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桑納川のナガエツルノゲイトウ協働駆除作戦 

～第 2回 継続駆除計画～ 
 

 

 

 

印旛沼流域水循環健全化会議 生態系ワーキング 

2015(平成 27)年 8 月 26 日



 
 

＜本日の参加者＞ 
  氏  名 役  職 チーム 

1 西廣 淳 東邦大学准教授 B 

2 田上 弘樹 東邦大学理学部 B 

3 鈴木 広美 東邦大学理学部 A2 

4 近藤 昭彦 千葉大学環境リモートセンシング研究センター C 

5 シャオケーティー アジ 千葉大学環境リモートセンシング研究センター A1 

6 濱  侃 千葉大学大学院修士課程地球科学コース（M2) C 

7 浜田 慎也 千葉大学理学部地球科学科（B4) A1 

8 小倉 久子 環境パートナーシップちば 運営員 A1 

9 高瀬 充子 環境パートナーシップちば 運営員 B 

10 川瀬 純一 NPO 法人八千代オイコス 代表 B 

11 小原 翔 NPO 法人八千代オイコス 事務局長 B 

12 近藤 幸則 NPO 法人八千代オイコス B 

13 山崎 典昭 里山むつみ隊 事務局長 B 

14 小松 徳儀 上総掘り伝承の会 事務局長 B 

15 森  茂 八千代市ほたるの里づくり実行委員会 役員 B 

16 深澤 一郎 八千代市ほたるの里づくり実行委員会 役員 B 

17 白木 敬三 里山の四季を楽しむ会 代表 B 

18 平松 茂樹 
千葉市環境局環境保全部環境保全課自然保護対策室 

副主査 
A2 

19 谷口 路代 八千代市環境保全課環境政策室 室長 A1 

20 長根山 皓介 八千代市環境保全課 技師 A1 

21 金丸 友紀 八千代市環境保全課環境政策室 主事 A2 

22 桑波田 和子 八千代市環境保全課環境政策室 A2 

23 髙橋 修 印旛沼土地改良区 技師 B 

24 渡来 友則 印旛沼土地改良区 技師 B 

25 栗原 貴史 関東農政局印旛沼二期農業水利事業所 係長 B 

26 林  真美 茨城大学農学部 B 

27 白井 乙海 日本大学生物資源科学部 B 

28 徳永 直人 明治大学農学部 B 

29 中村 友紀恵 高知大学農学部 B 

30 岩本 逸郎 （独）水資源機構 千葉用水総合管理所 所長 B 

31 増田 智彦 （独）水資源機構 千葉用水総合管理所 副所長 B 

32 佐々木 亨 （独）水資源機構 千葉用水総合管理所 管理課長 B 

33 米丸 公輔 （独）水資源機構 千葉用水総合管理所 B 

34 斉藤 達也 （独）水資源機構 千葉用水総合管理所 電気通信課長 B 

35 大寄 真弓 
国立研究開発法人 土木研究所 水環境研究グループ 

河川生態チーム 研究員 
B 

36 片桐 浩司 
独立行政法人 土木研究所 水環境研究グループ 

河川生態チーム 専門研究員 
B 

37 松本 光正 千葉県河川環境課企画班 副主査 A1 

38 中村 大介 千葉県河川環境課企画班 副主査 全体 

39 木村 賢文 千葉県千葉土木事務所 建設課 副主幹 A2 

40 鈴木 隆寛 千葉県千葉土木事務所 建設課 技師 A2 

41 植村 正 パシフィックコンサルタンツ（株） A2 

42 東海林 太郎 パシフィックコンサルタンツ（株） B 

43 中西 由美子 パシフィックコンサルタンツ（株） A1 

44 谷  彩音 パシフィックコンサルタンツ（株） 記録 



 
 

 

＜本日のスケジュール＞ 

 

 

 

 

時間 作業 備考 

8：20 事前集合（やちよ農業交流センター） 車でこられる方のみ 

8：20～8：35 荷物積み込み（PCKK車へ）  

8：35～8：50 現地に移動  

8：55 現地集合（桑納川） 車以外の方も含め 

9：00～9：15 挨拶、説明、（レクリエーション）  

9：15～9：30 空撮  

9：30～11：15 
ナガエツルノゲイトウの継続除去作業
（3チーム編成） 約 1時間 45分 

11：15～11：30 やちよ農業交流センターへ移動  

11：30～11：45 休憩  

11：45～12：45 会議（状況確認・今後の予定） 第一研修室 

12：45 解散  
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1. 協働駆除作戦の概要                                   

1.1 協働駆除作戦とは 

治水上のリスクの高い桑納川において、地域協働により、ナガエツルノゲイトウの繁茂抑

制を行う取組のこと。桑納川のナガエツルノゲイトウの管理方法を構築することを目標に、

H27年度より取組を開始した。 

地域協働とは、地域住民、市民団体、大学（東邦大学、千葉大学）、土地改良区、水資源

機構、土木研究所、行政（千葉市、八千代市、千葉県） 等の団体と協働で実施していくこ

とを示す。 

＜協働駆除作戦実施の背景＞ 

 

◆ナガエツルノゲイトウの流出による治水リスク 
ナガエツルノゲイトウは、洪水時に流出した群落が大和
田排水機場※に流れ着き、排水運転が困難になるなど、
私たちの暮らしの安全に影響を与えている。 

◆推定される大和田排水機場への流出のメカニズム 
・ナガエツルノゲイトウは一定の流速以上では生息しにくい 
・大和田排水機場に接続する新川は自然河岸が少なく、形成される群落が比較的小さい。ま
た洪水時も流れが比較的緩やかで群落流出しにくい 
・新川の支川の桑納川、神崎川では、流れの緩やかな下流部で大きい群落が形成されている 
・特に比較的流れの急な桑納川では、洪水時に大きい群落から新川に流出する 
・流出した群落は、直接大和田排水機場に漂着するものと、一旦新川にひっかかり、次以降
の洪水で再流出する場合がある 

※大雨で印旛沼の水が増えた際、印旛
沼の水を花見川へ排水し、洪水被害を
軽減させるための施設 

◆短期的な駆除：大和田排水機場の治水リスクの軽減 
・大和田排水機場への流出の可能性の高い群落を対象 
・駆除によるリスク軽減及び持続可能な駆除方法・体制づくり 

◆中期的な駆除：治水リスクの発生源を絶つ 
・流出のソースとなっている桑納川等の群落を上流側から徹底駆除 

◆長期的な駆除：流域からの完全駆除または適正管理 
・田畑等も含めて広域的な対策 

◆協働駆除作戦 

◆将来的な駆除 



 

2 
 

1.2 協働駆除作戦の目標 

 

３つの目標の達成を目指した全体工程を以下に示す。 

・治水リスクの軽減が協働駆除作戦の最大の目標なので、毎年成果を出すことを目指す。 

・一般市民を含めた地域協働体制の構築の前に、まず管理方法を確立させ、その後に一般

市民を含めた地域協働による管理体制を構築することとした。 

 

  

4

全体工程

• H27年度
（1年目）
• H28年度
（2年目）
• H29年度
（3年目）
• H30年度～
（4年目以降） 地域協働で取組を継続

治水リスク
の軽減

管理方法
の確立

管理体制
の構築

さらなる工夫
の検討は継続

市民団体等
協働の仲間
を集める

2年で一
定の成果
をだす

成果
反映 地域住民も

協働する体制
の構築を目指す

協働で
検討

＜協働駆除作戦における 3つの目標＞ 
①今回の実施内容は大①大和田排水機場の治水リスクの軽減 
・出水時に群落が排水機場のスクリーンに目詰りするなど、治水上のリスクとなって
おり、これを軽減することが最大の目標である。 

②効果的な管理方法の確立 
・生態特性上、間違った管理を行うと反対に増殖してしまうことが懸念されており、
学術的根拠に基づく効果的な管理方法を見出す必要がある。 

③地域協働による持続可能な管理体制の構築 
・再生力が非常に強いため、管理は長期間に及ぶ。そのため、地域で協働した持続可
能な管理を行っていく必要がある。 
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2. 平成 27 年度の取組内容                                 

2.1 H27 年度の取組目標 

 

 

2.2 実施内容 

 取組目標の達成に向けて以下 5つを実施する。 

※ 赤字は第 1回協働駆除実施後に見なおした箇所 

 

 

  

• ①重機を用いた大規模な除去
‒ 治水リスクの高い群落を除去

• ②人の手による継続除去（再繁茂抑制試験）
‒ 重機で除去した群落の再繁茂を抑制

• ③より効率的な群落除去及び処分方法の検討
‒ 次年度重機での除去量を増やすため、より効率的な除去方法
の検討

‒ 焼却処分以外に、堆肥化を試行
• ④モニタリング
‒ 空撮等による定量的な取組成果の把握

• ⑤メディアを活用した取組の広報
‒ 取組のPR
‒ 環境・体験フェアで成果の発信を実施
‒ 堆肥をフェアで配付 など

＜H27年度での取組目標＞ 
①大和田排水機場の治水リスクの軽減 
・流出リスクの高い新川と桑納川の群落除去 

②効果的な管理方法の確立 
・再繁茂する群落を抑制し、次年度同じことを繰り返さない管理方法を確立 

③地域協働による持続可能な管理体制の構築 
・地域協働の仲間集め 
地域協働で取組を行い、その状況や成果を積極的に PR 
メディアの活用、環境・体験フェアでの成果発表 等
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2.3 取組イメージ 

 
7

６月

７月

今年度の駆除作戦のターゲット：
大きい群落となっていて、洪水時に流出しやすい桑納川の河口部

重機による大規模駆除

第１回協働駆除

大規模群落等が形成

大規模群落を駆除・・・

駆除箇所から再発芽※１

再発芽群落を駆除・・・

８月

第２回協働駆除

駆除箇所から再発芽※１

再発芽群落を駆除・・・
・
・
・

１０月※２

再発芽確認調査

再発芽しない

駆除作戦を完了・・・

※１ 段々と縮小することを想定

※２ 想定時期のため前後する可能性あり

空撮モニタリング

空撮モニタリング

空撮モニタリング

空撮モニタリング

中小規模の群落駆除

H27年度の取組イメージ

11

見直し後の実施計画に基づく毎月の実施内容

• ６月２２－２４日（実施済み）
‒ 重機による大規模な群落の除去

• ７月２７日（実施済み）
‒ 継続除去を実施以降毎月必ず実施

• ８月２６日（予定）
‒ 重機は使わず、工夫して残群落を除去

• ９月（休日開催予定）
‒ 更に工夫して残群落を除去
‒ Eボートによる継続除去チームを結成

• １０月
‒ 環境・体験フェアで成果の発信等
‒ フェアで11月の調査への参加呼びかけ

• １１月
‒ 継続除去と上流端確認調査を同時開催
‒ 次年度の目標を設定

①
重機
除去

②
継続
除去

③
効率管理
手法検討

④
モニタ
リング

⑤
広報

●
●●

● ●

●● ●

※１
※２●

●● ●

※１：取材のあったメディアへは個別に連絡
※２：環境・体験フェアのメディア投げ込みは実施
毎回、ふりかえり会などを行う。
（8月はランチMTGの予定）

※１
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3. 第１回駆除作戦の概要                                   

3.1 第１回駆除作戦の概要 

(1) 実施日・実施場所 

平成 27年 7月 27日（月）、桑納川河口周辺  

(2) 参加者 

：東邦大学、千葉大学、千葉市、八千代市、環境パートナーシップちば、印旛沼土地改良区、

（独）水資源機構 

(3) 実施概要 

本年 6 月に千葉土木事務所が桑納川河口部でナガエツルノゲイトウの大群落の除去を実

施している。除去した群落を根絶するため、人力により再発芽した個体を除去した。 

(4) 駆除結果 

土嚢の数：38袋（うち水際：23袋） 湿重量：95kg（うち水際：73kg）の個体を駆除 

作業時間：約 60分 

 

3.2 今後の駆除作戦に向けて 

・6 月に除去した箇所からの再発した個体の除去は成

功、地域協働への第 1歩を確認！ 

・一方で、6月に除去できなかった群落の成長が早く、

流出リスクが軽減しきれていないことを確認。 

⇒より効率的な除去方法の検討が必要 

⇒合わせて、処分方法の検討も必要 

・地域協働の次のステップとして、地域住民の参加も検討していく必要がある。 

⇒成果の PRを積極的に実施して、仲間を集める（環境・体験フェアで成果発信） 
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4. 第 2 回駆除作戦の実施内容（本日の作業内容）                   

4.1 実施内容 

 

(1) 継続駆除（Aチーム） 

・南部川での成果でも 1 度の駆除作業では再発

芽が確認されている。 

・継続駆除は、継続して行い再発芽を抑制する。 

(2) 中小群落駆除（Bチーム） 

成長する中小群落の除去を実施する。（今回は

人力による除去の可能性を検証） 

・第 1 回継続除去（7/27）で、6 月に重機で除去

した群落から再発芽した個体の成長は概ね抑制

できたと考えられる。 

・一方、6月時点で小規模であった群落が成長し、

流出のリスクが高まっている。これらを除去す

る簡易な手法の開発が望まれる。 

・第 2回継続除去では、人力による除去で可能か、

試行的に除去を実施する。 

(3) 空撮（Cチーム） 

中小群落駆除の効果を把握するため、UAVを用い

て、除去前後で空撮を行い、除去群落の面積を把

握する。 

  

今回の実施内容は大きく 3つ。3つのチームに分かれて作業を実施 
Aチーム：継続駆除チーム 
 ・第 1回目と同様に、継続駆除を実施 
 ・6 箇所を対象 
Bチーム：中小群落駆除チーム 
 ・より効率的な群落除去方法を見出すための試験的に実施 
 ・中小群落 1つを対象 
 ・除去した植物体で堆肥化の試験を実施（土木研究所の協力） ※調整中 
Cチーム：空撮チーム（千葉大学） 
 ・ＵＡＶにより群落除去前後の空撮を実施 

2015.7.27撮影（除去１ヶ月） 

2015.6.29撮影（除去直後） 

写真提供：近藤教授（千葉大学） 

2015.5.21撮影（除去前） 
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4.2 実施方法 

4.2.1 全体の流れ 

A、B 2つのチームの流れを以下に示す。 

作業時間は 1時間 45分を予定する。 

 

  

桑納川入江付近集合 

作業完了後 

桑納川入江付近集合 

全体作業説明 

水域作業 

・ナガエ除去 

Ａ.継続除去チーム 

陸域作業 

・土のう詰め、計量記録 

・ナガエの運搬 

水域作業 

・河岸からナガエ群落切り離し

Ｂ.中小群落除去チーム 

水上（ボート）作業 

・ナガエ群落の移動 

水域作業 

・ナガエを陸上に上げる 

陸域作業 

・ナガエを土のう袋に詰める 

・土のうの運搬 

・流出個体の回収 

水上（ボート）作業 

空撮作業 

・上空から桑納川を撮影 

Ｃ.空撮チーム 

陸域作業 

・土のう詰め、計量記録 

・ナガエの運搬 
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4.2.2 チーム編成 

チーム編成を下表に示す 

・中小群落除去は、初めての試みのため、経験者を配置する。 

・陸域作業員のうち記録係は、千葉県職員または PCKKとする。 

表 4.1 班編成表 
氏　　名 所属・役職
中村　大介 千葉県河川環境課企画班　副主査

シャオケーティー　アジ 千葉大学環境リモートセンシング研究センター
浜田　慎也 千葉大学理学部地球科学科（B4)
中西　由美子 パシフィックコンサルタンツ（株）
小倉　久子 環境パートナーシップちば 運営員
谷口　路代 八千代市環境保全課環境政策室　室長
長根山　皓介 八千代市環境保全課 技師

松本　光正（記録） 千葉県河川環境課企画班　副主査
平松　茂樹 千葉市環境局環境保全部環境保全課自然保護対策室　副主
鈴木　隆寛 千葉県千葉土木事務所 建設課 技師
植村　正 パシフィックコンサルタンツ（株）
鈴木　広美 東邦大学理学部
金丸　友紀 八千代市環境保全課環境政策室　主事
桑波田　和子 八千代市環境保全課環境政策室

木村　賢文（記録） 千葉県千葉土木事務所　建設課　副主幹
西廣　淳 東邦大学准教授
田上　弘樹 東邦大学理学部

片桐　浩司
独立行政法人 土木研究所 水環境研究グループ 河川生態
チーム 専門研究員

東海林　太郎 パシフィックコンサルタンツ（株）
高瀬　充子 環境パートナーシップちば　運営員
川瀬　純一 NPO法人八千代オイコス 代表
小原　翔 NPO法人八千代オイコス　事務局長
近藤　幸則 NPO法人八千代オイコス
山崎　典昭 里山むつみ隊　事務局長
小松　徳儀 上総掘り伝承の会　事務局長
森　茂 八千代市ほたるの里づくり実行委員会　役員

深澤　一郎 八千代市ほたるの里づくり実行委員会　役員
白木　敬三 里山の四季を楽しむ会 代表
髙橋　修 印旛沼土地改良区　技師
渡来　友則 印旛沼土地改良区　技師
栗原　貴史 関東農政局印旛沼二期農業水利事業所　係長
林　真美 茨城大学農学部
白井　乙海 日本大学生物資源科学部
徳永　直人 明治大学農学部
中村　友紀恵 高知大学農学部
岩本　逸郎 （独）水資源機構　千葉用水総合管理所　所長
増田　智彦 （独）水資源機構　千葉用水総合管理所　副所長

大寄 真弓
国立研究開発法人 土木研究所 水環境研究グループ 河川生
態チーム 研究員

佐々木 亨 （独）水資源機構 千葉用水総合管理所 管理課長
米丸　公輔 （独）水資源機構　千葉用水総合管理所
斉藤　達也 （独）水資源機構　千葉用水総合管理所　電気通信課長
近藤　昭彦 千葉大学環境リモートセンシング研究センター
濱　侃 千葉大学大学院修士課程地球科学コース（M2)
谷　彩音 パシフィックコンサルタンツ（株）記録

A1

A2

水域

C 空撮

B
陸上

水上

陸上

チーム

水域

陸上

水域

全体
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4.2.3 実施方法（継続駆除・中小群落駆除） 

(1) 概要 

 

＜Bチーム 作業イメージ＞ 

① 陸との根切りをする。（根切りの前に概略の面積を計測） 

② ロープで群落を囲み、船で陸揚げ場（ワンド付近）に移動させる。 

③ ロープを陸上班に渡し、陸上班により引き寄せる。 

④ ワンドにはブルーシートを敷いておき、水域班が中心に植物体を陸揚げする。 

⑤ ブルーシートの上で、陸域班が植物体を土嚢袋等に詰める。（処分を土嚢袋ごと行うため） 

⑥ 保管場所またはトラックへ袋を移動させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆今回は、以下の 3チーム体制とする。 
◆Aチーム：継続駆除 
 ・前回同様（６群落を対象：L1,L2,R1,R2,R3,R4） 
   A1：R2，R3，R4 
   A2：R1，L1．L2 
 ・再発芽した植物体を除去し、その重量を計測する。 
◆Bチーム：中小群落駆除 
 ・１群落を対象（L4とする） 
 ・ワンドに除去した群落を引き込み、荷揚げする 
 ・荷揚げした植物体は、仮置き、乾燥させ、後日焼却処分する。 
◆Ｃチーム：空撮 
 ・ＵＡＶによる群落駆除前後の空撮を実施。

水上で待機

② 船でロープを引き群落を移動 

③ 陸に引き寄せ（陸上班） 

④ 陸上げ 

⑥ 保管場所へ移動（陸上班） 
ブルーシート

⑤ 袋詰め（陸上班）

① 根切り 

桑納川 新

川 

ロープ

ロープ
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(2) 作業箇所と分担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L2L3（継続除去実施しない） 

R1 R2 R3R4 
ナガエ 

保管場所 

L1

空撮写真提供：近藤教授（千葉大学） 

ナガエ群落 

引き上げ場

L4今回除去候補

チーム 作業場所

A:継続除去
L1,L2
R1,R2,R3,R4

B:中小群落駆除 L4
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(3) 詳細 

1) 継続駆除チーム（第 1回と同様） 

前回、概ね再発芽した個体は除去済みで再萌芽は少ないと考えられるため、今回は 1チーム

で 3 箇所（L3 を除く）の継続駆除を行なう。1 箇所 30 分程度を限度に可能な範囲で実施。 

A) 水域作業班 

a) 目的：河岸に再発芽した個体を除去する。 

b) 作業手順 

①胴長・ライフジャケットを着用する。 

②安全な場所から水深を確認しながらゆっくり川の中に入る。 

③陸域班の写真撮影を確認した後、川側から河岸の再発芽した個体を手で除去する。 

④除去した個体は、土嚢袋に入れる 

⑤流れ出した個体がある場合は、たも網で回収し土嚢袋にいれる。 

⑥土嚢袋を陸域作業班に渡す。 

i) 注意事項 

・河岸にも深みがあるので、移動する場合は、足元に注意する。 

・腰より深い場所の除去は行なわない。 

・除去の際、根や茎が流出しないように注意する。 

B) 陸域作業班 

a) 目的：水域作業班の補助 

b) 作業手順 

①除去範囲全体を確認し再発芽状況を写真撮影する。（上下流端からの全景、できるだけ正

面からのアングルも記録する） 

②水域班からナガエツルノゲイトウの入った土嚢袋を受け取り、軽く水を切って重さを計

り、記録する。 

（土嚢袋も含めた重さを計ること） 

③土嚢袋を保管場所まで運び、土嚢袋を所定の位置に保管。 

④水域班の作業にかかった時間、作業人数を記録する。 

c) 注意事項 

・陸上のナガエツルノゲイトウ個体の除去の際、水際の危険な場所には近づかない。 

・陸域の個体は、根を残さないように丁寧に除去する。 

・土嚢袋を運搬する際、個体を拡散させないように注意する。 
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2) 中小群落駆除チーム（新規チーム） 

A) 水域作業班 

a) 目的：水際に生えるナガエ群落の面積を計測し、根を河岸から切り離す。 

 ：移動させたあとのナガエを陸上にあげる。 

b) 作業手順 

①胴長・ライフジャケットを着用する。 

②安全を確認しながら、群落の生える水際に入る。 

④ナガエの根をスコップ等を用いて河岸から切り離す。なるべく根ごと切り離す。 

④切り離した群落を手で、沖に押し出し水上班に渡す。その後一旦、陸上に上がる。 

⑤ナガエ群落の引き上げ場所で、ゆっくり水域に入り、移動した群落を陸上に上げる。 

c) 注意事項 

・河岸にも深みがあるので、移動する場合は、足元に注意する。 

・腰より深い場所の作業は行なわない。 

・除去の際、根や茎が流出しないように注意する。 

 

B) 陸域作業班 

a) 目的：水域作業班のあげたナガエを土嚢袋等につめる。 

：詰めた袋を保管場所またはトラックまで運搬。 

b) 作業手順 

①除去群落を確認し、除去前に写真撮影する。 

②引き上げ場所に移動し、水上班よりロープを受け取り群落を岸に寄せる。 

③水域班が陸揚げしたナガエツルノゲイトウを土のう袋に詰める。 

 ※処分は土のう袋のまま行うため、土のう袋に入れて乾燥させる 

④土のう袋を保管場所まで運び、所定の位置（ブルーシートの上）におく。 

c) 注意事項 

・陸上のナガエツルノゲイトウ個体の除去の際、水際の危険な場所には近づかない。 

・土嚢袋を運搬する際、個体を拡散させないように注意する。 
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C) 水上（ボート）作業班 

a) 目的：河岸から切り離されたナガエ群落の移動、流出した個体の回収 

b) 作業手順 

①胴長・ライフジャケットを着用し乗船する。 

②水域班が切り離したナガエ群落にロープを架け、船で引きながら、引き上げ場所まで移動

させる。その後、ロープを陸域班に渡す。 

③流れ出した個体がある場合は、たも網で回収し土嚢袋にいれる。 

④引き上げ場所で、水域班が陸揚げ作業を行っているときは、水上で待機拡散した個体を回

収し、土嚢袋にいれる。 

⑤最後に、土嚢袋を、陸域作業班に渡す。 

 

 

 

4.2.4 タイムスケジュール 

当日のタイムスケジュールを下表に整理する。 

 

 

  

継続駆除 中小群落除去 空撮

9:30

-

役割 作業

陸
域
班

全体総括

4.水際のナガエ除去

1.写真撮影・移動

2.計量・運搬・記録

3.準備・移動

9:00

記録係 14.写真撮影

A
 
継
続
駆
除

チ
ー

ム

Ｂ
 
中
小
群
落
除
去
チ
ー

ム

陸
域
班

5.写真撮影・移動

6.袋詰め・運搬

水
域
班

12.準備・片付け

13.撮影

C 空撮
チーム

水
域
班

7.準備・移動

9.移動先で陸揚げ

水
上
班

10.群落の移動

11.流出個体回収

8.河岸からナガエを
  切 り離し

（全体視察）（全体説明）

全体写真撮影

10:00 10:30 11:00 11:30

場所を移動しながら作業

場所を移動しながら作業

空撮見学

空撮見学
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4.3  準備するもの                                        

・以下、準備するものを示す。 

必要な道具 用途・目的 必要数 準備者 

ボート ・水上の群落移動 
・流出個体の回収 1台 ・水資源機構（船外機付） 

スコップ 
河岸からナガエを切り
離す 

3～5個 ・千葉土木が在庫を提供。 

ロープ（50ｍ） 
・切り離した群落を引
っ張る 

1本（50ｍ） 
・PCKK（購入） 
・千葉土木に在庫があれば提供 

ブルーシート 
（5ｍ×5ｍ） 

ナガエ引き上げ場所、
保管場所の下に敷く 

2枚以上 
・PCKK（購入） 
・千葉土木に在庫があれば提供 

ネット 保管場所の飛散防止 1枚 
・千葉土木が在庫を提供 
（前回私用したネット） 

重し（水入れ式） 
飛散防止ネットを抑え
る 

10個程度 
・PCKK（購入） 
・千葉土木に在庫があれば提供 

たも網 
流下ナガエツルノゲイ
トウの回収 

3個程度 
・千葉土木が在庫を提供 
・水資源機構 

計量器 
ナガエツルノゲイトウ
の湿重量測定 

2～3台 ・PCKK（在庫） 

土嚢袋 
回収ナガエツルノゲイ
トウの入れ物 
保管場所への運搬道具 

100袋程度 ・PCKK（購入） 

ストロングバック
（土嚢袋の代わ
り） 

回収ナガエツルノゲイ
トウの入れ物 
保管場所への運搬道具 

5袋程度 ・PCKK（購入） 

胴長 
水際ナガエツルノゲイ
トウ除去 

川に入る人数
分 
（8つ程度） 

・個人所有者は持参する。 
・予備として、千葉土木、PCKKが
在庫を提供。（4つ程度） 

ライフジャケット 
水域作業者が着用 
・水域班（8人程度） 
・ボート班（4人程度）

12個程度 

・個人所有者は持参 
・ボート班分は持参 
・予備として、千葉土木、PCKKが
在庫を提供。（4つ程度） 

    

軍手 作業用 人数分 
・個人で準備 
・予備として PCKKが在庫提供 

その他（予備）    
赤白ポール  2～3本 ・千葉土木が在庫提供 
クリップボード
（A4） 

 
2～3個 ・PCKKが在庫を提供 

記録用紙  Aチーム分 ・PCKKが準備 

（各自準備) 

・帽子、長靴、雨具、軍手 

・筆記用具 

・カメラ 

・飲料水 

（担当者により個人で所有する場合持参していただきたいもの) 

・胴長、ライフジャケット（水域班・水上班） 
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4.4  除去の記録                                         

4.4.1 記録の方法 

 

 

 

・今後、ナガエツルノゲイトウの管理を継続的に実施していくための資料とするため、以下

の項目について、記録する。 

1) 湿重量・日付 

・1ヶ月でどれだけナガエツルノゲイトウが成長し、どれだけ、除去が必要になるかを把握

する。 

・前回からの日数を把握することで、期間内の成長速度を把握する。 

2) 作業時間・人数 

・除去作業にどの程度の時間と費用、人工が必要になるか、把握する。 

 

4.4.2 記録用紙 

・記録用紙を示す。 

 

 

 

◆記録は、陸域班が担当する。 
◆除去箇所、日付、作業時間、人数、除去したナガエの湿重量を記録する。
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5. 今後の予定                                         

・平成 27 年度の今後の継続除去の予定を示す。 

 

除去作業 予定時期 作業予定など 

第 1回 ７月 27日 ・関係者の協働で実施済み 

第 2回 8月 26日 ・本日、関係者の協働で実施 

第 3回 9月末 ・印旛沼探検隊により Eボートチームの参加を調整中 

第 4回 10月末 
・環境・体験フェアで成果の発信 
 参加の呼びかけ 

第 5回 
拡大調査 

11月末 
・除去作業に加え、桑納川のナガエツルノゲイトウ分布

調査（上流端確認調査）を実施予定 
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6. 参考資料                                           

6.1  駆除作戦の概要                                      

 

 2

協働駆除作戦とは

• 治水上のリスクの高い桑納川において、
地域協働により、ナガエツルノゲイトウの
繁茂抑制を行う取組のこと
• 概ね3年で桑納川のナガエツルノゲイトウの
管理方法を構築することを目標に、H27年
度より取組を開始
• 地域協働とは、以下の団体の協働で行う
ことを指している。
‒地域住民、市民団体、大学（東邦大学、千葉大
学）、土地改良区、水資源機構、土木研究所、
行政（千葉市、八千代市、千葉県） 等
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6.2 現時点までの駆除状況 

 

 

6.2.1 流出リスクの高い群落の除去 

(1) 作業の流れと注意事項 

・除去、運搬、保管の各段階で、植物体が拡散しないように注意して作業を行った。 

 

 

(2) 群落の除去の実施状況 

・本年度は、流出リスクの大きい、下図に示す群落を除去。 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 第１回継続除去 

・関係者協働による継続駆除を実施。合計 95kgの再発芽個体

を除去。 

 

 

◆H27 年度は６月 22～29 日にかけて、桑納川の流出リスクの高い群落の除去作業を行った。 
◆7月 27 日に、群落除去箇所の再発芽個体の除去を行なった。

オイルフェンスの設置     群落の切り離しと移動・除去     保管状況 

写真提供：近藤教授（千葉大学） 
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6.3  ナガエツルノゲイトウの特徴及び留意点                        

6.3.1 ナガエツルノゲイトウの生態的特徴 

 ナガエツルノゲイトウは、外来生物法の特定外来生物に指定されており、移動や栽培が禁

止されている植物である。 

（駆除時においても生態的特徴に十分留意して実施する必要がある） 

ナガエツルノゲイトウ （Alternanthera philoxeroides）ヒユ科 多年生草本 特定外来生物 

 英名：Alligatorweed 

 侵入経路：アクアリウム等観賞用に意図的に導入後，野外逸出したと考えられる． 

1989年に兵庫県尼崎市で採集され、村田源によって同定された（1989分地 40：178）。 

 原産地域：中央アメリカ 

 生態的特徴 

茎は長さ 1m以上、径 4mmに達し、柔らかく中空、基部は匍匐して多く分枝し、節間

から発根し、上部は斜上または直立する。葉は対生し、楕円形～倒卵状披針形。ごく短い

葉柄があり、葉柄基部は茎を抱く。花は頭状に多数の花が集合し、花の色は白色。花序に

は短毛のある長い柄があり、茎上部付近の葉腋から単生する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体の姿          上：花   下：節からの発根 

 生育環境 

水路，河川，湿地等。水辺の湿った土地に生える。茎の下部が水没することもある。 

 

 生活史・繁殖特性 
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花は 4-10 月開花。冬季には茎の葉は枯れ

るが、茎はそのまま越冬し、翌春、節から側

芽を生じて再生する。 

水辺では茎の下部は水中にあって抽水状

態であることが多く、節からの発根が多く、

水中では葉を落とす。この茎は、ちぎれても

すぐに節から新芽を出し、発根して再生す

る。また、乾燥にも非常に強い。 

節からの発根の様子 

 水域における影響 

海外では強害な雑草となっており、在来植生と競合したり、水流を阻害して在来の水生生

物の生活を阻害したりしている。 

ニュージーランドのワイカト川では、水流を阻害したり、洪水を悪化させたりするととも

に、重要な保護地域にまで拡大するおそれがあるとして、根絶を目指した管理計画が立てら

れている。 

＊写真及び図：Elissa van Oosterhout  NSW Department of Primary Industries 「Alligatorweed 

control manual」より引用 

 

6.3.2 駆除実施上の留意点 

 ナガエツルノゲイトウは、外来生物法の特定外来生物に指定されている植物である。特

定外来生物に指定された植物は、許可無くその植物を運搬・保管・栽培することなどが

禁止されている。 

 本種は、水などにより運ばれた先に枝や根の一部が漂着すると、その場所から容易に発

根し、栄養繁殖によって急速に拡大することができる。その性質のため、人為的な活動

による運搬や攪乱が、分布域を拡大させる可能性が高い。 

 そのため、調査時にも、不用意に植物体を周辺に放置したり、捨てたりしないように注

意する。 

 調査作業の際にも、作業時に植物片が下流に流されたり、植物片が作業者の靴に付着し

てエリア外に持ち出されたりするなど、かえって繁茂域が拡大してしまうという事態

も想定されるため、調査時には十分な注意が必要となる。 

6.3.3 繁茂状況 

・桑納川で繁茂している様子を以下に示す 
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富士美橋から撮影(2015.06.02撮影) 

  

水際の群落(2015.06.02撮影) 

  

富士美橋から撮影・成長した群落(2015.07.13撮影)   桑納橋上流の撮影(2015.07.13撮影)    

 


