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     ２００９年度「財団法人柿田川みどりのトラスト」事業状況書 

 

１．会議   

  １）常任理事会 

    ・５月１日（金）１９時００分～２１時００分  （酒井理事宅） 

        ２００８年度事業概況書および収支計算書原案を決定した。 

  ・１０月１４日（水）１９時３０分～２１時００分  （漆畑会長宅） 

    ２００９年度事業概況書で事業計画の実行状況を確認し、収支計算書にて 

    予算の執行状況を確認した。 

    ・３月１０日（水）１９時３０分～２１時００分  トラスト事務所（漆畑会長宅） 

２０１０年度の事業計画案、予算案、公益法人認定について審議した。 

 

  ２）理事会 

    ・５月９日（土）１６時００分～１７時００分  清水町商工会会議室 

        ２００８年度事業概況書および収支計算書を承認した。 

・ １０月２４日（土）１５時００分～１７時００分  清水町商工会会議室 

事業計画及び収支決算中間報告、定款（案）の承認、ＤＶＤの報告。 

    ・３月２２日（月）１６時３０分～１８時  清水町地域交流センター 

    ２０１０年度の事業計画および収支予算を決定。 

 

  ３）評議員会 

・１０月２４日（土）１５時００分～１７時００分  清水町商工会会議室 

事業計画及び収支決算中間報告、定款（案）の承認、ＤＶＤの報告。 

  ・３月２２日（月）１５時００分～１６時３０分  清水町地域交流センター 

        事業計画（２０１０年度）を報告し、助言・要望をとりまとめた。 

 

 

２．柿田川の良好な自然環境を有する土地の取得、管理及び活用 

  （寄附行為第４条第１項第１号） 

 

（１）土地の買収、借上げ 

    ア．買収  本年度、以下の土地を買収。 

          対    象    地         面積（㎡）  

      清水町堂庭字大宿 48-1     ２９９ 

 

    イ．借上げ  （１６７８㎡） 

          対    象    地               面積（㎡） 価格（千円）   期間   

      継続  

      清水町堂庭字大宿 48-1           ２９９    ５５     4 月～9月２３日 

      清水町堂庭字大六天 20             ３９０     ４１     １０年間 

      清水町堂庭字大六天 21               ８３       ９     １０年間   

   清水町柿田字柿添 51-1,52-2/3,53-1 ９０５   １５０     １０年間 

 

   新規 なし 

 

    （参考－既買収地 ２０５３．４３㎡） 

            対    象    地          面積（㎡） 

          清水町堂庭字広フケ 23      １９１．００ 



２ 

          清水町堂庭字広フケ 38      ９８５．７０ 

          清水町堂庭字川添 79-1      ２３０．０４ 

          清水町堂庭字川添 79-2      ６４６．６９ 

 

 （２）土地の管理、活用計画 

ア．標識・看板等の設置 

本年度は、標識 柵、杭等の新規設置、修理の必要はなく、実施せず。 

 

イ．柿田川周辺の環境美化保全活動 

４月中旬～５月末 会員等で筍採取と大きい筍の伐採合計約４００本による竹林整備実施。 

４月１８日 会員１４名が参加し、上流部のオオカワヂシャを除去した後、筍約７０本をとった。 

５月２３日 会員、ボランティア計１８名が参加し、柿田川中流八つ橋付近のオオカワヂシャを

ほぼ完全除去。アシの株約１０株を除去した。 

７月１８日 会員１０名が参加し、柿田川上流県営水道上流のオオカワヂシャを除去した。 

８月の自然観察会には見事なミシマバイカモの群落が見られると期待。 

          ８月２９日  会員５名が参加し、柿田橋周辺のごみ掃除を行った。 

     ９月１９日  会員、清水町、ボランティア計２３名が参加し、中流左岸八ツ橋付近から上流のア

シを約１０株除去し、アオハダトンボの生育に影響しないオオカワヂシャを除去。 

    １０月１２日 湧水保全の会、清水町、勤労協等各団体と協働で約１００名が参加、当会から 

           は１０名参加し、モウソウ竹が拡がらないように周辺部のモウソウ竹を十数本 

           カットし、ササダケを伐採し、植樹用に竹を伐採し竹支柱２７５本を作成。 

    １１月２１日 柿田川の保全作業を実施。 

     ２月２０日 清水町の諸団体と公園上流部の清掃。当会から７名参加。 

     ３月２２日 柿田橋周辺のごみ掃除を実施。１０名参加。 

 

      ウ．柿田川周辺の巡視活動 

・ 平日は１名、土日・祝日は数名が巡視した。 

 

 

３．ナショナルトラスト活動に関する普及啓発 

  （寄附行為第４条第１項第２号） 

 （１）自然観察会等諸行事の開催 

      ア．自然観察会の実施 

・ ４月５日（日）、春の観察会 ４０名が参加。 

柿田川を１周し、春の柿田川での岸辺の動植物を観察した。緋連雀が見られた。 

・ ７月２６日（日）、水に親しむ会 ８０名が参加。当会１１名参加。 

好天に恵まれ好評だった。スミウキゴリなどをタモ網で捕まえるなど、どの家族も大はしゃ

ぎで夏休みの一時を過ごした。 

・ ８月９日（日）、夏の観察会 ５３名が参加（当会会員１０名） 

３班に分かれて柿田川と狩野川合流点から左岸を北上し、教材園、第一展望台を経て沼津水

道局泉水源地で湧水施設を見学。湧水を飲み、ペットボトル入りの湧水を土産に貰い、解散。 

・ １２月５日（土）、アユの観察会を実施。３０名参加、当会からは１０名。 

今年は舟着場産卵場へのアユの到着が例年より約１週間遅れたが前日にアユの大群が押し寄

せ、産卵を無事見学できた。 

・ ２月１１日（木）、野鳥観察会を実施。２１名参加、当会６名参加。３６種類を確認。 

   今後の共同開催の件もあり、静岡県自然保護室より職員１名が特別参加。 

 

      イ．研修会の開催 

・ １月２２日（金）にＤＶＤ柿田川上映会をシネマプラザサントムーンで実施。 



３ 

２００名以上が鑑賞した。本上映会を本年度の研修会とした。 

 

      ウ．その他 

■案内 

・ 柿田川公園にて年十回程度以上、県内外の小学校等の子供達に案内、説明を行っている。 

・ その他多数を案内した。 

        ■展示 

・ ８月１日、清水町の第２７回湧水祭に１２名が参加し、柿田川の動植物パネル展、新湧水口出

現瞬間の写真展、柿田川動植物ＤＶＤの映写などを通路沿いで行い、例年より見学者が増加。 

 

      エ．マスコミ取材等への協力 

          新聞・雑誌、テレビ、ラジオの報道の取材に対し、報道の中で自然保護を訴えた（ＳＢＳ   テ

レビ、テレビ朝日、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、静岡新聞、他） 

 

（２）ライブラリ－の整備 

          書籍、スライド、写真、ビデオテ－プ等により、各種行事、動植物、 

          柿田川に関連するテレビ番組放映の記録、録画を行った。 

 

 （３）普及啓発誌の発行 

      ア．「柿田川だより」の発行 

          ４月、７月、１１月の３回、各６５０部を発行し、賛助会員、友好団体、 関係官庁、学校、図書

館等に配布。 

 

      イ．新聞「柿田川」の発行 

          第２７号を１月１日付けにて発行。今年もカラーで８，０００部。配布先は賛助会員、地域住民、

各種友好団体、自然観察会参加者、街頭募金者、関係官庁、学校、図書館他。 

 

 （４）インタ－ネット・ホームページの拡充 

       日本語、英語により柿田川の概要を説明し、トラスト会員募集、活動状況と行事予定等を掲載し国内、

海外に柿田川の自然保護を訴えるインタ－ネットのホ－ムペ－ジを拡充・活用。適宜内容を更新。 

 

 （５）ビデオ（「柿田川の魅力」）の普及(販売) 

        柿田川の動植物、昆虫を紹介するビデオの販売を行った。 

 

（６）絵葉書（「清流柿田川」等）の普及(販売) 

        柿田川の絵葉書の増刷と販売を行った。 

 

（７）ＤＶＤ「柿田川」の制作・普及(販売) 

        柿田川のＤＶＤを１月に完成させ、販売を開始した。 

 

 

４．ナショナルトラスト活動に関する調査研究並びに情報の収集 

  （寄附行為第４条第１項第３号） 

 （１）柿田川の流量調査（於・柿田橋上流３０ｍ地点） 

      ・ ８月２９日、９３万トン／日（前年同時期より２万トン減少） 

         上記流量に上流の飲料水、工業用水汲上量（夏場、冬場共２２万トン）を加算すると、 

推定湧水量は１１５万トン／日となる。 

注）実測値は 95 万トンで 22万トン加算すると 117万トンになるのだが、測定した２個所の水深

が昨年よりも 50 ㎝程深い数値が出ているため、昨年の数値を用いて計算し、補正した。 



４ 

   ・ ３月２２日、８８万トン／日（前年同時期より２万トン増加） 

         上記流量に上流の飲料水、工業用水汲上量（夏場、冬場共２２万トン）を加算すると、 

推定湧水量は１１０万トン／日となる。 

 

 （２）柿田川の水質調査  

       ４月１６日、７月３０日、１０月２２日、１月２６日、第一展望台下湧水口で実施。 

   大腸菌群や、かつて問題になった有機塩素系溶剤が微量ながら検出されているが、いずれも基準値を

大幅に下回り、無視して良い数値であり水質は良好。時々、微量ながら大腸菌が検出されているが、

水道局では検出されておらず、最上流部の地上の動物の影響もあるのではないかと推測。 

    

 （３）動植物調査、その他一般調査の実施 

   ・野鳥調査  年６回実施  

 ４月５日（自然観察会）に２３種、４月２０日に２４種、５月２３日に１４種、１月１７日に３０

種、２月１１日（野鳥観察会）に３６種、３月２０日に２３種の野鳥を確認した。 
     ・ミシマバイカモ、ナガエミクリの状態調査   

       ８月２９日に３名でレッドリストブックに記載されているミシマバイカモ、ナガエミクリ、ヒンジモ、

カワヂシャ、オオアカウキクサの生育状態を調査した。ミシマバイカモの面積は約４、３３０㎡で約

１，０００㎡減少していた。これは会員の努力でオオカワヂシャを除去しているものの、オオカワヂ

シャの繁茂が相当強いためと推測。ナガエミクリの面積は約１，８６０㎡で２８０㎡増加していた。 

     ・トンボの調査  春から夏までの毎週 

       ８月２９日の調査では、アオハダトンボ３５頭と昨年よりも増加した。アオハダトンボは前年比７頭

増の３５頭で、１１年連続４００頭を切った。長期的な減少傾向に歯止めがかかったのか、来年も

引き続き注目する必要がある。１９９８年まで４００頭だったが、１９９９年３４０頭、２０００

年１８３頭、２００１年１５５頭、２００２年６９頭、２００３年９６頭、２００４年７０頭、２

００５年４４頭、２００６年４０頭、２００７年４８頭、２００８年２８頭であった。 

・ヌカエビの調査  ５月から３月まで数回。生息を確認した。 

・絶滅危惧種のホトケドジョウ、ウツセミカジカは昨年に続いての生息を確認した。 

   ・６月１３日、ゲンジボタルを観察した。第１展望台で２０匹程度を観測した。 

      ・その他、動植物調査  毎月１回実施。 

 

 （４）（社）日本ナショナルトラスト協会第２６回全国大会の参加 

１２月２０日に東京の国立オリンピック記念青少年総合センターで開催。約１５０名参加、当会から

５名参加。 

 

（５）柿田川生態系研究会の参加 

・ ５月２３日にホテルエルムリージェンシーにて柿田川生態系研究会ミニシンポジウムが開催され、当

会から５名が参加した。 

・ １１月１４日に沼津市民文化センターにて第６回柿田川生態系研究会が開催され、４１名参加。当

会から８名が参加した。 

 

 

５．その他目的を達成するための必要な事業 

  （寄附行為第４条第１項第４号） 

（１） 寄附金の受付 

・領収書及び礼状、新聞の発送 

      ・寄附者の名簿の作成 

      ・寄附状況の集計及び公表（毎月１回） 

      ・寄附金合計が約１億３千２百万円になった。 

 



５ 

 （２）街頭募金活動 

      ・柿田川公園にて計１０回 

        ４月１２日、５月１０日、６月１４日、７月１２日、８月１日、９月１３日、１０月１１日、１１

月２１日、１２月１３日、３月１４日に実施。 

 

(３)賛助会員募集 

賛助会員数 団体１９、個人３２７ 

 

 （４）「柿田川・東富士の地下水を守る連絡会」の活動への参加 

漆畑会長が代表幹事として、他２名が幹事として参画。 

  ア．新規植樹  

４月２９日、富士山東南麓自然保護団体、関係機関、自治体、ボランティアなど、３６７名が参

加し、裾野市の富士山南麓浅木塚国有林（４９２い１６）の地下水涵養林に、ブナ、ミズナラ、

ヒメシャラ、カエデ等１７３本の大型苗木の補植を行った。シカの食害が多いので、従来と違っ

て苗木の周囲にあるススキ等のブッシュは極力残すことにした。 

 

イ.  既存の植樹地の下刈等 

・ ８月２２日（土）、３０名により協定で植樹した植樹地(約５ｈａ)の下草刈りを実施。近年、シ

カの食害が多い為、樹木の周囲は極力下草刈りせず、場所によってはススキで幹の回りを囲い、

シカ食害に効果があるか試すことにした。更に苗木を守るために、２０ｍ四方の、高さ約２ｍ

の囲いを２個所に作った。 

・ ２月２８日、苗木の根巻作業に１４名参加、当会７名参加。日程が厳しいので、降雨のなか作

業を強行し、ブナ、ミズナラ等１６８本の根巻きを行い、現場に仮植えした。 

・ ３月２７日、３１名参加、当会８名参加し、地ごしらえと竹支柱立てと苗木運搬を実施。 

トラック３台でブナ等の苗木２４７本、支柱用竹等を植樹地に運んだ。 

 

  ウ．富士山麓に植える苗木を育てる為のドングリ拾い 

１１月１日、１４名参加、当会８名。水ヶ塚駐車場東側でミズナラ多数採集し、玉川の苗場に約

４００個を播いた。 

 

  エ．苗場整地作業 

５月３１日、玉川の苗場整地を実施。１４名参加。当会から５名参加。 

７月１２日、玉川の苗場整地を実施。６名参加。当会から２名参加。 

１０月１７日、玉川の苗場整地を実施。１４名参加。当会から６名参加。 

３月１３日、玉川の苗場へのミズナラ移植。９名参加。 

 

   オ. 幹事会 

     １２月２６日に実施し、４月２９日の植樹の件について検討した。 

 

（５）その他の団体への参加  

ア．富士山ネットワークへの参加 

・ ５月１６日、沼津市図書館視聴覚ホールにて事業報告・事業計画の報告がなされた。 

約４０名参加。当会から５名が参加した。  

・ ３月２０日、富士交流プラザにて、幹事会が開催され７名参加。 

 

イ．富士山国有林森づくり協議会 

・ ５月３０日に、富士山国有林（２０２な林小班）にてシカ被害対策を実施した。４６名参加。

当会から４名参加。 

・ １０月１９日に東部森づくり連絡会に参加。 
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・ １１月７日に富士山国有林森づくり学習会に４１名参加、当会から４名参加。 

・ ２月１３日に富士山国有林森づくり連絡協議会幹事会が静岡森林管理署にて開催された。８名

参加、当会から１名参加。 

・ ３月６日に富士山国有林森づくり連絡協議会総会が富士総合庁舎会議室にて開催され、 ３０

名参加、当会から２名参加。 

 

（６）富士山世界文化遺産 

・ ９月２日、イコモス文化的景観国際委員会モニカ・ルエンゴ委員長以下５名が柿田川視察に訪

れ、会長が案内した。一行は柿田川及び沼津市泉水源地、県営柿田川取水場を視察。資料を手

渡した。 

 

（７）新公益法人認定推進会議 

・ ６月１０日、酒井理事宅で７名参加。定款案のレビューを実施。 

・ ７月１日、酒井理事宅で７名参加。定款案のレビューを実施。 

・ ７月２２日、会長宅で７名参加し、移行手続きの報告及び定款案のレビューを実施。 

・ ８月２０日、会長宅で７名参加し、定款案の第２章目的及び事業の検討・レビューを実施。 

・ １１月１０日、会長宅で５名参加し、基本財産の今後、土地買上げ予定地を検討。 

・ １２月１１日、会長宅で５名参加し、提出書類確認、最初の評議員選出方法の協議がほぼ終了。

申請書の公益事業について、記載内容の執筆分担を決めた。 

・ １月１６日、清水町地域交流センターにて、申請書の公益事業について、レビュー兼修正を行

なった。 

・ ２月２８日、清水町地域交流センターにて、４名が参加し、公益事業の検討等を実施。 

 

 

６．ナショナルトラスト活動の推進に資する事業 

  （寄附行為第４条第２項） 

(１) 清水町よりの受託事業   

       清水町受託事業として柿田川監視パトロ－ル活動について５名が委嘱を受け、 

延３００回／年の巡視活動をした。 

 

(２) 県知事との面談 

   ８月３０日、県知事と面談。イコモスの説明と要望を聞き、柿田川の保全について話し合った。 

   ２月１６日、県知事と面談。各団体の現状報告と富士山の日への協力関係について話し合った。 

 

(３) 国土交通省との話し合い 

  ・ ４月２４日、国土交通省沼津河川国道事務所との話し合いを行った。副所長以下幹部が大幅に交

替したので、主として顔見世のための会合であった。自宅改装に伴い、柿田橋左岸の河川区域の崖

を崩し、住民が樹木を伐採しているのを確認しているので、河川法違反の恐れあり。当事者に厳重

に指導してほしいと要望した。国土交通省は至急対処すると確約した。 

・ １２月２２日、国土交通省沼津河川国道事務所との話し合いを行った。水中カメラのレンズ清掃

と柿田川・狩野川合流地点の植生の保護を依頼した。 

 

       以上 


