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瀬上沢の自然を次の世代へ残そう！
理事長

角田東一

2012 年 6 月、瀬上沢の開発計画が提案されようとしている。提案されれば行政は粛々
と審査を進めるであろう。人口減少時代に突入し住宅や商業施設は余剰であり、緑地は人
類の生存にも影響を及ぼすほど不足しているのに！！ 市は“生物多様性横浜行動計画”
や“みどりアップ計画”で緑地を守ろうとしている。県や国も同様である。しかし、開発
計画提案は受理しなければならず、自然破壊に対しての法的拘束力は無いという。
どうすれば、瀬上沢の自然を次の世代へ残せるのだろう？
まずは、2012 年度中には開催されるであろう“横浜市都市計画評価委員会”で、提案
が却下される事である。検討過程で議員の発言は大きな影響力がある。メディアも大きな
影響力がある。彼らを動かすのは結局のところ、市民の強い意志表示だ。
“横浜・瀬上沢を守ろう！ 寄付者 1 万人アクション”を早期に達成し、行政、議員、
メディアに、積極的に働きかけよう。
このまま環境破壊が続けば、40 年後の 2050 年、孫の時代には、干ばつや集中豪雨、
食料問題や疾病問題が、深刻な状態になると言われている。
私たちは今、子供たちの未来を選択できる立場に居る。
子供たちに喜ばれる選択をしよう！！

会員
寄付者合計
寄付金合計

489 人
5153 人
5,385,261 円
平成 24 年 4 月 30 日現在
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顧問就任にあたって
NPO 法人神奈川県自然保護協会
理事長

藤崎

英輔

370 万都市横浜に残された貴重な自然「ホタルの

県内の貴重な自然を守るための運動は、関係者

ふるさと瀬上沢」をみんなで守ろうという皆さんの

（行政を含む）間との話し合いにいずれも長い年月

日頃からの真摯なとりくみ、そのご労苦に対して心

を要しています。（三浦・小網代の森、鎌倉・広町

から敬意を表します。

台峰、藤沢・川名、大和・泉の森緑地等）開発計画
者、横浜市（関係組織）への定期的要請活動・情報

このたび当協会の前理事長新堀豊彦が就任してお

収集の反復継続が望まれます。

りました顧問の就任要請をいただき、理事会で協議
の結果、協会としてお引き受けすることとしました。

多くの市民に運動のねらいを正しく理解してい
ただくためには、マンネリに陥ることなく、たゆみ

瀬上沢の開発計画につきましては、当協会におき

ない努力が必要となります。（反復継続）募金活動

ましても、理事間で昔から話題になっていた開発案

は、日本の社会では厳しいとの声もありますが、ナ

件であり、取り組み状況は報告を受け、情報共有を

ショナル・トラスト運動のモットー「１人の１万ポ

しています。

ンドより１万人の１ポンド」が参考になるのではな
いでしょうか。

ここの開発計画は、長い年月の経過があり（開発
者の変更、横浜市の担当者の移動・方針の変化）現

メンバーの皆さんの日頃の活動状況につきまし

在に至っているところであり、時代が大きく変化し

て、会報・ホームページ・新聞情報等で承知してい

ています。新しい時代に適合した土地利用が望まれ

ます。未来を生き抜く子や孫のため、生き物たちの

るところです。
（生物多様性・住宅需要の変化・人口

ためにもぜひ市民力を引き続き力強く活動を継続

の高齢化）

されることを心から期待しています。

横浜市の 24 年度の環境施策に、生物多様性の推

私もこの運動の趣旨に賛同して、関係者や多くの

進（つながりの森構想、生物多様性横浜行動計画）

市民に呼びかけをする等募金を含めて可能な限り

横浜みどりアップ計画が記述されていますが、どの

協力させていただきます。

程度の接点があるのか関心のあるところです。

ご

案 内

特定非営利活動法人

ホタルのふるさと瀬上沢基金
第4 回

通常総会

平成 24 年 6 月 23 日（土）13 時~
港南台地区センター 会議室
総会後、藤崎顧問による講演会、
会員懇親会を行ないます。
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夜間昆虫調査

高村鈴子

昨年７月から、横浜栄高校久保浩一教諭の
指導で瀬上沢地区西の森・猿田/深田谷戸に
おける夜間昆虫調査（ライトトラップ）は、
８回を数えています。円海山域でも、最良の
湿地を伴う谷戸環境が残されている場所が、
再び開発計画地に。調査にも熱が入ります。
夜間調査以外にもｲｴﾛｰﾊﾟﾝﾄﾗｯﾌﾟや手作り
の FIT というﾄﾗｯﾌﾟ（写真参照）でも調査を
実施しています。
夜間調査に興味のある方は、どうぞご参加
下さい。ホームページに各回の報告と次回実施
予定を載せています。雨天の場合は中止です。
ホームページ http://www.segamikikin.org/

新たな街をつくる必要性はありますか？


住宅・商業施設は過剰である。

 2008 年の総務省統計で、空き家率は 13%
に達した。商業施設も過剰で、新たな店舗が
できると近くの店舗が閉鎖され、高齢者の利
便性が失われていく。



人口減の今、緑を破壊してまでの、新た
な街づくりの必要性は無い。

 人間の営みによる環境負荷は、地球が養える
能力の 1.4 個分といわれている。これ以上の
緑地破壊は、子供や孫たちの世代に、深刻な
影響を及ぼすことになる。



緑地は不足している。

 市の緑被率は、1970 年 50%、2009 年は
29.8%に、減少した。


横浜市の政策に逆行する“

 樹林地を守る” “農地を守る”“緑をつくる”
「みどりアップ計画」を推進している。
 連続する三浦丘陵の北端を大幅に破壊する
 瀬上沢は、横浜最大の緑地“円海山周辺緑地”
の玄関口、
“生物多様性横浜行動計画ヨコハマ
b プラン”
「つながりの森」の中心部、全面保
全すべき場所である。





生態系は、一度失われてしまうと、元に
戻すことが難しい。
前回計画では、50％を緑地として寄付
となっていたが、今回は買取りを要求。
部分買取りはみどり税の無駄づかいと
なる。買い取るならば全面買取すべき

横浜栄高

山手学院

開発計画
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現在の瀬上沢

【ご寄付の方法】

瀬上沢の森を守ろう!
寄付者 1 万人アクション！

正確な人数把握のため、ご住所とお名前（任意で電話・E-mail）
をご記入下さい。

● 郵便局の払込取扱票
口座番号
00220-7-97531
加入者名
ホタルのふるさと瀬上沢基金

～ 100 円寄付で
横浜に残る貴重な緑地を未来～

● 銀行からのお振込
郵貯銀行（029）当座 0097531

【寄付金の用途】
寄付金はトラスト基金として積立て、 瀬上沢

● 栄区、港南区にお住まいの方は、当基金担当者に

緑地の取得や保全の資金になります。

直接渡す事もできます

【プライバシーポリシー】個人情報は、当基金プライバ

(E メール) segamikikin@gmail.com,

シーポリシーに基づき厳重に管理します。皆様が記入さ

(電話) 090-6191-1861

れた名簿は、瀬上沢基金の寄付台帳記載用で、外部には
提出しません。
ひらいで内科クリニック

（休診日：土曜午後、水、日、祝）

横浜市栄区中野町 27-8

電話：045-897-5511

浜ころ（コロッケ屋さん）

（イベント出張販売あり）

横浜市栄区桂台南１－１８－９

電話：045-894-6797

パタゴニア ベイサイド・アウトレット店
横浜市 金沢区白帆 4-3

（年中無休）

電話：045-778-1205

パタゴニア 横浜・関内 店

（年中無休）

横浜市 中区日本大通 18
ミリオンズ デリ

● 寄付金箱が設置されているお近くのお店で寄付。

電話：045-681-9035

（年中無休）

電話：045-681-6481

横浜市中区山下町 194-3 ニューポートビル B1F
８０＊８０（はちまるはちまる）安心ご飯の店 （定休：土、日、祝）
横浜市中区太田町２－２８

電話：045-663-7056

食事処 やま田

（定休日：日曜 祭日）

横浜市港南区港南台 4-3-1

ビーバービル 2F 電話：045-832-9797

食べ酔い屋 横浜シェビー（CHEVY）（年中無休）
横浜市港南区港南台 4-3-9

荒井ビル 2F

電話：045-833-3443

ジンボリーノ （イタリアンレストラン） （定休日：日曜）
横浜市港南区港南台４丁目１７ー２９

電話：045-831-2303

詰めこみ酒場 輪 GON

（年中無休）

横浜市港南区大久保１丁目１１ー４

電話：045-847-5323

WE ショップ港南台店 （定休日：日，祝）（NPO 法人 WE２１ジャパン港南）
横浜市港南区港南台３－１６－１
コミュニティールーム ここ

電話： 045-832-7343

（定休日：火、日、祝）

横浜市港南区野庭町６６５－１－１１３

電話： 045-842-1755

名倉堂港南台カイロプラクティックセンター （営業日：木、日 予約のみ）
石川鍼灸院

（休診日：月、水、土）

横浜市南区大岡３－７－２

電話：045-715-5502

STOVES (ストーブス/レストラン・バー)

（年中無休）

横浜市西区南幸 2-1-3 サイトウビル１Ｆ 電話：045-312-2278
シチリアーナ SICILIANA
鎌倉市七里ガ浜 1-3-12

(江ノ電 七里ヶ浜駅)
310 ビル 2F 電話：04６7－81-4880

ダブルドアーズ七里ヶ浜
鎌倉市七里ガ浜東 2-2-2

(江ノ電 七里ヶ浜駅)
電話：0467-33-1593

Seven Miles Club （セブンマイルズクラブ/雑貨 （定休日：月曜日）
鎌倉市七里ガ浜 2-17-9
パタゴニア 鎌倉

電話：0467-32-7580
(定休日：年末年始)

鎌倉市 小町 1－13－12 本覚寺ビル 電話：0467-23-8970
AMMIN' 茅ケ崎店 （ジャミン/レストラン・バー） （年中無休）
神奈川県茅ヶ崎市共恵 1-1-15

電話：0467-57-1129

横浜市港南区港南台 4 丁目 16-6
惣菜の店 ミズ・キャロット港南

（定休日：土、日、祝）

横浜市港南区野庭町 610-2-103
みつやま（手焼き煎餅）

電話：045-833-7333

電話：045-841-3451

（定休日：日曜日）

横浜市港南区港南台６－２－１１

電話：045-833-1001

ジャンボ ラーメン やない
横浜市港南区港南台 6-4-11

電話 045-834-3013

美容室 しん
横浜市港南区港南台 6-32-19

電話 045-831-1104

コザノマ
横浜市港南区港南台 5-22-15

電話 045-831-5127

～編集後記～
気候の急変に悩まされる日々。自然が破壊されていくこと
への地球からの警鐘かもしれません。
瀬上沢が多様な生き物の命をはぐくんでいく場としての役割を
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十分に果たせるよう、横浜市の英断を強く望みます。
（M,F）

【 平成 23 年】

＊＊＊

活動記録（抄録）

＊＊＊

10 月 17 日

市 財政局資産経営課 面談

10 月 17 日

臨時クリーンアップ 4 名参加

10 月 17 日

第 6 回夜間昆虫調査

10 月 21 日

市 財政局管財課 面談

10 月 26 日

地権者 面談

11 月 ３日

地権者 面談 基金の活動説明

１１月 ５日

栄祭り 基金メッセージビラ配布

１１月１３日

SBK ガイドツアー 20 名参加

１１月１７日

市会議員 A 氏面談 瀬上沢、川窪の保全陳情

１１月１８日

河川事業課面談 川窪（いたち川）の蛇行を残すよう要請

１１月２４日

東日本高速道路面談 川窪上流部を残すよう要請

１１月２７日

地権者 訪問 基金の活動説明

12 月 1 日

東急建設より、“再・開発構想”についての説明会

12 月 3 日

市会議員 B 氏 面談 瀬上沢、川窪の保全要請

12 月 10 日

市会議員 C 氏 面談 瀬上沢の保全要請

12 月 11 日

「瀬上沢クリーンアップ作戦」実施 14 名参加

12 月 23 日

東急建設へ、“再・開発構想”に対し補足質問

【 平成 24 年】

＊＊＊

活動記録（抄録）

＊＊＊

１月１２日

「瀬上沢ガイドツアー」実施 24 名参加（SBK 主催に協賛）

１月１９日

衆議院議員 D 氏 面談 瀬上沢の保全要請

１月２０日

市 都市整備局まちづくり課 面談 瀬上沢の保全要請

１月２０日

市 環境創造局緑地保全推進課 面談 瀬上沢の保全要請

* １月２７日

市 副市長 面談 瀬上沢の保全要請

２月 ６日

栄区 副区長 面談 瀬上沢の保全要請

２月 ７日

日本ナショナルトラスト協会 面談 瀬上沢トラスト協力要請

２月 ９日

市 環境創造局政策課 面談 瀬上沢の保全要請

２月１２日

「瀬上沢クリーンアップ作戦」実施 19 名参加（SBK 主催に協賛）

* ２月２９日

市 建築局都市計画課、建築企画課 面談 瀬上沢の保全要請

３月 ７日

県会議員 E 氏面談 瀬上沢保全への理解協力を要請

３月 ７日

市会議員 F 氏面談 瀬上沢保全への理解協力を要請

３月１１日

「瀬上沢ガイドツアー」実施 19 名参加（SBK 主催に協賛）

３月２６日

道路局河川部面談 川窪蛇行保全要請

* ３月２７日
４月８日

県土整備局面談 瀬上沢の保全要請
「瀬上沢クリーンアップ作戦」実施 13 名参加（SBK 主催に協賛）

４月２４日

第７回夜間昆虫調査

４月２８日

貝化石 講演会と観察会 72 名参加（神奈川地学会と共催）

５月 13 日

「瀬上沢ガイドツアー」実施 23 名参加（SBK 主催に協賛）
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講演会と実地見学会より

４．瀬上の化学合成化石群集の意義（まとめ）

瀬上沢の化学合成貝化石群集について

①

世界で最も良く研究された化学合成化石群集。

②

世界でも稀な、浅い海（陸棚）に生息していた
化学合成群集である。

４月２８日、横浜国立大学教授、間嶋隆一先生の講演
概要を纏めてみました。

③

理事 平田照宙

録を保存している。
④

１．三浦・房総半島の地質的特徴
・相模湾沖には３つの海溝（南海、伊豆‐小笠原、

メタン湧水は消長を繰り返し、この消長は第四
紀特有の氷河性海水準変動に同期していた。

⑤浅海域のメタン湧水は、グローバルな環境変動に

日本トラフ）のプレート境界が会合している三重会
合点があり、周期的に隆起している。

少なくとも２０万年間以上のメタン湧水の記

関連していた可能性が高い。（注３）
⑥

こうした記録が解析できる化学合成群集は、

・２７０万年前から５０万年前に堆積した海成堆積

日本だけから産出す

物があり、その地層の厚さは３０００m に達する

る。海外の群集は

（上総層群）現在陸上に露出しているのは世界でも

未だに海の中にある。

三浦・房総半島だけである。
２．光合成群集と化学合成群集
・生きるためのエネルギー生産に太陽光を使った光

講演後、横堰付近にある
貝化石路頭の現地観察会

合成に依存した生態系（光合成群集）と地下からの
物質（硫化水素やメタン）を利用した化学合成）に
依存した生態系（化学合成群集）が存在する。もし
隕石の衝突の様な天変地異などで光合成群集が絶

注１：炭素の同位元素は質量数が 12 と 13 のものがあり、
12C,13C と表記する。メタンは自然界の物質の中で桁外れに
12C が多いため化石のカチカチ石を調べることにより瀬上の化

滅しても、深海の化学合成群集は生き延び、回復し

石群集はメタンを含む湧水に依存した化学合成群集であること

た地球表層に生物を供給できると言われている。

が分かる。

これぞ正に生物多様性の極みではないでしょうか。

カチカチ石の生成は、メタン由来の炭酸イオン(HCO3-)と海中

３．これまでの調査で分かったこと。

のカルシウムイオン(Ca2+)が結合し炭酸カルシウム(CaCO3)が

・炭素の同位元素を調べることにより、約１６０万

生成されカチカチ石が生成されたもの（自生炭酸塩）で化石貝

年前、瀬上はメタンが地下から湧き出す海の底で、

の殻よりも硬くなっている。

化学合成群集の二枚貝が大繁殖し、カチカチに固ま
った岩石が沈殿したことが分かる。
（注１）
瀬上の貝化石群集はメタンを含む冷湧水に依存し

注２：酸素の安定同位体は質量数 18 の 18O と 16 の 16O が存
在し、海水中の両者の比は氷河期には 18O が増え、間氷期には
16O が増える。この理由は、蒸発して雲に入り易い 16O が氷河

た化学合成群集で、オウナガイ類、ツキガイモドキ

期には雪となり、大陸氷床となって海に戻らないため。この変

ガイ類、キヌタレガイ類等で露出面から４３２４個

遷は深海底にゆっくり連続的に積もった有孔虫の殻(CaCO3)に

体が確認され、全体で数十万個体の貝が埋もれてい

記録される。

ると思われる。

注３：瀬上の化学合成化石群集の活動とグローバルな地球環境

・貝の分布とカチカチ石の分布から湧水の時間的消

変動は密接に関連している。 浅海域にメタン湧水が起こるサイ

長を調べるためにボーリング調査を行なった結果、

クルに入ると、全世界の浅海域に化学合成群集が一斉に出現す

化学合成二枚貝とカチカチ（自生炭酸塩）は繰り返

るかも知れない。この群集を維持した膨大なメタンは世界の気

し産出していることが分かった。

候変動に重大な（良い）影響を与えたかもしれない。植物の光

・５００万年前から現在までの有孔虫の殼の酸素同

合成が地球の二酸化炭素を吸収していることは既知の事実であ

位元素の調査（酸素同位体比曲線）から氷期、間氷

るが、この化学合成では温室効果が二酸化炭素の６２倍と言わ

期の推移がわかり、振幅は次第に大きくなっている

れるメタンガスを吸収し、光合成とともに地球温暖化にとって

（注２）。

良い影響を与えていることを改めて認識した。
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