上尾丸山公園の水辺再生の取組をつたえる
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かいぼりで水草発芽
カイツブリも初繁殖
2020年春︑かいぼりが終わった上尾丸山公園の大池に︑
水草などにさまざまなかいぼりの効果が確認された︒

ヶ月

4月

ぶりに広い水面が戻った︒春から夏にかけての大池では︑水質や在来種︑

3

かいぼり期間中に造成した浅場。4 月には移植したガマ
しか見られなかったが、その後さまざまな水生植物が
発芽した。
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池底くっきり！ 感激の透明感

池に水を戻した4月当初は褐色に

濁っていた池水も︑5月になると落ち

着いてきて︑池底がくっきり見えるほ

ど透明になった︒池底からガマやヒシ

などの水草が生え︑小魚が泳ぐ様子も

はっきり見えた︒かいぼりをする前に
は考えられなかった光景だ︒

しかし︑池底まで光が届くように

なったためにアオミドロの仲間が増殖

し始め︑水面を覆い始めた︒かいぼり

前の濁っていたときには見られなかっ

た現象なので心配する声もあったが︑

梅雨の間の日照不足や池外へ流れたり

して終息した︒その後︑8月には猛暑

と少雨により植物プランクトンが増

加︒9月現在︑池底まで見通すことは

できないが︑秋が深まるにつれて水温

が低下し︑植物プランクトンが減少し

在来魚の稚魚を確認

かいぼりで捕れた在来種の魚とエビは︑菖

蒲田近くにあるアヒル池をいけす代わりにし

て保護していた︒かいぼり後︑これらの魚た

あげお みず べ もり

ちは︑水路伝いに自力で大池に戻ってきてい

る︒

市民ボランティア﹃上尾水辺守﹄による水

生生物のモニタリング調査では︑かいぼり後

の大池でモツゴ︑ギンブナ︑テナガエビなど

種類の繁殖が確認されている︒一方︑外来

魚は︑菖蒲田近くの睡蓮池などに生息してい

たカダヤシが大池でも見つかっている︒これ

までのところ︑コイ︵飼育型︶などの大型の

外来魚は確認されていない︒

カイツブリの親子現る！

カイツブリは潜水して魚などを捕らえる小

型の水鳥で︑在来種の魚やエビが豊富に棲む

池や沼に生息する︒大池では︑ときおり飛来

することはあっても短期間で去ってしまうの

が常であったが︑親子でいる様子が6月に確

認された︒カイツブリの親子は︑1978年

の開園以来︑記録されたことがなく︑初めて

カイツブリが繁殖するためには︑ヒナの成

の確認だと思われる︒

長を支えるだけの食物量が必要なだけでな

く︑ヒナの成長段階に合わせてさまざまな種

類やサイズの食物を得なければならない︒

モツゴの稚魚

て透明度が回復すると期待される︒

水が透きとおり、池底の藻類や発芽した水草がよく見える（5 月）

6

︵裏面へ続く︶

モニタリング調査の様子

すごいぞ、大池！
8月

上尾市役所みどり公園課
https://www.city.ageo.lg.jp/
soshiki/s355000/

かいぼり 瓦 版

かいぼりでは在来魚の仔稚魚を捕食する

では対処できない課題もある︒そのひと

自然再生を目指す大池には︑かいぼり

羽の群

11

ブルーギルなどの外来魚が駆除されたこ

月には

8

とにより︑カイツブリの食物事情がよく

なったと推察される︒

れも確認された︒カイツブリが大池に定

着していけるように生息環境を保ってい

きたい︒

トンボや水草でにぎわう浅場

大池に豊かな自然を回復させる目的で︑

かいぼり期間中に浅場整備が行われた︒

これは︑岸から急に深くなっている大池

に岸辺に︑水深の浅い環境を創り︑水生

植物やトンボ︑稚魚などの生息環境を創

る取組である︒

木枠の内側に大池の泥を盛って土台とし︑

魚釣りや生物の持ち込み︑
持ち出しはご遠慮ください

野鳥などの生物に
エサをやらない

植物を採取しない

さらに早期に環境を整える目的で未開園地の湿

公園利用ルール

地からガマなどの抽水植物を移植した︒

かいぼり後の

かいぼり後は︑移植したガマやフトイが定着

したほか︑土に含まれていた種子からコナギ︑

ヒシなどのさまざ

まな水生植物が発

芽した︒生育場所

が創出されたこと

によって︑かいぼ

り前には見られな

かった植物が再生

している︒

かいぼりをきっかけに、大池に
豊かな自然がよみがえろうと
しています。
この自然を育んでいくために、
かいぼり後の公園利用のルールを
提唱しています。引き続き
大池の自然を見守ってください！
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ショウジョウトンボ

浅場で発芽したヒシ

確認されたカイツブリの親子

大池自然再生日記

大池の自然情報を
発信しています！

上尾市

大池

https://www.city.ageo.lg.jp/page/046120042001.html

めざせ！大池再生

日時

み ず べ も り 通信

再生しよう！

定員：当日先着 40 名（事前申込不要）
※10 名以上のグループは事前にお申し込みください

受付：上尾市自然学習館

ね
対象： 3 才以上
者と一緒に参加して
※小学生以下は保護
要）
40 名 （事前 申込不
定員： 当日先 着
い
お申し込みくださ
は事前に

※10 名以上のグループ

受付開始）

間の 15 分前より

（上記時
受付： 自然学 習館

＊雨天 実施
円 （保険代 ）
参加費 ：1 人 30
または ゴム手 袋、
もいい 服と靴 、軍手
持ち物 ：泥汚 れして
手ぬぐ い、マ スク、
手や顔 をふく ための
熱中症 対策グ ッズ
帽子・ 飲み物 などの
リガニは、
捕獲したアメリカザ
注意： 当イベントで
きません！
原則、お持ち帰りで

上尾市自 然学習館
共催 ： 上尾市 （みどり公園 課） ・ お問い合わ せ ： 048-78 0-1030 ( 自然学習 館 )
運営 ： 認定 NPO 法人 生態工房

15 分前より受付開始

参加費：1 人 30 円（保険代）
※雨天実施
持ち物：泥汚れしても良い服と靴、軍手またはゴム手袋
手や顔をふくための手ぬぐいタオル、マスク
帽子・飲み物などの熱中症対策グッズ

上尾水辺守と一緒にワナあげ！

つが︑外来種のアメリカザリガニ対策だ︒

緒に
「上尾水辺守」と一
を
生きもの豊かな水辺

対象：3 才以上（小学生以下は保護者と一緒に参加）

池の水を抜くと泥の中へ逃げ込んでしま

〜

うから︑水がある時期にワナを仕掛けて

）

捕まえる︒こうした活動を︑市民に協力

月

日（

してもらいながらいっぱいやろう！とい

〜

池に仕掛けてあるワナを︑上尾水辺守

）

う企画﹃みんなで水辺守﹄が始まった︒

日（

と参加者が一緒に中身をチェック︒捕れ

月

た生きものの種類と数を記録していく︒

いて、
特注のカゴワナを用
リガニ
池の中のアメリカザ
ちと
を捕獲します。私た
う。
一緒に作業しましょ
ります。
ーもあ
ミニレクチャ

アメリカザリガニが捕れたら回収だ︒在

来種】
きない【緊急対策外
かいぼりでは捕獲で
ださい！
駆除に協力してく
アメリカザリガニの

来種のテナガエビやドジョウも見つかり︑

歓声が上がる︒数を数えるためにおそる

おそる生きものに触る体験が新鮮だ︒外

来種による影響をよく勉強している子ど

アメリカザリガニ 駆 除 編

ももいて頼もしい︒

辺守

アメリカザリガニは︑水草や水生昆虫

みんなで 水

もり

に大きなダメージをおよぼすことから緊

観察 会ス ペシ ャル企 画
上尾 市自 然学 習館 自然 みず
べ

急対策外来種に選ばれている︒大池での

園内ポスターも
チェックしてね

対策は始まったばかりだ︒市民の協力や

いずれも 13:30〜14:30

賛同を広げ︑豊かな水辺を再生していき

たい︒

10 月 10 日（土）、11 日（日）、
25 日（日）
11 月 8 日（日）、11 月 29 日（日）

