
川名清水緑地プロジェクト 中間報告               ２０２２年４月 

                                     ＦＧＳ 

 

 ＦＧＳでは２０２１年４月から２年間かけたプロジェクトを発足させ、川名清水緑地（谷戸及び

周辺の尾根）の今後の在り方を考える上で必要な現状把握のための調査活動を行ってきた。以下に

昨年度１年間の調査結果の中間報告を行う。 

 

Ⅰ．今回の中間報告の範囲 

 １．調査活動実施時期：２０２１年４月～２０２２年３月までの１年間 

 ２．調査内容：大きく以下の３班に分かれ調査・ヒアリング活動を実施 

  ・Ａ班：地質・地形、植物 

  ・Ｂ班：水系・水質、動物 

  ・Ｃ班：川名清水緑地及びその周辺の人の営み・人の関わり方 

 ３．プロジェクト参加者 

  ・計１５名が各班に分かれ調査活動を実施。 

   合計延べ参加人数：１２０人（除く発足会等のミーティング） 

  ・また多くの外部の方のご協力を得た。とりわけ地質・地形では平塚市博物館）野崎学芸員、 

   水生生物では環境科学センター）長谷部研究主任のご指導に負うところが大きかった。 

 

Ⅱ．調査結果 

  川名清水緑地の各種動植物の調査と併せ、この緑地を形成している地質・地形といった地球規

模での時間軸の概観、及びその場や周辺で営まれた人の時間軸の歴史概観をまず押さえてみた。 

 

 １．地質・地形 

 ・藤沢市は境川と引地川に沿って南北に広がり、数十万年前の洪積台地である北部の相模原台地（遠

藤笹窪緑地と石川丸山緑地が含まれる）と南部の砂質低地でその大部分が形成されているが、南

東の一部に 300～350 万年前の鮮新世に形成された片瀬丘陵がある。 

・川名清水緑地は海岸段丘である片瀬山丘陵の一部にある。地質は三浦層群池子層に区分される砂

質泥岩・砂岩泥岩互層で、隆起した岩盤層は千葉に繋がるお椀の形状の一部を構成し関東平野の底

を支えている。さらにこの池子層の上にローム層（約７～8 万年前以降の火山灰により形成）が重

なり現在に至ったもので、他の二つの谷戸とは地質・地形の成り立ちが異なる点で貴重であり、ま

た市街地からアクセスしやすいロケーションにあることも特筆される。 

 ・川名清水緑地の最高高度は６０ｍ強、谷戸入口との高度差が５０ｍ近くあり急峻な尾根を形成し、

そのために奥深さの感じられるひとつのまとまった空間を残している。前・中・奥の 3 つの谷戸

はそれぞれ東北方向に開け、谷戸の尾根の中腹から滴る絞り水を始点とする各湧水を集め水系は

北の柏尾川に注いでいる。 



  ＜中谷戸中腹の絞り水＞ 

  ・川名緑地は、面積；１７ｈａ、最高地点；６５ｍ（標高差≒５０ｍ）。隣接の新林公園 

（１６ｈａ）・東レ基礎研究所（１７ｈａ）を合計すると鎌倉広町緑地と同等の約５０ｈａの緑

の塊を持つことになり、生種の保存、動植物の生育地といった生物多様性を維持するために必要

な広がりを持っている。 

・６～７千年前の縄文海進では今より海面は２～３ｍほど高く、川名緑地の入口は尾根に囲まれた

入り江を形成していた。付近に出土した各遺跡によって、縄文時代から人々が狩猟・採集により照

葉樹林の山を利用してきたことが示されている。 

弥生時代に谷戸の絞り水を利用して水田農耕を始めて以降、林の落ち葉、下草を田畑の肥料として

利用するようになり、それに適した樹種である落葉広葉樹を徐々に増やしたと考えられ、古来から

の生業の場としてきた川名清水緑地の歴史的価値にも注目したい。 

・砂質泥岩・砂岩泥岩互層は川名清水の谷戸の垂直面や尾根道の各所に露頭として観察できる。ボー

リング調査結果によると中央の耕作地跡の谷戸では地下 17ｍに砂質泥岩層が、またこの谷戸の両

脇では同じ泥岩層が露頭となって貴重な姿を見せている。 

    

＜谷戸入口の砂質泥岩露頭＞          ＜前尾根 砂質泥岩露頭＞ 

 ・明治期の藤沢の森林を記録した文献では、藤沢市のほとんどの森林が「松林」中心であり、また昭

和の前期でも新林と川名は針葉樹林となっている。このように燃料、肥料にと徹底的な収奪を行っ

てきた結果、高木は松ぐらいしか育たなかった時代が続いたが、里山での薪炭や肥料供出の役割が

終ったことから多種の樹木がモザイク状に分布し、また旺盛な成長期の草木の密生もあって根の

張りも良く、表土の流出、崩落を防止が可能な時代があった。しかしその後の里山としての管理不

在から樹齢が 40 年を越す大木となって放置され、風を強く受ける尾根部ではローム層が浅層であ



るため風倒木や崖崩れが増加している。 

    

＜奥尾根 風倒木 表土は数十センチ＞     ＜中谷戸 崩落斜面＞ 

 

２．歴史（人の営み・人の関わり） 

川名緑地は複数の尾根と谷が入り組んだ谷戸であり、周辺には古くからの人の営みの痕跡 

が残されている。古代から現代まで近辺に人の行き来があったが、もともと農地としては豊

穣ではなく谷戸の奥は終始ひっそりとしていたように思われる。 

 

１）旧石器時代～古墳時代の川名   

   ・清水遺跡からは石器が出土しており、縄文時代には深沢高校裏の八反目遺跡からクジラの

骨やサザエの殻が出たように縄文海進の時期には低地には深く海が入り込んでいて、その

岸辺には古くから人が住んでいたことがわかる。 

   ・古墳時代には神光寺横に見られるような横穴墳墓が作られた。資料にあるように多くは開

発で消滅してしまったが、新林、森久、通り町などに多くの横穴墳墓があった。 

   ・川名の谷戸では弥生時代以降、絞り水を利用して稲作が行われ、入会地である周辺の里山

から薪や炭のエネルギー源を得、稲作を中心とする農村風景が広がっていたと思われる。

この自然と人間の営みのバランスは、時としては日照りや洪水などの異変を経ながらも弥

生時代から昭和 30年代のエネルギー革命に至るまで基本的な枠組みは変わらず続いてき

た。 

 

２）平安時代以降の周辺の動き 

・川名周辺では平安時代には空海が手広に青蓮寺を創建（819年）。桓武平氏の流れをくむ村

岡五郎平良文が現在の村岡に館を構えた。彼は京都より御霊神社を宮前に勧請（940年）、

翌年川名御霊神社が創建されている。その約 100年後、前九年の役、後三年の役の頃、源

頼義・義家が宮前の旗立て山に白旗を立て、軍勢を集めたとの言い伝えがある。付近に点

在する集落には勃興期の武士が居住し、半農半武士の生活をしていたことがうかがえる。 

   ・鎌倉時代には川名周辺に鎌倉街道が通り、柏尾川の水上物流も盛んであったと思われ、多

くの人や軍勢、物資が近くを行き交った。 

   ・室町時代の 1492年神光寺が創立されている。戦国期には川名は後北条氏の領国であり、



柏尾川沿いには市場が開設された。 

   ・江戸時代、川名は幕府の天領や旗本・川越藩・彦根藩などの知行地であった。柏尾川、境

川は片瀬港を通じて江戸へ通じる物資の流通経路であり、川船を使って丸太や薪などの林

産品、小麦や大豆などの雑穀が送られ、一方、干鰯などの肥料が運び込まれた。また、境

川、柏尾川は時として洪水をおこし、また干ばつがあったりして川名農民はたびたび困窮

したらしい。幕末には藤沢宿の助郷や江戸湾警護の夫役を命ぜられ、これらの負担軽減を

願い出たとの記録もある。 

   ・明治初めには川名の戸数は約４５軒。1887（明治 20）年には東海道線が柏尾川右岸に開通

した。 

   ・大正年間（1921年）に東京螺子製作所（現ミネベア）が工場を東京から移転。 

 

   ３）昭和時代以降から現代まで 

・川名周辺がほぼ現在の形になったのは 1960（昭和 35）年代。 

・1957年神奈川県の都市計画道路「横浜藤沢線」の計画が策定された。1960年以降数年の

うちに神戸製鋼、武田薬品、東レなどの企業が近隣に工場や研究所を建設し、また、片 

瀬山や手広の宅地開発が行われた。 

・藤沢鎌倉線の国道沿いに店舗が立ち、その南側の谷戸の前に広がっていた農地では 1960

年代は稲作が行われていたが、徐々に宅地化され、さらに 1969年から始まった減反政策

によって古代から営まれてきた稲作は谷戸の奥から徐々に放棄されていった。 

・2009年時点で川名の農家は 38軒。相続時の対応が問題化し、最後の２軒の農家が 3～4年

前まで米作りをしていたが数年前に途絶え、川名緑地での専業農家は姿を消した。 

 

４）県道横浜藤沢線と川名緑地を守る動き 

   ・1980年代後半に横浜藤沢線の鎌倉関谷～川名間の道路工事が開始された。これに対し、

1992年「川名清水谷戸を愛する会」が発足し、神奈川トラストみどり基金による土地買収

が始まり、1994年には片瀬山住民グループによる「片瀬山道路問題協議会」が発足、2001

年には「川名里山レンジャー隊」が発足。 

   ・2000年代に入り「川名自然フォーラム」（2005）や「藤沢市緑の基本計画」策定（2011）

などの自然環境保護の動きと同時に、一方では大規模マンション建設が進行し、いくつか

の遺跡が消滅した。 

・2012年に神奈川県が横浜藤沢線「川名緑地環境影響評価検討委員会」の調査報告書を公表

し、地下道路化が検討されている。 

   ・2016年の藤沢市の「市政運営の総合指針 2016」では川名保全が藤沢市３大谷戸の 1つと

して重点事業となった。 

・神奈川県が都市計画道路「横浜藤沢線」を都市計画決定している現状では、藤沢市は「特

別緑地保全地区」の都市計画決定ができない状況で、相続などが発生した所有者から土地

を取得している状況。 

 



  ５）ＦＧＳと川名緑地 

・ＦＧＳと川名清水緑地の最初の接点は 2002 年（平成 14 年）第 1 回養成講座修了生に対し

市が支援内容の中で、自主活動の森林基地として提供された経緯がある。また、当時の養成

講座のワークショップでは、この里山をどうしていくべきかがテーマだった。 

・2005年（平成 17年）、活動の一環の水生生物調査で神奈川県では珍しい「ヤマトセンブリ」

が奥谷戸で見つかった。 

・2006年（平成 18年）事情により一旦ＦＧＳから手が離れ、2020年（令和 2年）協定緑地の

1カ所に再び加えられ、活動を再開した。 

 

以上、川名清水緑地は砂質泥岩の上に薄いローム層の乗った急峻で脆い尾根に囲まれた

３つの谷戸から成り、その狭い谷戸で弥生時代から稲作・畑作等が続けられ、里山と呼ば

れる自然と人のバランスのとれた景観を形成してきた。 

長い年月かけて築かれてきた自然と人との調和した景観である川名清水緑地も、減反政策

以降農家の数は減少し、耕作放棄地が増え、数年前には専業農家はいなくなり、連綿と続

けられてきた生業の営みによる人の自然への働きかけは終わりを告げた。以下、専業農家

が不在になり放置された川名清水緑地の現状がどのような状況にあるのか、いくつかの観

点で調査した。 

 

３．植物 

・川名緑地の 4 尾根（前尾根、中尾根、奥尾根、境尾根）、3 谷戸（前谷戸、中谷戸、奥谷戸）

および耕作跡地の 8 踏査路を 2 回ずつ調査し、各地点の特色を示す顕著な種と群生種を記録

した。 

・調査日は 2021年 4月から 22年 2月まで 8日間。 

・調査結果は、各踏査路別に「植物相マップ」と「植物相調査記録」に記録した。 

・記録総数は 755件、204種。 

・調査結果の概要を「川名緑地調査概要図」と「川名緑地踏査路植生図」に示す。 

 

１）踏査路概況 

・尾根；4尾根全てが背丈を超えるアズマネザサで覆われ、路傍の野草はほとんど見られない。 

典型的な例は境尾根で、東側東レ側は刈払いが頻繁に入っているため、ヤマユリ、アキノタ

ムラソウなどの野草を数多く見る事ができるが、川名側はアズマネザサに覆われて野草も

少ない。 

・尾根上はコナラ、ヤマザクラ、スダジイが主であるが、それらの多くは大木化し、ナラ枯れ 

被害も多く見られる。根こそぎの風倒木も多く見られ、倒木跡は岩盤が露出し、その一帯の

表土が薄いことが見て取れる。 

顕著な群生樹林は前尾根にヤブツバキ、奥尾根にモチノキの群生が見られ、境尾根南端に 

はスダジイ、タブノキの常緑広葉樹の群生が見られる。 

・谷戸；3谷戸および耕作跡地の水田跡地では乾燥化が進んでいる。ヨシ、オギの他、アズマ



ネザサ、セイタカアワダチソウ、オオスズメノカタビラ、カナムグラなどが繁茂し、さらに、

ヤマグワ、アカメガシワ、カラスザンショウ、タチヤナギなどの樹木も進出している。 

  奥谷戸のヤマトセンブリが見つかった谷戸底も、湛水地は見られない。 

     前谷戸は谷戸底にもスギが植林され、林床はアズマネザサ、アオキ、シダ類が密生し、上空 

は樹幹に閉ざされている。 

  ・3谷戸の最上部、源頭部は倒木、崩落が多く見られ荒れている。 

     中谷戸ではセリ、ジロボウエンゴサク、ハンゲショウ、イシミカワ、奥谷戸ではオモダカ、

コクサギの群生が見られる。 

 

２）植物相調査記録の概要 

① 記録数 8件以上の上位 22種は次のとおり。 

種名 件数 種名 件数 種名 件数 種名 件数 
コナラ 36 ムクノキ 16 ア カ メ ガ

シワ 
11 エゴノキ 9 

アズマネザサ 35 ケヤキ 15 クヌギ 11 ヒサカキ 9 
ヤマザクラ 25 エノキ 14 ミズキ 11 ヤツデ 8 
スダジイ 25 アオキ 14 ダ イ コ ン

ソウ 
10 キブシ 8 

スギ 23 ヨシ 14 ヒノキ 9   
ヤマグワ 20 モチノキ 11 イヌビワ 9   

上表のうち、アズマネザサ、ヨシ、セイタカアワダチソウは、里山の利用と水田耕作とが放棄

され、長年放置されたため侵入増殖したもので、里山本来の多くの植物種がその下に隠れてい

ると思われる。また、ヤマグワ、ムクノキ、アカメガシワも同様、近年の侵入種。 

アオキ、ヤツデ、ヒサカキなどの常緑広葉樹は、低木のため「顕著な種」としての今回の記録

数は少ないが、広範囲で多数見られ、遷移が進んでいることを示している。 

 

② 藤沢市指定の指標種は 14種、重要種は 10種を記録。 

指標種。 

種名 場所  種名 場所 

ウキヤガラ 耕作跡地  ハダカホオズキ 中谷戸 

クマヤナギ 中谷戸  ハンショウヅル 中尾根 

ケンポナシ 前谷戸  マルバウツギ 耕作跡地 前中奥谷戸 

ジロボウエンゴ

サク 

中谷戸  ムラサキニガナ 境尾根南 

ナンテンハギ 耕作跡地  ヤブタバコ 境尾根南 

ネコハギ 境尾根南  ワレモコウ 耕作跡地 

キンラン 前尾根 中尾根  オオバウマノスズクサ 耕作跡地 

 

 

 



重要種 

種名 場所  種名 場所 

オオツクバネウツ

ギ 

前尾根  ハンゲショウ 中谷戸 

カントウカンアオ

イ 

奥尾根 境尾根南  ヒメハギ 境尾根南 

コバノガマズミ 前尾根 中尾根  ホウライカズラ 前尾根 

タムラソウ 境尾根南  ホタルカズラ 前谷戸 

オカトラノオ 境尾根南  ヤブサンザシ 中谷戸 

 

「H23-25 藤沢市自然環境実態調査」では、川名緑地の重要種は 21種確認となっているが、「県

道アセス」の調査では 3 種確認にとどまっており、今回の 10 種確認は妥当なレベルと言える。 

隣りの新林公園（絶滅危惧種７，重要種 22、指標種 28）と比べると、非常に少ないが、今後、

これらの保護育成に注力するとともに、アズネザサの刈払いなどの手入れが入ることにより、多

数のほかの種も回復出現することと期待される。 

 

③ 群生種 

記録された群生種の主なものは次の通りである。これらは継続して保全することが望まれる。 

種名 場所 種名  種名 場所 

アキカラマツ 大池堰堤 カントウヨメ

ナ 

耕作跡地 ハンゲショウ 中谷戸 

アキノタムラ

ソウ 

境尾根 コバノガマズ

ミ 

前尾根 モチノキ 奥尾根 

イシミカワ 中谷戸 ツリガネニン

ジン 

大池堰堤 ヤブツバキ 前尾根 

ウキヤガラ 耕作跡地 ナワシロイチ

ゴ 

境尾根 ヤマユリ 境尾根 

オオツクバネ

ウツギ 

前尾根 ナンテンハギ 大池堰堤 ワレモコウ 大池堰堤 

オモダカ 奥谷戸 ノコンギク 境尾根、奥

谷戸 

ヤマハッカ 大池堰堤 

 

④ 植林 

記録された植林箇所数は、スギ 18、ヒノキ７、マダケ１。 

スギ、ヒノキの主な植栽地は、前尾根北斜面、境尾根西斜面、奥谷戸上部、前谷戸底および右岸

である。いずれも樹齢 50年を超え、高木林になっているが、長年手入れされず放置されたまま

のため、林内は荒れている。 

 



⑤ 重点対策外来種 

トウネズミモチ（境尾根他）、ホテイアオイ（前谷戸）、オオブタクサ（奥谷戸） 

セイタカアワダチソウ（9箇所）の 4種が記録された。 

 可能な限りこれらの駆除に努めることが望まれる。 

                                                                    

３）川名緑地植生の現況 

   以上の調査結果から、川名緑地植生の現況は次のようにまとめられる。 

①アズマネザサの繁茂 

尾根筋のみならず谷戸底にも進出している。 

これにより多くの種、特に野草種が減退していると考えられる。 

②谷戸の乾燥化 

ヨシ、アズマネザサの進出で乾燥化が進んでいる。 

これにより多くの従来の種が後退し、セイタカアワダチソウ、オオブタクサなどの侵入が 

見られる。 

③樹木の大木化、倒木、斜面の崩落が多くみられる。 

特に谷戸源頭部は荒廃が見られる。 

④常緑広葉樹への遷移が進んでいる。 

コナラ、クヌギなどの落葉広葉樹は従来からの人手による萌芽更新がなされないまま老齢

樹となり、さらに、風倒、ナラ枯れ被害などもあって後退しつつあり、スダジイ、タブノキ、

アオキ、ヒサカキ、シロダモ、トウネズミモチなどの常緑広葉樹に代わりつつある。 

 

 ４．水系・水生動物 

   水系・水質、動物を調査対象と大上段に構えたが、手を広げすぎたと反省。とりわけ「動物」

は「哺乳類」「鳥」「両生類」「昆虫」etc と広範囲で手が回らず、２０２１年度は以下の考えか

ら「水生生物（魚貝類＋底生生物）に調査を絞り込んだ。但し、昆虫類や鳥についても、試行的

ながら各１回ずつ簡易な調査は実施した。 

   なお、「調査は自分たちの確認したものを記録する」を原則とし、調査しながら学んでいく方

法を心がけた。 

 

１）「動物」を水生動物（魚貝類＋底生動物）に絞った理由 

   ①谷戸の命は水の流れ。川名緑地の各谷戸には尾根からの絞り水が表流水や伏流水部分も含

め、細流となって流れている。 

   ②様々な環境変化に最も敏感に反応するのが、この水に生きる水生動物。 

   ③結果的に、水生生物専門の環境科学センターの方にご指導を頂けることになった。 

  ２）水系の調査結果 

   ①調査方法／回数：前年度になるが２０２０年度に２回藪漕ぎで水源まで踏査。 

   ②調査結果： 

  ・奥谷戸：奥谷戸からは２本の絞り水の流れがあり、大池近くで合流し、大池に注ぎ込んでいる。 



２本の水系ともに水量は少ない。「小池」と仮称した池は、今はほとんど水たまり程度。

ここに２つの水源が流れる。このうち１本はほとんど乾燥し、水跡が残るのみ。 

「     「小池」から大池までは、斜面の縁沿いに通路があり、その通路沿いには沢筋らしき形

状の地形もあるが、水源となるような流れは見当たらず。大池から上流１０ｍほどのと

ころに段差があり、その下には 水が溜まっていた。この水たまりは上部の湿地から染

み出てきた水が溜まったのか、 それとも他に流れがあり、その流れが作ったものかは

確認できず。前者なら、少し水量が多い気がする。奥谷戸の水系の水量は総じて少ない。 

・中谷戸：片瀬山北公園の北にある尾根から下方１５ｍほどの急斜面（≒標高４０ｍ強）に中谷

戸の源流部はある。流れる水の出発点は、奥谷戸と異なり顕著。 

  中谷戸の絞り水は、奥谷戸に比べ水量は多く、源流部も明確だった。源流部までは、

谷戸の南北の斜面の縁に沿うように２本の水系が、分かれては合流しを数度繰り返

し流れているが、この水系は自然の流路というよりは、人の手で変えられてきた流路

に見えた。 

    ・前谷戸：２段目の池から上には流れは見当たらない。それでもこの池からは下流に水は流

れており、絞り水は尾根斜面の地中から伏流水となって池に流れ込んでいるのだ

ろう。 

 

  ３）水生動物： 

   ①調査方法：・網での採取（キャッチ＆リリース）及び採取した水のＤＮＡ解析 

                  ・採取地点の水温／水質調査 

②調査回数／場所：計８回、３谷戸＋谷戸入口の計７ケ所の調査地点 

   ③調査結果：今回の調査結果を下表に示す。 

    ・＜表＞の通り水生動物（魚類＋底生動物）で今回確認できた種は、魚類で３種類・ 

底生動物で２０種類の計２３種類。 

Ｈ２３～２５年度の「実態調査」では魚類５種類（ホトケドジョウはこの資料では生息地 

を伏せているため、当時もこの地に生息したとカウント）・底生動物９種類の計１４種類。 

    ・底生動物については一見増えているような数字ではあるが、「実態調査」では「底生 

動物の詳細な調査は実施していない」と断り書きがあり、実際はこの１０年間で大幅に 

増えたわけでもなく、また大幅に減ったわけでもなく、人が殆ど踏み込まない谷戸という

狭く細々とした生息環境で、水生生物の多様性が辛うじて保たれてきたものと思われる。 

    ・今回はとりわけ国のＲＬで絶滅危惧ⅠＢに指定されており、里山の魚のシンボルともいえ

るホトケドジョウが発見できたことは大きな励みになった。谷戸の源流で湧水を水源とし

たきれいな水が緩やかに流れている砂泥底で、岸辺に落葉が堆積しザリガニがいない環境

が住みよい環境と言われているホトケドジョウ。確認した場所は奥谷戸のまさにそのよう

な場所で、確認した時期は流れが有ったが、安定した流れが年中あるわけでは無く、よく

ぞこの狭い環境に生息してきたと驚いたほど。その後、他のいくつかの調査地点でもホト

ケドジョウは見つかった。 

    ・また、シジミの仲間で１５年ほど前の調査でも神奈川県下に数ケ所しか生息していないと



いわれた絶滅危惧Ⅱ類のマシジミが確認できたことも大きい。マシジミはタイワンシジミ

との判別が難しいが、今回はＤＮＡ鑑定で同定できた。 

       ・今回は指導を受けながら学ぶの同定作業であったにもかかわらず２３種もの水生動物 

    が確認できた。また、＜添付資料 ９＞の通り、最も水量が多く生息域が相対的に広い中

谷戸の採水サンプルのＤＮＡ解析では、ヘビトンボ類・カゲロウ類・カワゲラ類・カワト

ンボ類・トビケラ類など多様な動物の生息可能性を示している。 

   ・なお、水生動物という観点では、この他に両生類・爬虫類のトウキョウサンショウウオ（前

谷戸）、ウシガエル・イシガメ（溜池）や湛水地にニホンアカガエル・シュレーゲルアオガ

エル等のカエル類も存在しているが、今回は深くは調査しておらず 

     ＜奥谷戸 ホトケドジョウの生息環境＞ 

 

        

     ＜ホトケドジョウ＞          ＜カワゲラ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜表 今回確認できた水生動物＞ 

 

 

 

４）川名緑地の水系・水生動物調査まとめ 

    川名緑地は絞り水が細流となって流れ、柏尾川を経て相模湾に注ぐ境川の水源のひとつ。

尾根中腹に絞り水が露出し、そこからの細流には今でも幸いに多くの動物の生息が確認で

きた貴重な谷戸地。 

   ①奥谷戸 

   ・ホトケドジョウが多く生息していた奥谷戸は、狭く細々とした環境。長年放置されてきた

ことで逆に生息地として辛うじて保たれてきた。しかし、多くの人が入ったり、倒木や斜面

の崩落等、あるいは谷戸の乾燥化が進めばひとたまりもなく消滅する非常に脆弱な環境に

ある。 

   ②中谷戸 

   ・湧水量も細流の流れも相対的に豊富で、DNA調査結果で多数の種を検出しており、今後多く

の生物の生息の期待がもてる。ただ、中谷戸の放棄地 1 段目には、２年ほど前までは両斜

大分類 科名 種名 国ＲＬ　他 今回確認できた種 「実態調査」での確認種

ドジョウ 〇 〇
ホトケドジョウ IB類 〇 〇＊
ブルーギル 外来種 〇
オオクチバス 外来種 〇

メダカ - 〇 〇

サナエトンボ ヤマサナエ 準絶滅危惧 〇 〇
オニヤンマ オニヤンマ 〇 〇
トンボ オオシオカラトンボ 〇
ヤンマ ギンヤンマ 〇

ハグロトンボ
ニホンカワトンボ

トビケラ 〇
オナシカワゲラ オナシカワゲラ属 〇
マツモムシ マツモムシ 〇
ガガンボ 〇
ユスリカ(腹鰓なし) - 〇

ミズムシ ミズムシ 〇
オオエゾヨコエビ属 〇
アゲトヨヨコエビ 〇
ヌマエビ
ヤマトヌマエビ 〇
トゲナシヌマエビ 〇
カワリヌマエビ属 外来種 〇

ザリガニ アメリカザリガニ 外来種 〇 〇

環形 ミズミミズ イトミミズ 〇

扁形 ウズムシ ナミウズムシ 〇

ヒメタニシ 〇
オオタニシ 〇

カワニナ カワニナ 〇 〇
サカマキガイ サカマキガイ 外来種 〇

ドブシジミガイ ドブシジミ 〇
シジミ マシジミ Ⅱ類 〇

計 23 14（含む、ホトケドジョウ）

〇

二枚貝

魚類

ドジョウ

昆虫

甲殻
ヌマエビ

巻貝

カワトンボ

キタヨコエビ

タニシ

サンフィッシュ



面境に各々流れがあったが、途中で堰を作られ流れが変わっている。これによって、かつて

はヘイケボタルの乱舞が見られた南側の流れも殆ど枯渇した状態になっている。 

   ③外来種は、アメリカザリガニ、カワリヌマエビ等が繁殖し、ホトケドジョウを捕食するア

メリカザリガニは溜池ばかりではなく奥谷戸・中谷戸の細流にも進出している。 

    特に、今となってはアメリカザリガニ・イシガメ・ウシガエル等の外来種に占拠され、外来

種の養殖場と化している溜池については対応を考えるべき時期では。 

 

  ５）その他試行的調査結果 

   ①外部アドバイザーによる鳥・昆虫等の全般的簡易調査を５月に１回実施。 

    多様な蝶・トンボなどの昆虫の他に、谷戸の入口の細流に水質のきれいな流れに生息する 

指標種のシマアメンボが多いことを学び、期待と共に流れが汚染されていないことに安心。 

   ②鳥：内部講師とともに２月に１回実施。１回（半日）だけの調査だったが、キセキレイ・ヤ

マガラ等１２種の鳥が観察でき、「実態調査」の川名緑地での合計確認数２２種の半数

以上が確認できたことになる。 

  

５．動植物の調査結果 

・上記に見てきた通り、川名清水緑地も全国の里山と同様昭和３０年代のエネルギー革命以降

徐々に人の生業範囲の後退・放棄が進んだ。まず山の利用放棄から始まり、谷戸の奥の畑地～

稲作地へと徐々に放棄範囲が広がり、数年前には専業農家はいなくなった。またこの時期、本

緑地では大きく自然に手を加えられることもなかった。そのため、植物と水生動物では相反す

る結果が出た。 

・植物は尾根や斜面の樹木は更新されることなく大木化し、ただでさえ薄い表土では支えきれ

ず、倒木・土砂崩壊が谷戸の奥で頻発し、これからも危険性は高い。 

 また、谷戸（とりわけ奥谷戸）は乾燥化が進みササがはびこり、かつて存在した植物を覆い隠

し、これまでの調査では、指標種・重要種の数は隣接する新林公園の半分程度となっている。 

  ・一方で、放置されたことで水生動物の生息環境は細々とながら守られ、かつてどの谷戸で 

も見られたホトケドジョウ等が生き残っていた。ただ、水生動物の生息環境もごく限られた 

脆弱な環境で、上記の倒木・土砂崩壊や谷戸の乾燥化等彼らの生息環境を損ねる危険と隣り 

合わせの状態にある。 

 

〇 添付資料 

 １．３谷戸比較 

 ２．川名周辺 遺跡 

 ３．今昔マップ×４ 

 ４．植物調査概要図 

 ５．踏査路植生図              ８．水系 

 ６．植物調査写真入り×２          ９．ＤＮＡ判定結果   

７．植物相マップ×９                 計 ２１頁  


