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   ２０１１年度「公益財団法人 柿田川みどりのトラスト」事業状況書 

                             （2011 年 4 月 1日～2012 年 3月 31 日） 

 

１．トラスト事業（公１） 

  （定款第４条(1) 柿田川湧水群流域の土地等の取得、借上げ及び管理） 

（１）土地の買収、借上げ 

    ア．買収  本年度は新規買収は無かった。 

    

    イ．借上げ  （１３７９㎡） 

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

      継続  

      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 ２８７２．４３㎡） 

            対    象    地          面積（㎡） 

          清水町堂庭字大宿 48-1     ２９９．００ 

清水町堂庭字広フケ 23      １９１．００ 

          清水町堂庭字広フケ 38      ９８５．７０ 

          清水町柿田字川端 79-1      ２３０．０４ 

          清水町柿田字川端 79-2      ６４６．６９ 

       清水町伏見字泉 85-2      ５２０. ００ 

 

 （２）買上げ地及び借上げ地のための募金活動 

ア. 寄附金の受付 

       ・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１億４千万円  になった。 

 

   イ．街頭募金活動 

       ・柿田川公園にて計１０回 

         ４月１７日、５月１５日、６月１２日、７月１０日、８月１４日、９月１１日、１０月９日、 

１１月１３日、１２月１１日、３月１１日に実施。 

 

 （３）買上げ地及び借上げ地の管理 

   ア．巡視 

     買上げ地及び借上げ地の巡視を実施（公２(4)では買上げ地及び借上げ地を含む巡視を実施） 

 

   イ．維持管理 

     買上げ地及び借上げ地の生態系維持活動を実施（公２(2)では、買上げ地及び借上げ地を含む  

生態系維持活動及び周辺の清掃・整備活動を実施） 

 

 

２．環境保全事業（公２） 

 （定款第４条(2) 柿田川湧水群及び流域の環境保全活動） 

（１）標識・看板等の設置 
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本年度は、標識 柵、杭等の修理は実施せず。 

 

（２） 柿田川の生態系維持活動及び周辺の清掃・整備活動 

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２４日 会員６名が参加し、中流左岸のアシを除去し中流左岸のアシをほぼ除去完了。 

一部のオオカワヂシャを除去した後、筍約３０本をとった。 

５月２８日 会員７名が参加し、県営水道付近のアシ刈りと第２展望台付近のオオカワヂシャを

除去した。 

６月２５日 会員７名と清水町 1名、国土交通省 4名が参加し、県営水道付近のアシ刈りと、 

大量発生していたオオカワヂシャを除去した。 

７月２３日 会員９名と清水町 1名、国土交通省リバーフロント８名が参加し、中流左岸カーブ

の個所のアシ、オオカワヂシャを除去した。 

７月３０日 柿田川公園清掃に５０名参加。当会７名参加。当会は外来植物のトキワツユクサの

除去を実施。 

          ８月２８日  会員３名と国土交通省リバーフロント３名が参加し、第２展望台下のオオカワ 

ヂシャと最大湧水口付近のアシ、オオカワヂシャを除去した。 

     ９月１０日 会員２名、国交省３名、業者３名でハンノキ 2本を立て直した。 

     ９月２４日  会員９名、清水町２名、国土交通省リバーフロント４名が参加し、２班に分かれて

１班は台風で倒れたハンノキ十数本の内、５本のハンノキを起こし、支柱を立てた。 

           もう１班はオオカワヂシャの除去を行った。 

１０月２２日  会員５名、清水町１名、国土交通省リバーフロント３名、業者３名、ボランティア

1名が参加し、台風で倒れたハンノキ７本を立直し、支柱で支えた。 

１１月２６日 ８名が参加し、オオカワヂシャを除去した。 

     ３月 ３日 当会４名、湧水保全の会、勤労協など合計約７０名が参加して柿田川の清掃および

トキワツユクサの除去作業を実施。 

     ３月１７日 当会５名が参加し、２号排水路近辺のアシを除去した。 

 

 （３）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２００回／年の巡視活動をした。 

 

   （４）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．調査研究及び情報収集事業（公３） 

（定款第４条(3) 柿田川湧水群及び流域の自然環境保全及び活用に関する調査研究並びに情報の収集） 

（１）柿田川の水質調査  

       ４月２６日、７月２５日、１０月２０日、１月１７日、第一展望台下湧水口で実施。 

   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、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。７月、１０月に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。 

    

（２）動植物調査、その他一般調査の実施 

   ・野鳥調査  年数回実施（４～３月）  

 ４月３日（自然観察会）に１８種、７月３日に１７種、１０月１６日に１３種、１月９日に２７種、

１月１４日に２３種、２月１１日（野鳥観察会）に３１種、３月２５日に２０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２７日に４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、
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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３、４２５㎡で約

６００㎡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１，８２０㎡で２８０㎡減少していた。 

     ・トンボの調査  春から夏までの毎週 

       ８月２７日の調査では、アオハダトンボは前年比１３頭増の５５頭で昨年よりも若干増加しているが、

１２年連続４００頭を切った。長期的にはかなり低い水準であり、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、２００５年４４頭、２００

６年４０頭、２００７年４８頭、２００８年２８頭、２００９年３５頭、２０１０年４２頭だった。 

・ヌカエビの調査  ５月から数回。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１１日、ゲンジボタルを観察した。第１展望台で約３０匹を観測した。 

      ・その他、動植物調査  毎月１回実施。 

 

（３）（社）日本ナショナルトラスト協会全国大会の参加 

３月１０日に秋葉原ハンドレッドスクエアにて開催。約７０名が参加。当会からは３名参加。 

 

 

４．普及啓発事業（公４） 

 （定款第４条(4) 柿田川湧水群及び流域の良好な自然環境及びその保全活動に関する普及啓発） 

 （１）自然観察会の開催 

・ ４月３日（日）、春の観察会 ４６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。 

・ ７月３１日（日）、水に親しむ会 １０３名が参加。 

好天に恵まれ好評だった。ウツセミカジカ、フナ、アブラハヤ、スミウキゴリ、テナガエビ、

水生昆虫など１５種類を採集し勉強会を実施。その後放流して解散した。 

・ ８月１４日（日）、夏の観察会 ３４名が参加。 

３班に分かれ柿田川と狩野川合流点から左岸を北上し、教材園、第一展望台で説明を行った。 

・ １２月１０日（土）、アユの観察会 ２８名が参加。 

アユが少なく産卵そのものは見せられなかったので、参加者には、事前に撮影しておいた 

産卵の映像を見せて、産卵した卵も見せて、説明した。 

・２月１１日（土）、野鳥観察会 ３１名参加。 

２月２３日の富士山の日の行事として、静岡県富士山ネットワークと共催で行なった。 

この冬は野鳥の種類、数が少なく、心配された。数は例年に比べて少なかったが、野鳥の種

類は例年よりやや少ない３１種を観察した。 

 

（２）研修会の開催 

   ・９月８日（土）に富士山ネットワーク柿田川研修会が行われ２２名が参加した。 

・２月２６日（日）、２０名が参加して、当初、愛知万博の開発予定地だったが反対運動により守る

ことができた、瀬戸市にある海上の森を見学した。海上の森センターで説明を受けた後、海上の

森を説明員の説明を受けながら３時間かけて散策した。 

 

（３）ライブラリ－の整備 

          書籍、スライド、写真、ＤＶＤ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録画を行った。 

 

（４）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、 
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図書館等に配布。 

 

（５）図面映像の制作・普及 

ア．絵葉書（「清流柿田川」等）の普及(販売) 

         柿田川の絵葉書の販売を行った。 

 

（６）説明版の設置 

既存に３基を設置済み。本年度は、説明版の新規設置・修理は実施せず。 

 

（７）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。 

 

 （８）柿田川の切手シートの制作・販売 

    本年度は実施せず。 

 

５．湧水量及び流量の維持向上事業（公５） 

 （定款第４条(5)  柿田川湧水群の湧水量及び流量の維持向上） 

（１）柿田川の流量調査（於・柿田橋上流３０ｍ地点） 

      ・ ４月２日、１００万トン／日（前年同時期より１２万トン増加） 

         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１２２万トン／日。過去最多流量。不況による工場等の操業停止の影響かと思われる。 

      ・ ８月２７日、９８万トン／日（前年同時期と同じ） 

         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１２０万トン／日。 

過去最多流量と同じ流量である。春よりも流量が少ない珍しい結果となった。 

   ・３月２０日、１０１万トン／日（前年同時期とほぼ同等。１万トン増加） 

         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１２３万トン／日。過去最多流量を更新。不況による工場等の操業停止の影響か。 

 

（２）水源地植樹 

漆畑会長が代表幹事として、他２名が幹事として「柿田川・東富士の地下水を守る連絡会」の活動

に参画し、植樹を実施。 

  ア．新規植樹（補植）  

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、２９９名が参

加し、裾野市の富士山南麓浅木塚国有林の地下水涵養林に、ブナなど大型苗木２５３本を植樹。

植樹場所は浅木塚国有林４８２林班い１６林小班。本年から新しく静岡森林管理署と５年契約を

結んだ。 

 

イ.  既存の植樹地の下刈等 

・ ９月１０日、２２名で今年度植樹した苗木のチェックと来年植樹予定地のススキ刈りを行った。 

・ １０月３０日、当会３名が参加して浅木塚国有林のシカ防御用ネットの修理を行った。 

・ １２月２４日、当会９名、リバーフロント２名が参加し、植樹用の竹支柱４６１本を作成した。 

・ ３月３日、２０名（当会８名）が参加して、植樹用苗木１２０本の根巻きを行った。 

・ ３月１０日、１３名（当会３名）が参加して、植樹用苗木１５１本の根巻きを行った。 

・ ３月２４日、２５名（当会８名）が参加して、苗木２２０本を苗場まで運ぶ苗上げを実施。 

 

ウ．富士山麓に植える苗木を育てる為のドングリ拾い 

１０月３０日、４６名参加、当会８名。ドングリ拾いと学習を行い、富士山麓でミズナラの 
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ドングリを拾った。今年はブナは実が虫に食われていて皆無だったがミズナラは多かった。 

 

 

６．行政・他団体との協力・連携事業（公６） 

  （定款第４条(6) 行政及び他団体との協力及び連携） 

(１) 国土交通省との連絡会 

・７月２１日、国土交通省沼津河川国道事務所と話合いを行った。柿田川自然再生検討会について 

説明があった。学者、自然保護団体等で構成し柿田川を昔の良い状態に予算をかけて復元する予定。 

 

（２） 柿田川公園検討委員会（清水町主催） 

   ・１０月２５日、１７名（当会 2名）が参加して開催され、役員が紹介され柿田川天然記念物指定に

伴う柿田川公園整備計画（入口看板の表記や案内板の価格等）について議論・検討がなされた。 

 

（３） 柿田川・東富士の地下水を守る連絡会 

   ・４月１５日 幹事会で２０１１年度の植樹について検討した。 

   ・８月１日、北の丸公園科学技術館にて、当会がリーダーシップをとって推進してきた連絡会の活動

が評価され、皇太子ご臨席のもと、国土交通大臣表彰を授与された。（漆畑会長以下代表４名参加） 

   ・８月５日、幹事会にて８月２０日に予定していた下草刈りについて検討した。 

     

（４）柿田川自然再生検討会 

・９月２１日、柿田川は官報にて天然記念物に認定された。 

・９月６日、沼津河川国道事務所にて第一回柿田川自然再生検討会を開催。出席者は、委員１０名（ 

国交省所長、静岡県文化財保護課長、企業局東部事務所長、清水町長、学者、自然保護団体）。    

当会からは漆畑会長が参加。来年３月までに４回会議を開催し、以下の①、②について審議する。 

① 柿田川の河川環境の保全、再生 

② 各機関の連携 

なお、事業は数億円の予算で５ヵ年計画とする。 

   ・３月１日、国交省沼津会議室にて開催。今回で自然再生計画が決定し、今後、平成２７年度迄に 

    計画を実施することになった。モニタリング調査が必要であり、当会の責任は重大である。 

 

（５）柿田川生態系研究会の参加 

１１月５日に、第８回柿田川シンポジウム「柿田川の水と物質の流れ」が開催され、約４０名参加。 

当会からは４名参加。 

 

（６）その他の協力・連携 

ア．富士山ネットワークへの参加 

・３月５日、会長・副会長会に出席。 

・３月２０日、三島市民文化センターにて開催された幹事会に出席。 

 

イ．ふじのくに浜岡原発を考える会 

・４月２日に清水町地域交流センターにて発足。 

・７月１６日に広瀬隆氏を講師に迎え、「福島から見えてきた東海大地震と浜岡原発」という 

タイトルで清水町地域交流センターにて講演会を行った。３５０人（満席）の聴衆が集まり、 

盛況だった。講演は３時間に及ぶ充実した内容だった。 

    ・９月１７日に各団体１７名が参加して７月１６日に広瀬隆氏の講演会の収支報告を行った。 

当日の募金で講演料と交通費を賄えた。今後、シンポジウムや柿田川公園でのイベントを行う 

という方針を確認した。 

    ・２月１５日に当会から２名が出席し、４月７日に開催するシンポジウムの打合せを行った。 
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ウ．日本ナショナルトラスト協会理事会総会 

  ６月４日、豊島区舞台芸術交流センターにて開催され当会から漆畑会長が常務理事として参加。 

 

エ．「めざせ富士の国こども観光大使」の行事への協力  

６月２８日（土）、子供達４０名を対象に、当会２名がＤＶＤ映写や魚すくい、魚類、バイカモ 

の勉強などに協力。 

 

オ．展示 

８月６日、清水町の第２９回湧水祭に１１名が参加し、ＤＶＤの放映と柿田川の絶滅危惧種の 

パネル展を行った。熱心に見ている人が昨年よりも多いと感じた。 

 

      カ．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（ＮＨＫ、 

ＴＢＳ、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、中日新聞、他） 

 

 

７．法人管理     

（１）会議 

ア．事務局会議 

      ・５月１日（日）１９時００分～２１時００分  （清水町地域交流センター） 

          ２０１０年度事業概況書および収支計算書原案を協議した。 

    ・１１月６日（日）１８時００分～１９時００分  （清水町地域交流センター） 

      ２０１１年度事業概況書(上期分)および収支計算書(上期分)を協議した。 

・３月１５日（木）１９時００分～２０時００分  （清水町地域交流センター） 

          ２０１２年度事業計画書および予算を検討した。 

 

   イ．理事会 

      ・６月１０日（土）１４時００分～１５時３０分  （清水町地域交流センター） 

２０１０年度事業概況書および収支計算書を検討した。 

    ・１１月１２日（土）１８時００分～１９時００分  （清水町地域交流センター） 

      ２０１１年度事業概況書(上期分)および収支計算書(上期分)を検討した。 

・３月２０日（祝）１４時００分～１６時００分  （清水町商工会議所） 

          ２０１２年度事業計画書および予算を承認した。基本財産の取崩と繰入を承認した。 

 

   ウ．評議員会 

・６月１０日（土）１５時３０分～１７時００分  （清水町地域交流センター） 

２０１０年度事業報告書および決算を承認した。 

 

（２）会員管理 

ア．賛助会員募集 

・賛助会員数 団体２０、個人３１９ 

 

  イ．賛助会員、募金者への対応業務 

    ・領収書及び礼状、新聞の発送 

 

       以上 


