が守られてきました。 この豊かな生態系は地域にとっ

ての貴重な財産であることから、 様々な保全活動を行ううえで地域の

協力は欠かせません。 今後、 地域の方に湿原の魅力を知ってもらい、

保全活動に参画いただけるよう働きかけを行います。

アクセス路における植物の繁茂▶

地域を対象とした座学の実施例▶

植生管理の実施（丸山湿原）▶

湿原周縁部等の樹木の皆伐（日照改善）

里山放置林の間伐（涵養水確保）
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２）市民との連携

平成 26 年度 市民意識調査の結果では、「自然環境に参加したことがある」、「今後参加してみたい」

との意見が半数を超えています。 その一方で、 「参加の方法がわからない」、 「活動に関する情報が

少ない」 といった意見も寄せられました。

皿池湿原の生物多様性保全について、 さらに大きな成果をあげていくには、 市民の参画が不可欠

です。 今後、 湿原の魅力を知ってもらう観察会、 管理の必要性やその方法について学んでもらうセ

ミナーなどを、 専門家の協力のもと開催し、 市民が活動に参加しやすい環境を整備します。

３）企業との連携

皿池湿原は、 約 50 社の企業が操業しているテクノパークに隣接した場所にあります。 この立地

を活かし、 企業の環境保全活動、 CSR 活動の一環として、 皿池湿原の生物多様性保全活動について、

人的面、 資金面等で参画してもらうよう働きかけを行います。

４）地元小学校などとの連携

子どもの成長には様々な体験が欠かせません。 また、 市域の自然

環境を保全していくためには、 次世代を担う子ども達の地域の自然を

誇りに思う心を育んでいくことが重要です。 このような子どもの心の

成長を促す環境学習の場として皿池湿原を利用します。 近隣校など

に呼びかけ、 自然観察や管理体験を総合学習のメニューに入れても

らうなどの働きかけを行います。

（４）生きもの情報を更新するための調査の実施

生きもの情報は、 生物多様性を説明する基礎的な情報であるとともに、 皿池湿原の良好な状態

や価値をはかるうえで大切な情報です。

湿原代表昆虫であるヒメヒカゲは、 阪神地域での絶滅がささやかれていますが、 皿池湿原のヒメ

ヒカゲについては近年調査が実施されておらず、 生息についての確かな情報がありません。 生息し

ていれば、 ハッチョウトンボ、 ヒメタイコウチ、 ヒメヒカゲの湿原代表昆虫 3 種がすべて揃う湿原と

して、 皿池湿原の価値や魅力はさらに高まります。 ヒメヒカゲの調査は喫緊の課題といえ、 調査の

必要性は高いと考えられることから、 生息状況調査を実施します。 このように、 皿池湿原の生きも

の情報については、 必要に応じて現状を把握するための調査を実施します。

小学生の植生管理体験（丸山湿原）▶
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2．ソフト・ハード整備による保全と利活用の推進（基本戦略２）

（１）ソフト整備の実施

皿池湿原の生物多様性の保全と利活用の推進を目的とする普及 ・ 啓発リーフレットやパンフレッ

トを作成します。

皿池湿原の魅力や里山放置林の発達といった植生遷移の問題、 対策となる植生管理の必要性の

ほか、 湿原生植物や昆虫類などの解説など、 植生管理に参画する人や観察に訪れる人たちの学習

効果を高める内容とします。 また、 市民に公開することが湿原の生物多様性にとってマイナスに作

用しないよう、 人間による盗掘や外来種の持ち込みが湿原に及ぼす影響やそれらを規制する必要性

についても十分に普及 ・ 啓発します。

（２）ハード整備の実施

皿池湿原の生物多様性の保全と利活用の推進を目的とする施設や

動線を整備します。

資材置き場や休憩所など、 保全活動の拠点施設の整備のほか、 観

察時の学習効果を高める解説サインの設置、 観察用の動線の整備を

行います。 動線の整備にあたっては、 要所に人止柵や木道を設置し、

人の立ち入りによる湿原のかく乱を規制します。

解説サインや人止柵、 木道などの施設は、 湿原景観に違和感を与

えない意匠とし、 素材には防腐処理等を施した天然木材を用います。

なお、 湿原に流入する涵養水は湿原が湿原であるための生命線で

す。 ハード整備に際しては、 涵養水の流れを断ち湿原の乾燥化を招

くような整備は絶対に避けなければなりません。 涵養水の流入経路を

把握し、 涵養水に影響のない整備計画を策定することが大切です。

涵養水の流入経路▶

里山放置林から

湿原へ

解説サインの例（丸山湿原）▶

木道の例（丸山湿原）▶
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３．情報の発信と交換による効果的な湿原保全の実施（基本戦略３）　

（１）ホームページ開設等による情報発信の実施

ホームページや広報などの媒体を通じて、 皿池湿原の自然環境の魅力や植生管理などの取り組み

に関する情報を定期的に発信します。 これにより、 市内外における皿池湿原の認知度を高め、 余暇

を利用した自然観察や環境学習 ・ 生涯学習の場としての利活用、 保全の取り組みへの参画を促しま

す。 また、 植生管理の情報発信には、 取り組みを盛り上げ、 継続的に活動する動機付けにもなるこ

とが期待されます。

（２）他湿原との積極的な情報交換の実施

皿池湿原の生物多様性保全を効果的に進めるには、 他の湿原と情

報交換を行い、協力を得ることも大切です。 そのためにも、ホームペー

ジなどを介した取り組みやその効果の発信は重要です。

さらには、 県や他市町が開催する湿原保全に関連したイベントや

シンポジウムなどに参加し、 積極的に交流を深めて、 連携する体制

づくりにも努めます。

（３）天然記念物化の実施

皿池湿原は、 生物多様性に富んだ県下有数の湿原です。 その生物多様性の保全と利活用をいっ

そう推進するには、 皿池湿原をその価値を理解しやすい天然記念物として指定し、 学術上価値が高

く保護すべき自然物であることを広く発信することが有効です。 天然記念物として指定するために必

要な調査や手続きを関連部署との調整を行いながら、 できる限り早期の実現を目指して進めていき

ます。

シンポジウムへの参加▶
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第５章
推進体制
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皿池湿原の生物多様性の保全と利活用は、 行政だけでなく、 市民 （地域住民）、 企業、 専門家な

ど多様な主体の参画により進められる取り組みです。 湿原の多様な価値を反映して、 様々な取り組

みが想定されますが、 生物多様性保全の観点からも適切なものであることが重要です。 また、 取り

組みの多くが各主体の密な連携を要します。 このため、 各主体が取り組みを行ううえでの基本的な

考え方やルールを共有して成果を評価したり、 取り組みのアイデア出し ､ 植生管理 ・ 資金 ・ 人材等

の役割分担など協力しながら、 より発展的な取り組みへとつなげていくことを目的とする 「（仮称）

皿池湿原保全推進協議会」 を設置します。

なお、 「（仮称） 皿池湿原保全推進協議会」 を設置するタイミングは、 市民や企業等の湿原保全

に対する機運が高まったと考えられる時期とします。

図．推進体制のイメージ

（仮称）皿池湿原保全推進協議会

技術的支援

技術的支援

植生管理・
生涯学習

生涯学習環境学習 CSR

寄付

調査・
植生管理

委託 連携

調査・
研究

触れ合い 触れ合い

資金等適切な
インセンティブ付与

専門家
地域住民 企　業

行　政

地元学校　 市　民業　者

生物多様性の
　　保全と利活用

UP
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