
Ⅰ．活動の目的と意義

特別天然記念物オオサンショウウオ生息地に

指定されている真庭市北部（図 1）では，集中

豪雨で繁殖河川が大きく改変され，洪水によっ

て多数のオオサンショウウオが，繁殖河川から

下流の生息不適地に流されることから，オオサ

ンショウウオの個体群が再び上流の清流域に溯

上できるようにするとともに，上流域での繁殖

地環境を保全再生し，かつての生息個体数が回

復し，広く健全な生息域が復活・拡大するよう

川づくりを行うことを目的に活動を進めた．

本活動を継続に進めることにより，全国屈指

のオオサンショウウオ生息地において，豪雨に

も強い繁殖地が蘇り，深刻化している個体群の

流出と生息個体数減少に歯止めがかかり，特別

天然記念物オオサンショウウオの永続的保護が

はかられると考えている．

Ⅱ．活動の概要

本活動では，豪雨の度にオオサンショウウオ

が下流に流され，個体数の減少が進む繁殖河川
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図 1　活動地域位置図



（とくに地域最大の繁殖地とされる田羽根川，

下和川）について，下流の旭川本流からオオサ

ンショウウオが溯上できるようにして，個体保

護をはかるとともに，河川工事や水質悪化に

よってオオサンショウウオの生息が困難になっ

ている旭川の本流やその支流に，清流の環境を

蘇らせ，オオサンショウウオ生息地としての環

境保全を進めるために，特別天然記念物オオサ

ンショウウオをシンボルとした地域づくりや人

づくりを行った．

オオサンショウオは，国の特別天然記念物に

指定され，保護のための調査にも許可が必要と

されている．本活動は直接個体を捕獲して保護

する活動でなく，その生息環境の改善や清流環

境の再生を進めることで，豪雨により生息地が

一変したオオサンショウウオについて，短期的

および長期的視点で保護をはかる活動であり，

その内容は，真庭地域以外のオオサンショウウ

オ生息地での活動にも波及する．以下，活動の

内容を記す．

1. 保護調査活動の実施

真庭市では，豪雨の度にオオサンショウウオ

が下流に流され，個体数の減少が進んでいるた

め，一昨年 10月の台風および，昨年 7月の西

日本豪雨によって土砂とともにオオサンショウ

ウオが流失した田羽根川の河川環境や残された

オオサンショウウオの生息状況，繁殖環境変化

の状況を把握するとともに，下流の旭川や支流

河川でのオオサンショウウオの生息変化の状況

を調査した．

調査は，豪雨直後から被害を受けた田羽根川

と下和川水系において重点的に実施しており，

オオサンショウウオの生息状況の把握とあわせ

て，土砂の流失・堆積による水辺環境の変化や，

巣穴の状況などを把握した．

田羽根川では確認個体数が激減し，これまで

の巣穴は土砂とともに流出したと考えている．

大型のオオサンショウウオの生息が確認されて

いた下和川では個体が確認できていないが，豪

雨被害を受けた田羽根川と下和川水系におい

て，オオサンショウウオの生息状況調査を継続

している．

真庭市北部では，集中豪雨で繁殖河川が大き

く改変され，洪水によって多数の個体が，繁殖

河川から下流に流されており，繁殖河川の田羽

根川下流の旭川には高さ 2 mを超える取水堰堤

（ハンザキ大明神裏の堰堤）があることから（図

2，3），田羽根川下流の旭川を中心に田羽根川，

下和川水系について調査を行った．

下流域に外来種のチュウゴクオオサンショウ

ウオが侵入している場合，溯上スロープ設置に
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図 2　田羽根川下流の旭川とオオサンショウウオの溯上を阻

害している堰堤（ハンザキ大明神裏の堰堤）．田羽根川は旭

川の支流で，この堰堤は田羽根川との合流点から下流 300 m

付近の旭川の設置されている．

図 3　オオサンショウウオの溯上を阻害している旭川の堰堤

（ハンザキ大明神裏の堰堤）



より，上流域での交雑が発生する可能性がある

ことから，交雑を防ぐために旭川でのチュウゴ

クオオサンショウウオ（外来種）の生息有無に

ついての DNA調査を実施した．

調査は，4月中旬から 11月中旬にかけて実

施し，5月 10日（金），6月 14日（金），8月 7

日（水），8日（木），9月 14日（土），15日（日），

25日（水），10月 5日（土）は，調査会・観察

会として参加者・見学者を募って開催した（図

4）．

調査の結果，ハンザキ大明神（漁協）裏の堰

堤の下流 150 mの区間だけでも 100匹（頭）を

超えるオオサンショウウオが生息し，上流の繁

殖地に戻ることが困難となっていることが判明

した（図 5）．

また，9月 15日（日）の観察会では，この

区間で巣穴と卵塊が確認できたが，この区間は

産卵適地でないため，後日の調査により，発見

された卵塊は孵化することなく，死滅している

ことが確認．

一方，繁殖地である田羽根川上流については，

秋に卵から孵化したオオサンショウウオの幼生

が 2月に巣立ちし，下流に移動し，川底の落ち

葉溜まりなどに隠れており，発見しやすいこと

から，3月 1日に幼生調査を実施．

3月 1日に実施した調査では，豪雨被害を受

けた田羽根川の繁殖地付近において 4～ 5 cm

程度の幼生 23匹が確認され，豪雨後も繁殖巣

穴が残っていることが判明．

2. 保護対策工事の実施

生息状況調査にあわせ，田羽根川，下和川の

繁殖地へのオオサンショウウウオの溯上を妨げ

ている堰堤や落差工など河川構造物について現

地確認など調査を行い，溯上スロープの設置箇

所や工法の検討を行った．

田羽根川には，大小複数の堰堤が建設されて

おり，オオサンショウウオの溯上を困難にして

いることから，下流から繁殖地への溯上を妨げ

ている堰堤など河川構造物の状況を把握し，オ

オサンショウウオの繁殖に支障をきたしている

堰堤や落差工，支流との高低段差などについて，

溯上を容易にする対策を検討するオオサンショ

ウウオ保護活動組織づくり会議を昨年夏より開

催しています．会議には，専門家の桑原一司氏

（日本オオサンショウウオの会会長）などが顧

問として加わり，現地検討会や川づくり勉強会

などを実施．

保護対策工事は，豪雨によって流されたオオ

サンショウウオが上流の繁殖地（田羽根川，下

和川など）へ戻ること（溯上）を妨げている河

川構造物について溯上スロープを設けるほか，

豪雨によって繁殖巣穴が流れた田羽根川に，人

工巣穴を設置することでオオサンショウウオの
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図 4　住民参加で実施した旭川でのオオサンショウウオ調査

図 5　100人以上が参加した 10月のオオサンショウウオ保護

調査



生息環境・繁殖環境を保全しようという試みで

あり，専門家（桑原一司博士・益田芳樹教授）

や協力団体（おかやまオオサンショウウオ会・

晴れの国野生生物研究会），岡山県（河川管理

者），真庭市教育委員会，水利関係者など関係

機関との協議を重ね，河川管理者である岡山県

美作県民局真庭地方事務所建設部維持管理課の

担当者からも理解を得ることができた．

堰堤での保護対策については，蛇籠・ふとん

籠にコンクリートを塗り込んで固定し，表面に

自然石を埋め込むなどして，オオサンショウウ

オや魚が登りやすくした永久構造のスロープ設

置にくわえ，板や網などを用いた取り外し可能

な溯上スロープの設置なども検討している．

溯上スロープづくりは，チュウゴクオオサン

ショウウオ（外来種）の生息有無についての

DNA調査結果を踏まえた岡山県教育委員会の

検討結果を待つことになったが，これまでの調

査ではチュウゴクオオサンショウウオの生息を

示唆する結果は出ておらず，2020年度以降，

複数の箇所で溯上スロープづくりを実施するこ

とになったため，今年度（2019年度）は，堰

堤での保護対策工事に代えて，豪雨で繁殖巣穴

が消失した田羽根川において，人工巣穴を設置

することになった（図 6，図 7）．

3. 啓発活動・人材育成の実施

真庭地域におけるオオサンショウウオの繁殖

地は，旭川の支流河川であり，かつては，支流

のいたるところでその姿がみられ，繁殖地に

なっていたが，長年にわたる河川工事や環境変

化などによって，オオサンショウウオの生息を

確認できなくなった河川も多くあることから，

これら河川についても将来，オオサンショウウ

オが生息し，繁殖できるよう，オオサンショウ

ウオの調査保護活動や清流環境再生活動とあわ

せて，真庭市内子どもたちのほか，岡山市など

県南部の小学生とその保護者を対象に自然体験

型環境学習会を開催し，住民啓発活動を進め，

5月 10日（金），6月 14日（金），8月 7日（水），

8日（木），9月 14日（土），15日（日），25日

（水），10月 5日（土）に，調査会・観察会と
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図 6　温泉街を流れる田羽根川の 5ヶ所に設置したオオサン

ショウウオの人工巣穴

図 7　田羽根川でのオオサンショウウオの人工巣穴説明会．

温泉街を流れる田羽根川ではオオサンショウウオ人工巣穴を

使った環境学習会説明会を開催している．

図 8　温泉街を流れる旭川でのオオサンショウウオ夜間観察

会



して参加者・見学者を募って実施した（図 8）．

啓発活動は，勉強会のほか，オオサンショウ

ウオ生息地の環境を活用して，児童生徒とその

保護者などを対象としたオオサンショウウオ観

察会，水辺の生きもの観察会などの自然体験型

の環境学習会を 6月 16日，29日，9月 28日，

29日に開催し，オオサンショウウオ生息地と

なる里山水辺の自然を体感してもらうことで，

清流保全の必要性について理解を求めた（図 9，

図 10）．

4. 清流環境保全活動の実施

生態調査や清流環境保全のための住民啓発活

動を実施し，保護対策（溯上スロープなどの設

置）とあわせて，人工巣穴の設置や伝統的工法

での護岸改修を行うよう，関係機関と連携し，

オオサンショウウオの生息域拡大と繁殖環境づ

くりを進め，9月に温泉街を流れる田羽根川に

人工巣穴を 5ヶ所設置し，繁殖地に残った個体

群の保護をはかるとともに，見学会や環境学習

会・観察会などを実施し，保護活動の拠点とな

るフィールドの環境整備を下和川水系において

も進めた（図 10）．
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図 9　ボートを使った下和川長とろでの清流探検

図 10　美しい清流の環境が残る下和川での生き物観察会（生

物調査会）

図 11　下和川長とろでの自然体験型環境学習会
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