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復元された上総国分尼寺の中門と回廊 

および 金堂前の銅灯篭 

 
能満谷津田上流部の貯水池 

【市原地域教材：自然観察】 

 

“観ることから始まる 環境学習” 

郷土・市原を知る 

～能
のう

満
まん

谷津田
や つ だ

から学ぶもの～ 
ＮＰＯ法人環境カウンセラー千葉県協議会 

 

（この教材は、千葉県の「平成 20 年度ＮＰＯ及び事業者による環境学習地域教材作成事業」に係る委託を受けて作成しました。） 

 
わずかなしぼり水が土水路を走り、田んぼを経て貯水池に流れ込みます。 
貯水池を溢れた水は小川をつくり、やがて養老川となって東京湾に注ぎます。 
水面に映る雑木林、その枝先に花が咲き、実がなり、風は葉を舞い上げます。 
大地は草や木を育て、蝶やハチは蜜を求め飛

び交い、その虫たちを狙う鳥や肉食動物たち。 
その動物たちの命の終わりは、枯れた落ち葉

たちとともに、大地を作りだします。 
その『食』のつながりは『命』のつながりそ

のものです。それが自然の循環です。 
そのつながりのなかに、私たち人間もいるの

です。 
その自然の循環を観てみましょう。それが自

然観察です。 
自然観察は、私たち人間が自然との共生を模

索するための、大事なテキストとなるのです。 
 
 以下に、観察するにあたっての予備知識と

して、おおまかですが、市原市の特徴をあげてみました。 
 
【市原市の概要】  

 
いま、あなたが踏みしめている千葉県という大地は、日本列島のなかではいちばん若い県

であり、今まだ成長（変化）を続けている大地です。 
三方を海に囲まれ、気候は温暖にして良好な地質に恵まれ、早くからさまざまな生き物と

人との歴史をうかがい知ることのできるすばらしい大地です。 
そのほぼ中央に位置する市原市は、関東圏では横浜市に次ぐ広大な面積を有する都市で、

臨海部、工業地帯、商業地帯、住宅地、農地、山間部

（2004 年の中越地震以降、人里を離れていない所は

「中山間地｣という呼び方もでています）と、日本及び

千葉県の持つ諸条件を、良くも悪くも備えた市と言え

ましょう。 
さらに市原市は、歴史を語る遺跡や史跡も多く、そ

れは昔からゆたかな自然条件が備わっていた、つまり、

人間が生活しやすい環境であったという証拠でもあり

ます。 
そのゆたかな自然が、いま、失われようとしていま

す。私たちが安心して住める場がなくなってしまうか

もしれないのです。 
しかし、市民生活を営む以上、産業や観光業という

経済活動を無視することは不可能であり、自然環境の
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全国でいちばん大規模だったと推定される上総国分尼寺 

昭和 58 年度と 61 年度に、遺跡の主要部は国の史跡に指定されました。 

 
自噴井戸（市原市民の森） 

 
下総層群のなかの柿ノ木台層（市原市民の森） 

保全との両立をはかることが、重要な課題となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【環境学習のねらい】 

 
能
のう

満
まん

谷津田
や つ だ

には、特筆するようなものは、何もありません。 
ごくありふれた自然(谷津田)です。しかし、だからこそ、よく観てほしいのです。そのあり

ふれた自然のなかにも、多くの生命が息づき、この大地を守っている生物がいるのです。 
水生生物の多くは、人間の目にはわからない環境の

現状を語っています。あまり目立たないコケの仲間も

そうです。水質の汚染度や大気の汚染、そうした環境

状態を表すものさしとなる指標生物の存在を、謙虚に

受け止める必要があります。 
大地に育まれる多くの生命の存在を、あらためて観

察(確認)することにより、過去から受け継いだ現状を知

り、問題点に気づき、その対策の術(すべ)を考えるきっ

かけがつかめるはずです。 
“観ることから始まる” それが環境学習です。 
 

【市原市の大地】 
 

大枠から述べますと、オオガハス

の種の存在で注目を集めた沖積層、

地下水のかん養機能や汚染物質の

吸着能力が高く良質で豊富な地下

水と湧水をもたらす関東ローム層、

砂層で良質な真水地下水を豊富に

含む下総層群。砂泥互層の上総層群

は地下にかん水（天然ガスとヨード

を含む化石海水）を含み、ヨードは

生産量においては僅差で首位の座

をチリに譲るものの、堂々世界第二

位の生産国(約 87％が千葉県産)で
あり、天然ガスも地表に噴出してい

るところがあります。 
また、市原市国本(こくもと)に露

出している上総層群の中の国本層は、深海で堆積した地層であり、更新世の中期と後期の境

界を示す地点であることが、地層中に残された当時の地磁気の測定や微化石の同定から判定
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木立の向こうに見え隠れする産廃の山 

（市原市福増） 

されています。 
そして養老渓谷沿いでは、この時代の地層が厚く堆積し、しかも連続的に観ることができ、

観察ポイントとしては世界一といえる国際的模式地だそうです。 
土壌を含めた地質環境の成り立ちとしては恵まれた市原市ですが、そのさまざまな生物の

生命を維持する関東ローム層、そして下総層群が、工場・宅地造成などによりどんどん削ら

れ、失われつつあります。やがて世界規模で訪れるであろうと予測されている渇水問題、そ

して水戦争。 
水も農業も工業も、そして私たちの生活自体を支えているこの大地。これからどうあれば

よいのか、将来を見据えての行動が大切です。（文献①及び資料１を参照） 
 
【市原市の林業】 

 

森林は、林産物の生産、国土の保全(土

砂災害防止)、水資源のかん養、自然保護

(生物多様性保全)、生活環境の保全、グロ

ーバルな面では地球温暖化の防止等多く

の機能を有していて、地域住民の生活とも

深く結びついています。  

わが国では、木材の特性を活かしさまざ

まな用途に応じた利用を図ってきました

が、木材に代わる素材の開発や外材の普及

に押され、国産材需要の減少や価格低迷が

続いたことで、林業従事者が激減し、整備

の行き届かない荒廃森林が多くなってい

ます。 

このような時勢の中、市原市は豊富な森林を保有していて、市域 36,820ha のうち森林面積

は 13,558ha で、市域の約 37.0％を占めています。 

近年では、人の健康や環境への配慮などの観点から、日本の気候、風土に適した木材を積

極的に利用していこうと、地場産業の振興を視野に、千種コミュニティセンターは、市原市

の木材 1,379 本を使って建設されました。  

また、市内の中央を縦断する養老川がもたらす水域は、農林業の生産の源となり、地域住

民の生活とも深く結びついています。  

なお、市原市の林業の中心的な担い手である市原市森林組合においては、経営基盤の強化

を図るため、平成 18 年 10 月に千葉県内 14 森林組合が広域合併し、千葉県森林組合の市原支

所として、林業振興に取り組んでいます。（文献②を参照） 
 

【市原市における環境保全問題】 
 

一説には、市原市面積の約２割が工場やゴルフ

場などの環境に負荷をあたえる産業に占有され、

市内に残された森林原野は市面積の約 24 パーセ

ントで、これは大都市を擁する大阪府にも劣るお

粗末な森林環境とのデータもあります。 

市内の里山は、過去 20 数年前から山砂採取や

残土・廃棄物不法投棄が行われ、もはや森林や地

下水の涵養域としての機能を果たさない荒地と

化した里山が市内で 1000ha、休耕田が約 2000ha

と、これらの放棄用地が一部の産業廃棄物不法投

棄業者に狙われる結果となっています。 

市原市の土地に占める
森林の面積の割合

63%

37%

森林

その他
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早春の花 オオイヌノフグリ 

 
    ルーミスシジミ 

 
永遠に消えない 

自然界への落し物 

そして、一部企業の過失によるダイオキシン等の流失や不心得者による産業廃棄物不法投

棄は、有害物質の発生や水質汚濁の原因となり、動植物のみならず人体への悪影響も充分に

懸念される問題です。 

こうした問題に対して一般市民が立ち上がり改善要求運動を起こすという背景を受けて、

市原市では 1990 年代初期に県内他市に先駆けて『残土条例』が、90 年代中期には『水源保

護条例』が制定されました。 

ここまでくるには、現場を見て問題をフォローしていた人たちがいたという事実があり、

その人たちの危機感が打開策となる条例制定への道筋を開いたのです。（文献③を参照） 

 

能満谷津田の最上部も埋め立てられました。埋め立てが始

まった頃は、まだまだたくさんの人たちが谷津田を訪れ、自

然のなかの動植物と親しんでいました。しかし、今は人の訪

れはほとんどないようです。荒れた山道と放棄された家電製

品などが、恨めしげに現状を語りかけてきます。 

みなさんと一緒に、能満谷津田の自然観察をしましょう。 

注目するだけでも、自然は復活への道を辿ります。無視・

無関心は、すべてを失うことになるのです。自然の中に身を

おき、木や草や鳥や昆虫たちの投げかけるメッセージを、聞

いてみましょう。 

 そこで、あなたは何を見、何を感じるか、そして何をすべ

きかに気づくはずです。 

 

あなたが住んでいる市原市、または生活の多くを託している市原市を知るということは、

郷土愛につながります。『ふるさと・市原』のよいところを見つけて、他の方々にもお伝えし

ましょう。守り育てていきましょう。 

 

【能満谷津田の四季を観察する(確認する)ことにより、気づく(学ぶ） 

ことをあげてみましょう】 
 

 春の訪れは意外に早く、冬眠から覚めたニホンアカ

ガエルやヒキガエルの産卵と、青空を映したような色

の花のオオイヌノフグリや赤紫の筒状の花のホトケ

ノザに、春の到来を知らされます。 

 産卵後のアカガエルたちが、もう一度休眠に入った

頃から芽吹きが一斉に始まり、キブシの開花とともに

カシ類の淡い緑とシロダモの温かい新芽などによる

『緑のパッチワーク』が展開するのです。 

 水辺には、セリと、繁殖力が旺盛で他の植物への影

響などから問題となっている帰化植物のクレソンが

柔らかな芽を出し、そのかげにはオタマジャクシやメ

ダカなど、さまざまな動物が姿を見せます。 

 サシバがわたってくる頃には、アケボノスミレなどのス

ミレ類が次々と咲き、ホタルカズラやノイバラも咲きます。

越冬したキチョウ(キタキチョウ)やアカタテハなども世

代交代のためにがんばっています。 

春のカエルの出現は、オタマジャクシのときから他の動

物を育てるエサとなる宿命にあり、カエルとなってからは

昆虫などを捕食して自然界のバランスをとり、同時に自ら

がまた他の大きな動物のエサとなって自然界を守ってい

ます。 
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ノササゲの艶やかな実 

 
能満谷津田の土水路 

 

このように『食う･食われる』の関係を、一般

的には食物連鎖といいますが、その形態はかな

り複雑で複数種のエサを捕食する動物がいて、

同時に複数種から食われることも当然あり、そ

の複雑な関係から現在の群集生態学では、食物

連鎖というより食物網という概念が、現実的な

ものとして重視されるようになっています。 

その他、生物の栄養補給は、食う･食われるだ

けの関係ではなく、ガや蝶の幼虫であるイモム

シに寄生蜂が卵を産みつけるという寄生者と宿

主の関係や、さらにその寄生蜂の卵に二重寄生

する寄生蜂など、関係は思わぬところまで発展

しています。 

菌のついた葉を食べた動物のフンにさらに菌がつき、そのフンを食べた動物のフンにも菌

がつくというループ状のサイクルも出てくるという、じつに多岐にわたる様相は、一概には

図式化されないと考えたほうが無難なようです。 

ここでは一例としてカエルという生物を挙げましたが、カマキリやクモなどのように、た

くさんの生命体を産み出す生き物たちの存在が、豊かな自然の存在につながっているのです。 

また、カエルがいるということは、オタマジャクシを育てる水辺があり、冬はお尻で穴を

掘り冬眠できるという土壌条件が整っている証拠でもあるのです。 

 

 夏は、なんと言っても水辺です。 

涼やかに水を蓄えた田んぼが、文字通り『命のゆりかご』として、多くの生命を育てます。冬

のあいだ乾田化していた田んぼに、どうしてこれだけの命が存在するのか、不思議に思うほどた

くさんの動植物が出現し、それがコサギなどの野鳥を呼び、オオタカなどの猛禽類を呼び寄せま

す。 
 ハンノキの林には、ミドリシジミが舞い踊る風景も見られます。ヘビもアオダイショウ、

シマヘビ、マムシ、ヤマカガシなどが出現します。イシガメもノコノコと歩き回ります。ま

た、コケなどの存在がこの場の大気環境を教えてくれています。 

さまざまな種類のトンボたちと一緒に、ゆったりと空中散歩をしてみたいものです。 

 さらに夏の田んぼからは、田んぼ自体が地球温暖化防止効果に大きく貢献していることが

わかります。また、水路と水田の水の交流があるからこそ、多くの生き物が育つのです。 

木が枝を広げ草が大地を覆うことも、地球温暖化防止の役割を果たしています。 

そして樹や草の種類により、育む昆虫は違います。いろいろな植物の存在は、多くの命を

育てることにつながっているのです。 

 

秋は、実りの季節です。 

山栗やムカゴなど食用となる実もありますが、カ

ラスウリやヤブコウジ、ハダカホオズキなどの赤い

実と、サワフタギやノササゲの鮮やかな青が、自然

の美しさを盛りたてます。 

稲刈りの済んだ田には二番穂が立ち上がり、それ

もやがて草紅葉として彩りを添えます。 

 谷津田全体が秋色に染まった頃、冬鳥の到来とな

るのです。 

秋の実りは、種子の伝播の多様性（飛ぶ･はじけ

る･風に乗る・動物につく･流れる）など、さまざま

な生き物の命の継承のすべを学ぶことになり、落葉

樹･常緑樹などからは、彼らなりの省エネ対策とも
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ミツバウツギの葉痕 

冬芽のつぶやき 『もうじき 春だね』

『ウン そうだね』 

 
オニグルミの葉痕 

冬芽の代表的な 『かお』 

 
クズの冬芽  『冬芽合唱団』 

なる冬越しの知恵を学ぶことでしょう。 

紅葉する仕組みなども、探ることによって自然界への興味関心は、さらに深まるのではな

いでしょうか。 

 

冬の能満谷津田は、静かな中に冬ならではの賑わいに満ちています。まずは木の枝の葉痕

を見て下さい。いろいろな表情をした『顔』が見られるはずです。 

ふだんは嫌われているクズは、妖精のよう

な魅惑に満ちた表情で、あなたにウインクを

送ってきます。ノスリがゆっくりと空を舞い、

ヨコズナサシガメが樹皮に固まりとなって

くっついていたりします。そっと葉をめくる

と、そこにはウラギンシジミが春の到来を待

っていたりします。枯れ草の中には、冬越し

の知恵を働かせたアレチマツヨイグサやノ

ゲシなどのロゼット状の葉が大地にへばり

ついて春を待っています。 

土水路の流れは、表情を変えることなく今

日も明日も流れ続けることでしょう。 

 冬は、水田の乾田化から考えられる農業社

会･農業

政 策 に

ついても、考えるキッカケづくりになります。 

冬水田んぼの意義、不耕起栽培、古代米栽培など、先人

の知恵に学ぶことも多いでしょう。 

 とうとうと流れる土水路も、ただ自然に流れているので

はありません。樹木や土壌の特性によって守られることに

より、流れ出ることができているのです。 

その流れにより、どれだけの生命が守られ、地球温暖化

防止に貢献しているか、その道理を理解し、保全対策を考

える必要があります。 

また、もし輸入に頼っている農作物を、日本国内で生産

したとしたらどれだけの水を必要としているか（バーチャ

ルウォーター）、近くの田や畑を使わないで、外国や遠方

から農作物を取り寄せていたら、どれだけの二酸化炭素の

排出につながるのか（フードマイレージ）など、考えるこ

とはたくさんあり

ます。 

 

全県に先駆けて『里山条例』を定めた千葉県です。

その精神にのっとり、まだまだ残されている身近な自

然の価値を、あらためて認識する必要があるといえま

しょう。 

その価値を、金額に換算し環境保全に新たな着眼点

を求める『環境経済学』も新たな分野として学びの科

目に入ってきています。 

 

自然観察には、図鑑を用意しましょう。また、観察

した生物は、必ずもとの場所に返すようにして下さい。 
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【能満谷津田の位置】 
能満谷津田は、千葉市との境をなす村田川より 1本南西側に入った水系で、県道 21 号線に

より谷津田は分断されています。下流はコンクリートによる三面張りの水路に変わり、八幡

宿の町を通り、八幡運河へとつながります。 

 その能満谷津田の上流部を訪れるルートは、市原市を縦断するかたちで南北に走る国道 297

号線と、県道 21 号線との交差点・郡本（こおりもと）から、辰巳台方面へ向かう二つ目の信

号を右折。坂を上りきったところにある市原市市営墓地･能満霊園の裏手にあたります。 

 県道 21 号線より上流では、溯ること 500 メートルほどのところまでが美田として米を育て

ています。その美田はハンノキの林で途切れ、そのハンノキ林よりさらに上流は、ここ 2～3

年の間の農作放棄で、あっという間に荒れ野原に変わってしまいました。 

谷津田は上部から埋め立が進み、最奥となってしまった貯水池から見ると、南西の大地に、

千葉県立市原特別支援学校と東海大学付属望洋高等学校、千葉県立緑高等学校とが並び、そ

の先の南側には、工業用水としての山倉ダム（キッズダム）が湖面を光らせています。 

 以下に、概略地図を提示いたします。 

 

 

＜引用参考文献＞ 
①千葉県環境研究センター地質環境研究室 風岡修博士 

平成 20 年度第６回地質環境の持続的利用講座資料 
 

②市原市 産業白書平成 19 年度版 
http://www.city.ichihara.chiba.jp/070keizai/seisaku/sangyouhakusyo/documents/2-ringyou.pdf 

 
③環境問題市原連絡会 市原市の特徴と生活環境 

http://www005.upp.so-net.ne.jp/boso/kankyoiti.htm  
 
※掲載写真の撮影： 山口 由富子 

館山自動車道
県道 21 号

市原市役所 

国道 297 号 

山倉ダム 
(キッズダム)

市原緑

高校 

東海大付属
望洋高校 

郡本交差点

能満 
谷津田 

上総国分尼寺

貯水池 
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資料１  房総半島の断層図 

 
 

 
（出典：千葉県環境研究センター「大地のやさしい使い方」1993 年 3 月） 


