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Ⅰ 保存管理計画策定の目的と経過 

Ⅰ-１ 計画策定の目的 

国指定特別天然記念物「田島ケ原サクラソウ自生地」は、荒川左岸の旧河川敷にあり、サクラソ

ウ自生地としては、唯一の国指定特別天然記念物である。埼玉県さいたま市桜区大字関小字秋ヶ瀬

316 外に所在する。 

かつては荒川沿いには、錦乃原（さいたま市西区）、戸田ヶ原（埼玉県戸田市）、浮間ヶ原（東京

都北区）、野新田（東京都足立区）、尾久ヶ原（東京都荒川区）など著名なサクラソウ自生地が多く

存在していた（図Ⅰ-1）。荒川流域のサクラソウ自生地は、江戸時代には花見の名所として知られ、

サクラソウの多様な品種を作り出すことが盛んに行われ、今日に続く園芸文化の一分野を形成した。 
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明治時代を迎えても、東京から近距離にあったサクラソウ自生地は、文人や愛好家の遊覧者が多

く訪れ、これに学校からの遠足などが加わり、サクラソウ開花時期には、春の名所として定着し活

況を呈した。 

このように、荒川流域のサクラソウ自生地は、園芸文化の素地となり、名勝地としても定着する

など、文化的価値をも備えた自然として、首都近郊の人々に認識され、定着していた。 

その一方で、来訪者によるサクラソウの掘り取り（濫堀）や、花摘みが恒常化して、サクラソウ

自生地は次第に衰退へと向かっていった。さらに、近代化にともなう開発の進展は、サクラソウ自

生地自体を消滅させる事態をももたらしていった。 

こうして荒川流域のサクラソウ自生地が危機を迎えていた大正９年、田島ケ原サクラソウ自生地

は国の天然記念物に指定された（昭和 27 年国指定特別天然記念物）。指定後約 90 年が経過し、荒

川流域に分布していた他のサクラソウ自生地のほとんどが消滅し、まとまった規模の自生地として

は田島ケ原のみとなった。また、田島ケ原サクラソウ自生地を取り巻く環境も変貌し、指定地の状

態も指定当時から大きく変容を遂げている。 

こうした環境の変化が指定地に及ぼす影響と、指定地内に生じつつある危惧される状況が専門家

より指摘され、それを受けて様々な調査や保全のための取組みが積み重ねられて来た。そうした取

組みの一つが、平成 8 年度(1996)から 12 年度(2000)にかけて実施された「特別天然記念物田島ケ

原サクラソウ自生地保護増殖実験調査事業」である。その中で「大正 9 年の指定以来 80 余年を経

過するなかで、指定地及びその周辺の自然環境は変化を遂げ、指定当時の植生を維持することが困

難になってきているため、現状を踏まえた上での将来を見通した保存管理計画を策定することが必

要であり、その計画を実施することが急務である」として、具体的な保存管理の提言がなされてい

た。 

今迎えている危機を乗り越え、さらに今後の環境変化に対応していくためには、サクラソウ自生

地内での保全の取組みとともに、指定地の周辺環境も含めた保全策を必要とする緊喫な状況に立ち

至っている。サクラソウ自生地は今、今後の保全の取組みの方向性を決すべき時期を迎えている。 

さいたま市教育委員会では、現状を正確に把握した上で、専門家の意見を踏まえ、今後の保存管

理の方針を定めることとした。 

Ⅰ-２ 計画策定の経過 

 さいたま市教育委員会は、平成 21 年度に国指定特別天然記念物「田島ケ原サクラソウ自生地」

保存管理計画策定委員会会則制定（平成 22年１月 25 日）等の準備作業をおこなった上で、平成 22

年度から平成 25年度まで保存管理計画策定事業を実施した。 

平成 22 年４月、さいたま市教育委員会は、国指定特別天然記念物田島ケ原サクラソウ自生地保

存管理計画策定委員会（以下、「策定委員会」という）を発足させた。策定委員会では、平成 22年

度から 25年度まで 11回の会議を開催して、現状を把握し指定地の課題を明らかにした上で、保存

管理計画に対する意見交換や検討をおこなった。 

平成 26 年 3 月、策定委員会は国指定特別天然記念物「田島ケ原サクラソウ自生地」保存管理計

画案を報告し、これを受けてさいたま市教育委員会では、平成 26年●月●日平成 25 年度第●会教

育委員会定例会において、計画を決定した。 

 また、策定委員会における検討と並行して、平成 23 年度から平成 25年度まで、指定地の現状を

把握するための調査を行った。 

 事業の実施項目と経過は以下の通りである。 
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保存管理計画策定委員会の経過 

現地調査 

測量調査  ・指定地の範囲確定のための境界測量及び指定地境界杭設置 

平成 23 年度 

植生調査   ・春季及び秋季における指定地内の植物群落分布調査 

平成 24 年度 

土壌調査 ・指定地内の地下水状況把握のための土質調査 

平成 25 年度

  市民意識の調査 

アンケート ・開花期来訪者の意識調査 

平成23年 3月 25日から4月 25日 

第１回策定委員会 ・教育委員会より保存管理計画の検討を依頼、検討の進め方を

決定 

平成 22 年 4 月 23 日 ・指定地の現状把握（現在実施している自生地内の管理作業） 

・指定地の現況視察 

第２回策定委員会 ・指定地の現状把握（指定地の現状と課題） 

平成 22 年 10 月 22 日  

第３回策定委員会 ・指定地の現状把握（桜草公園の管理、指定地の乾燥化） 

平成 23 年 3 月 7 日  

第４回策定委員会   ・指定地の現状把握（荒川・鴨川の河川管理の現状と水利計画、

指定地内の立木管理、市民への周知） 平成 23 年 11 月 14 日 

第５回策定委員会 

平成 24 年 3 月 9 日 

・指定地の現状把握（「さくら草まつり」の内容と今後の展望、

指定地内の維持管理方法） 

 ・サクラソウ保護事例の検討〔埼玉県桶川市「樋の詰」（江川

サクラソウトラスト地）〕 

第６回策定委員会 ・指定地の現状と課題（これまでの検討結果の整理） 

平成 24 年 12 月 27 日 ・保存管理計画の理念と基本方針（事務局素案の検討） 

第７回策定委員会   ・保存管理計画の理念と基本方針（事務局修正案の確認） 

平成 25 年 2 月 28 日 ・保存管理の方法（事務局素案の検討） 

第８回策定委員会 ・保存管理計画の構成の検討（事務局改訂案の検討） 

平成 25 年 3 月 21 日  

第９回策定委員会   ・保存管理計画の検討（事務局案の検討） 

平成 25 年 11 月 22 日  

第 10 回策定委員会 ・保存管理計画の検討（修正案の検討） 

平成 25 年 12 月 16 日  

第 11 回策定委員会 ・保存管理計画検討（最終案の検討） 

平成 26 年 1 月 24 日  
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Ⅱ「田島ケ原サクラソウ自生地」の概要

Ⅱ-１ さいたま市の概要と指定地の位置 

国指定特別天然記念物「田島ケ原サクラソウ自生地」が所在するさいたま市は、埼玉県の南東部

に位置する。さいたま市は埼玉県の県庁所在地であり、政令指定都市である。江戸時代の中山道の

宿場町等を出発点として都市形成が進み、現在は東北・上越など新幹線５路線を始め、JR 各線や私

鉄線が結節する東日本の交通の要衝となっている。また、市域の周囲はすべて他の都市と接する内

陸都市である。東は春日部市、越谷市、白岡市、西は川越市、富士見市、志木市、朝霞市、南は川

口市、蕨市、戸田市、北は上尾市、蓮田市に接している。 

 さいたま市は、平成 13 年 5 月に旧浦和・大宮・与野の 3市合併により誕生し、平成 15 年 4月１

日に全国で 13 番目の政令指定都市へと移行した。さらに、平成 17年 4月１日の岩槻市との合併を

経て、東西 19.6km、南北 19.3km、面積 217.49k ㎡に及ぶ市域が成立した。政令指定都市移行と同

時に区制が施行され、現在市域は 10 区の行政区に区分されている。 

 国指定特別天然記念物「田島ケ原サクラソウ自生地」は、市域の南西部を占める桜区内にあり、

隣接する朝霞市との市域を貫流している荒川左岸河川敷に位置し、緯度 35 度、経度 139 度、標高

4.5ｍ、JR 京浜東北線浦和駅の西方 4.5ｋｍのところにある。

 指定地

指定地

第Ⅱ－１図 さいたま市の位置 

第Ⅱ－2図 さいたま市の行政区と指定地の位置 
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第Ⅱ－3図 さいたま市の地形 

Ⅱ-２ 自然環境 

１．気候 

さいたま市の気候は、夏は高温多湿、冬は低温乾燥となる内陸性太平洋岸気候であり、さらに、

関東地方の気候区の中の東海気候区に属し、太平洋の影響を強く受け温暖多雨の気候とされる（文

献●）。夏は日中かなりの高温になり、雷の発生も多い。6 月から 7 月中ごろにかけての梅雨と、9

月から 10 月初めにかけては曇りや雨の日が多くなる。冬は北西の季節風が強く、晴天の日が多く

て空気が乾燥する。さいたま市の気候は、このように明瞭に季節が推移するが、近年では気温の上

昇や局地的な天候変化など、ヒートアイランド現象や地球温暖化の影響が指摘されている。 

さいたま地域気象観測所（アメダス）で観測された過去 30 年間及び平成 24 年（2012）の気温、

降水量等の観測値を巻末資料〇に掲げる。平成 24年の年平均気温は 15.1℃、年降水量が 1,175.0mm

であった。月平均気温が最も高かったのは８月で 28.5℃、最も低かったのは 1月で 2.8℃、月降水

量が最も多かったのは 9月で 195.0mm、最も少なかったのは 12 月で 46.5mm であった。 

２． 地形と地質 

1) 地形の概要 

さいたま市は関東平野の南西部に位置し、その地形は台地と沖積低地に大きく区分される。 

台地は市域の中央部に広がり、大宮台地と総称される。大宮台地は表層を５ｍ程度の厚さで関東

ローム層に覆われた洪積台地である。台地上の標高は、概ね 10～20ｍである。 

沖積低地は、大宮台地の西側から南側にかけて広がる荒川低地と東側に広がる中川低地、台地内

に細長く伸びる低地に区分される。沖積低地の標高は、おおむね３～６ｍである。低地には、荒川、

鴨川、鴻沼川、芝川、綾瀬川、元荒川等の大小河川が流れ、沖積低地の地形は、それら河川によっ

て形成された自然堤防と後背湿地に区分される。自然堤防は、河川に沿って形成された微高地であ

る。周囲よりもわずかに高く、高燥

な地形が帯状に連続あるいは断続す

ることから、大規模な国土開発が進

展する以前には、沖積低地における

集落や古街道、畑地の立地であった。

後背湿地は、自然堤防と台地との間、

あるいは自然堤防間に広がる低湿地

である。水田やオギ・ヨシなどの原

野、あるいは沼沢地となる場合が多

かった。

こうした地形の中で、国指定特別

天然記念物「田島ケ原サクラソウ自

生地」は、荒川低地の荒川左岸の自

然堤防上に位置している。

2) 荒川低地の概要と地質

指定地が位置する荒川低地は、秩

父山地の東側に連なる丘陵・台地と

大宮台地との間に広がる沖積低地で、

指定地周辺での幅は 6～7ｋｍに達す

る。この荒川低地は、およそ２万年前の最終氷期に、海水準が現在よりも 100ｍ以上低下した際に、
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第Ⅱ－4図 明治 14年頃の指定地周辺 

大河が刻んだ谷がその原型となっていて、谷の基底部の深さは、指定地周辺では 25～30ｍ程である。

その後、最終氷期が終わり、現在に連なる完新世（沖積世）を迎えると、およそ１万年前と、5,000

年前にかけての２度の時期にわたって、海水準の上昇による大きな海進（縄文海進）が起こった。

海進期には、サクラソウ自生地は湾内の海底に位置し、海成の堆積層が形成された。 

縄文海進の後、指定地周辺に大きな海進は及んでおらず、以後は大河川の乱流地帯となり、上流

から運ばれた河成堆積物層が形成された。こうして形成されたのが荒川低地であり、堆積された地

質は、砂質土と粘性土が交互に堆積した状態を呈する（文献●）。 

荒川低地はその名が示すように、有数の大河である荒川が貫流することに因んで名づけられた。

荒川が荒川低地を流れるようになるのは、江戸時代前期の寛永６年（1629）の荒川瀬替え以降であ

る。この瀬替え直前段階では、さいたま市域東部を流れる元荒川筋が荒川の本流であり、荒川低地

南部における瀬替え以降の荒川流路は、外秩父山地に源流を発する入間川の流路に接続されたもの

であるとされる（文献●）。

指定地を形成する地形と地質は、こうした大河の流路変遷と、大宮台地から荒川低地に流れ出た

中小河川とによって形成されたものである（文献●）。

3) 指定地の地形

指定地周辺の荒川・大宮台地間の沖積地は、江戸時代前期には「平野原」と総称されていた。江

戸時代前期には、自然堤防上や浦和・志木往還沿いを中心に開発が進められ、さらに江戸時代中期

以降、「平野原新田」、「流作場」等として開発が進展した。但し、サクラソウ自生地周辺では、耕

地開発よりも、周辺村落の入会

地として共同用益に供されて

いた範囲が、「萱場」等として

村への帰属確定が進められた

ようである。サクラソウ自生地

における土地区画、特に旧村道

の形成は、この時期に遡る可能

性が高い。

その後の荒川などの改修や、

公園の造成、その他各種開発が

進展し、サクラソウ自生地周辺

の地形や土地利用形態は大き

く変貌を遂げている。第Ⅱ－4
図などによれば、そうした改変

が行われる直前段階のサクラ

ソウ自生地近傍には、大別して

3 群の流路があった。

第一は荒川で、当時は、大き

く蛇行しつつ指定地の西から

南へと流れていた。指定地南側

の蛇行部分は、自然堤防の指定

地に迫る形で屈曲の頂部が位

置し、流路の両岸には、畑とし

ての土地利用がなされる微高

地が形成されていた。
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第二は、鴻沼低地から流れ出た鴻沼川（旧高沼排水路）である。サクラソウ自生地の東辺に沿っ

て南流し、上記の屈曲部で荒川に注いでいた。また、鴻沼川はサクラソウ自生地の北東側で、後背

湿地を南方へと貫流した小河川と合流していた。この小河川は、天保 14 年の田島村絵図（中村家

文書、文献●）では「新井川」と呼ばれている。なお、この流路は、鴨川改修事業において、鴨川

の流路とされた。

第三は、指定地の北側を流れる小河川であり、蛇行しながら西方へと流れ、鴻沼川から荒川へと

注いでいたと考えられる。この流路は、現在は横堤敷となっている部分を頂部として、南へと強く

迫り出している。志木街道が南へと緩く弧を描く路線をとったのは、この流路を避けるためであっ

たと考えられる。この小河川は、往時の鴻沼川の流路跡に当たる可能性が高い。

指定地内の地表面は起伏の少ない平坦な地形であるが、第１次指定地の南端部から南東部（Ｅ区

内）が最も高くて、標高 6.4ｍ前後である。また第１次指定地の北西部（Ｂ区内）もおおむね標高

６ｍを超える部分が広がる。それらに挟まれた、北東から南西へと続く範囲は標高 5.5ｍを最低位

とし、北東側がやや低い傾向がみられる。 

３． 植生 

 植生は、温度（気温）と水分条件（雨量）によって想定されている。さいたま市の降水量と気温

から全域が常緑広葉樹林域（ヤブツバキクラス域）に含まれるとされる。 

さいたま市の土地利用は、低地と台地により大きく分かれている。台地部の内、鉄道沿線の市街

化が進んだ地域では、一部の水田や宅地の緑の他は、まとまった緑地はほとんどみられない。一方、

芝川（見沼）低地（見沼田圃）周辺や荒川沿い、鴨川から西側の台地部、綾瀬川から東側の台地部

では、畑地、集落などが混在する土地利用となっていて、クヌギ・コナラを主体とする雑木林やシ

ラカシ、ケヤキを主体とする屋敷林も残っている。また、見沼田圃周辺の斜面林は、農地とともに

育まれてきた典型的な武蔵野の里山景観を温存し、シラカシ・スダジイ・コナラ・クヌギ・イヌシ

デ・ムクノキなどの多様な樹種で構成されている。 

低地部には、水田を主体とする農地が広がり、まとまりのある樹林はほとんどみられないが、荒

川の羽根倉橋から JR 武蔵野線の鉄橋までの河川敷にはハンノキやクヌギを主体とする半自然植生

の落葉広葉樹林がみられる。特別天然記念物「田島ヶ原サクラソウ自生地」には、多湿・貧養地と

いう厳しい立地条件のもと、火入れや刈り払いなどの人的干渉を受けて、オギ－ヨシ群落とつる植

物群落の半自然植生が成立し、それぞれの群落の中に多様な植物種の生育が見られる。中でも、サ

クラソウをはじめ、ノウルシ、アマナ、アマドコロ、ムラサキケマン、ヒキノカサ等の春型植物が

豊富で、春季には天然の花園の如き美観を呈している。また、半自然植生が長く維持されてきたこ

とにより、絶滅危惧種等とされているノカラマツ、ノダイオウ、エキサイゼリ、シムラニンジン、

コカモメヅル等の希少種が多く残存している。 

さいたま市には植物に関わる天然記念物が 81 件ある。その大半は単体の樹木であるが、群生地

や社叢・境内林などの面指定となっている例もある。 
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Ⅲ 田島ヶ原サクラソウ自生地の変遷 

Ⅲ-１ 指定に至る経緯 

１． 史蹟名勝天然記念物保存法に基づく指定 

「田島ケ原サクラソウ自生地」が文化財保護制度のもとで保存されるに至るには、文化財保存に

尽力した二人の人物の存在によるところが大きい。それは深井貞亮と三好 学の二人である。 

深井貞亮は、土合村の村長や村議会学務委員を歴任した土地の有力者であり、村内の通称田島ヶ

原に自生するサクラソウの保全に熱意を注いでいた。田島ヶ原のサクラソウが来訪者による掘り取

りによって消滅の危機に瀕していることを憂えた深井は、大正５年（1916）４月 11 日、土合保勝

会として「国民新聞」に記事を掲載し、来訪者によって現地から掘り取られていく“サクラソウの

精に仮託“して、現地でのサクラソウの保全を世論に訴えた（巻末資料●）。さらに同月 25 日、土

合村保勝会を正式に発足させ、その会長に就任した。 

一方、三好 学は、植物学者で、植物生態学の先駆者である。東京帝国大学教授に在任する傍ら、

天然記念物の保存運動を進め、文化財保護に天然記念物の概念を確立させた。大正８年に「史蹟名

勝天然記念物保存法」が公布され、そのもとで史跡名勝天然記念物調査会が編成されると、天然記

念物部門における中心人物としてその委員に委嘱された。 

上記の「国民新聞」の記事が掲載された直後の大正 5 年 4 月 25 日、三好は埼玉県北足立郡土合

村の田島ヶ原に赴き、深井の案内で自生地を視察した。三好は現地視察によって、田島ケ原のサク

ラソウ自生地が「天然記念物トシテ価値ノ大ナルヲ認メ」た（大正 9年 5月「桜草自生地調査報告

書」）。この後、深井は土合村保勝会の活動を通して現地での自生地の保全に尽力したが、私的な活

動では限界が大きいことを三好にこまごま相談した。これに呼応して三好は、『東洋学芸雑誌』第

455 号に「桜草原野保存の必要」を掲載し、植物学上、および名勝地として、サクラソウが自生す

る「原野」が重要であること、にも関わらず、首都近郊の荒川流域のサクラソウが濫掘によって絶

滅の危機に瀕していることを指摘し、

サクラソウが他の植生と共に自生し

ている「原野」を保存する必要性を訴

えた。 

 翌大正 9 年 4 月 25 日、三好をはじ

めとする史蹟名勝天然記念物調査会

が現地調査を行った。この時の調査結

果は、同年５月、「史蹟名勝天然記念

物調査報告書第十二号 天然記念物

調査報告 桜草ノ自生地ニ関スルモ

ノ」として刊行された。そこでは田島

ケ原のサクラソウ自生地の天然記念

物としての価値とともに、名勝地とし

ての価値も高く評価された。  

これを受けて、７月 17日、「土合村

桜草自生地」の名称で内務大臣から天

然記念物の指定を受けた（大正 9年内

務省告示第 57 号）。 

第Ⅲ－1図  
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 この時の指定範囲は、今日第一次指定地と呼んでいる範囲と概ね一致しているが、指定地の一部

は、大正 12 年１月 23 日に指定を解除された（大正 12 年内務省告示第 14 号）。これは、荒川の河

川改修事業の中で指定地北側に横堤が築かれることとなったことに伴い、横堤敷にかかった指定地

北東隅の一部を分筆の上、指定解除したものである。その一方で、大正 15 年には、保勝会によっ

て保存の取組みが続けられていた近傍の

未指定地について、来観者の増加に伴っ

て盗掘も増加し、もはや保勝会独力では

保存を全うできないとして、指定地管理

者である土合村長から追加指定の内申が

内務大臣に対して提出された。これを受

けて昭和 2年 5月 14 日、追加指定が行わ

れた（昭和 2年内務省告示第 号）。今日

第二次指定地と呼んでいる範囲がそれで

ある。 

 なお、昭和 9年 5月、同じく荒川左岸

域にあるサクラソウ自生地である「馬宮

村桜草自生地」が、文部大臣から天然記

念物の指定を受けた。後に名称を「錦乃

原桜草自生地」と改められた自生地であ

り、現在のさいたま市西区二ツ宮に所在

したが、戦中・戦後の食糧難に際して開

墾され、昭和 27 年 10 月、指定を解除さ

れた。

２．文化財保護法に基づく指定 

昭和 25 年、文化財保護法が制定され、

史蹟名勝天然記念物保存法に基づく指定

物件は、新たな文化財保護制度に継承さ

れることとなった。「土合村桜草自生地」

も文化財保護法のもとでの天然記念物と

して継承された。更に昭和 27 年 3 月 29

日には、指定名称を「土合村サクラソウ

自生地」と改めた上で、特別天然記念物

に指定された（昭和 27 年文化財保護委員

会告示第 72 号）。その後、土合村と浦和

市との合併を経て、昭和32年７月31日、

指定名称が「田島ガ原サクラソウ自生地」

に変更された（昭和 32 年文化財保護委員

会告示第 58 号）。 

3． 指定の範囲と公有化 

以上の経過による指定地は、第Ⅲ-1 表

の通りである。

第Ⅲ－2図  



- 10 - 

第Ⅲ－１表 指定地の土地 

指定区分 大字 小字 地番 
面積 

公有化年月日 
㎡ 反 畝 歩

第一次 田島 秋ヶ瀬 3878 925   9 20 昭和 37 年 7 月 2日 

田島 秋ヶ瀬 3879 975   9 25 昭和 37 年 7 月 2日 

田島 秋ヶ瀬 3880 928   9 21 昭和 37 年 7 月 2日 

田島 秋ヶ瀬 3881－1 816   8 7 昭和 37 年 7 月 2日 

田島 秋ヶ瀬 3881－2 449   4 16 昭和 37 年 7 月 2日 

田島 秋ヶ瀬 3882 671   6 23 昭和 37 年 7 月 2日 

田島 秋ヶ瀬 3883 396   4   昭和 37 年 7 月 2日 

田島 秋ヶ瀬 3885 357   3 18 昭和 37 年 7 月 2日 

田島 秋ヶ瀬 3886 628   6 10 昭和 37 年 7 月 2日 

関 秋ヶ瀬 316 1203 1 2 4 昭和 37 年 7 月 2日 

関 秋ヶ瀬 317 1209 1 2 6 昭和 37 年 7 月 2日 

関 秋ヶ瀬 318 783   7 27 昭和 37 年 7 月 2日 

関 秋ヶ瀬 319 773   7 24 昭和 37 年 7 月 2日 

関 秋ヶ瀬 320 720   7 8 昭和 37 年 7 月 2日 

関 秋ヶ瀬 321 753   7 18 昭和 37 年 7 月 2日 

関 秋ヶ瀬 322 790   7 29 昭和 37 年 7 月 2日 

関 秋ヶ瀬 323 380   3 25 昭和 37 年 7 月 2日 

西堀 南原 3137 1943 1 9 18 昭和 37 年 7 月 2日 

西堀 南原 3138 876   8 25 昭和 37 年 7 月 2日 

西堀 南原 3139 905   9 4 昭和 37 年 7 月 2日 

西堀 南原 3140 961   9 21 昭和 37 年 7 月 2日 

西堀 南原 3141 575   5 24 昭和 37 年 7 月 2日 

西堀 南原 3142 548   5 16 昭和 37 年 7 月 2日 

西堀 南原 3143 370   3 22 昭和 37 年 7 月 2日 

西堀 南原 3144 684   6 27 昭和 37 年 7 月 2日 

西堀 南原 3145 638   6 13 昭和 37 年 7 月 2日 

西堀 南原 3146 340   3 13 昭和 37 年 7 月 2日 

西堀 南原 3147 1206 1 2 5 昭和 37 年 7 月 2日 

西堀 南原 3148 667 6 22 昭和 37 年 7 月 2日 

西堀 南原 3149 1166 1 1 23 昭和 37 年 7 月 2日 

西堀 南原 3150－1 991 1 0 0 昭和 37 年 7 月 2日 

西堀 南原 3151 472   4 23 昭和 37 年 7 月 2日 

西堀 南原 3150－2 426   4 9 昭和 37 年 7 月 2日 

西堀 南原 3152－1 707   7 4 昭和 37 年 7 月 2日 

西堀 南原 3153－1 1018 1 0 8 昭和 37 年 7 月 2日 

西堀 南原 3154－1 687   6 28 昭和 37 年 7 月 2日 

西堀 南原 3155 1140 1 1 15 昭和 37 年 7 月 2日 

西堀 南原 3156 849   8 17 昭和 37 年 7 月 2日 

西堀 南原 3157 1038 1 0 14 昭和 37 年 7 月 2日 

西堀 南原 3158－1 1054 1 0 19 昭和 37 年 7 月 2日 

 西堀 南原 3159－1 ※ⅰ 535  5 12 昭和 37 年 7 月 2日 

 西堀 南原 3160－1 ※ⅱ 42   13 昭和 44 年 3 月 31 日 

第二次 田島 秋ヶ瀬 3905 380   3 25 昭和 44 年 3 月 31 日 

田島 秋ヶ瀬 3906 456   4 28 昭和 46 年 2 月 20 日 

田島 秋ヶ瀬 3907 396   4 0 昭和 44 年 3 月 31 日 

田島 秋ヶ瀬 3908 1057 1 0 20 昭和 37 年 7 月 2日 
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※ⅰ  3159－3を分筆し指定解除          ※ⅲ  3159－1 から分筆

※ⅱ  3160－3を分筆し指定解除          ※ⅳ  3160－1 から分筆 

 Ⅲ-2 サクラソウ自生地の公有化

 サクラソウ自生地は、文化財保護制度の整備と歩調を合わせる形で、その保存が図られてきたが、

その一方で、第二次世界大戦中から戦後の食糧難の時期には、サクラソウ自生地の開墾が進んだ。

昭和 27・29 年には指定解除に向けた動きが顕在化し、さらに昭和 35 年には指定地内で採土のため

の掘削が大規模に行われるなど、指定地の植生は危機に直面していた。そこで、サクラソウ自生地

の保存を確実に行うために、その公有化が図られることとなった。サクラソウ自生地の公有化は、

浦和市を事業主体として、昭和 37年度から昭和 45 年度まで実施された。

田島 秋ヶ瀬 3909 601   6 2 昭和 46 年 2 月 20 日 

田島 秋ヶ瀬 3910 1421 1 4 10 昭和 37 年 7 月 2日 

関 秋ヶ瀬 330 770   7 23 昭和 37 年 7 月 2日 

関 秋ヶ瀬 331 707   7 4 昭和 37 年 7 月 2日 

関 秋ヶ瀬 332 760   7 20 昭和 37 年 7 月 2日 

西堀 南原 3128－1 76     23 昭和 37 年 7 月 2日 

西堀 南原 3129－1 472   4 23 昭和 37 年 7 月 2日 

西堀 南原 3130 419   4 7 昭和 37 年 7 月 2日 

西堀 南原 3131－1 555   5 18 昭和 37 年 7 月 2日 

西堀 南原 3132－1 568   5 22 昭和 37 年 7 月 2日 

指定 

解除 

西堀 南原 3159－3 ※ⅲ     1 18

西堀 南原 3160－3 ※ⅳ     5 4

西堀 南原 3161－1     3 8

第Ⅲ－2表 サクラソウ自生地公有化の経過

事業年度 公有地化地番 買収面積（公簿）（㎡） 備  考

昭和 37年度 大字西堀字南原 3137 他 39,357.00 
国庫・県費補助事業 

直接買上 

昭和 43年度 
大字田島字秋ヶ瀬 3905、3907 

大字西堀字南原 3160-1 
818.00 市単独買上 

昭和 45年度 大字田島字秋ヶ瀬 3906、3909 1,057.00 市単独買上（公園事業） 

第Ⅲ－3図  
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第Ⅲ－4図 耕作跡と荒木田土採取跡 

Ⅲ-3 指定後の経過 

１．サクラソウ自生地の変容 

1）戦中戦後の開墾と耕作

大正９年の指定以来、保護措置が講じられてきた自生地ではあったが、サクラソウ自生地の保全

上、憂慮すべき事態も生じていた。当初の指定に先立ち、三好学は、自生地の開墾とサクラソウ株

の掘り取り（濫掘）を自生地とその植生を脅かす事態として警鐘を鳴らしていた。田島ヶ原サクラ

ソウ自生地においても、それは現実のものとなったのである。

その第一は、先にも触れた戦中戦後の開墾である。食糧難を乗り越えるために食物生産の増産が

図られる中、指定地内において耕地とするための開墾が大規模に行われた。指定地内における耕作

は、昭和25年９月18日付で文化財保護委員会事務局より耕作停止を指示されるに至った。しかし、

既に耕地化部分について、サクラソウの移植による人為的復元は「不自然」でいたずらに経費を要

する行為であり、天然記念物としての実質を失っているにも関わらず文化財保護法に基づき所有権

を制約するのは不適切だとの意見が根強かったようで、２度にわたって指定解除の動きが起こって

いる。まず、昭和 27 年 7 月、文化財保護法に基づく指定地の管理者である土合村村長は、文化財

保護委員会（現在の文化庁）との間で、既に全面が耕地化している第二次指定地について指定解除

に向けた協議を進めた。次いで昭和 29 年１月には、土地所有者より第一次指定地内の耕地化した

部分について、指定解除の申請書が提出された。この時には、埼玉県教育委員会が事態の打開に向

けて、サクラソウが自生していた志木街道北側の土地等への指定換えも模索された。これらの動向

に対して文化財保護委員会は、現地調査の上、指定解除も止むなし、との趨勢に傾いたようだが、

翌年の土合村と浦和市との合併や、地元の保存会である土合村保勝会が指定解除に疑問を呈したこ

となどもあって、指定解除は現実のものとはならなかった。

2）荒木田土の採取 

第二は、「荒木田土」採取のためのサクラソウ自生地内の表層土採掘である。地質的に氾濫原に

位置しているサクラソウ自生地の表土層下には、一般に「荒木田土」と呼ばれる粘土質の土壌が厚

く堆積している。この土層は、日本家屋における壁土の良質な素材であることから、昭和 35 年、

採土業者によって第一次指定地内の表土層が掘削されたのである。 
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指定地の現状を大規模に改変し、植生を破壊するこれらの行為の影響は、今なお指定地に色濃く

残されている。しかし、その後はこうした事態は発生しておらず、保護すべき範囲としての指定地

とそのあり方は、次第に定着している。

3）盗掘（濫堀）

三好が警鐘を鳴らしていたサクラソウ株の盗掘は指定後も止まず、土合村では警察への警備依頼

等によって防止に努めていた。そうした状況は浦和市との合併後においても変わらず、浦和市教育

委員会は監視人の配置や、業務委託による警備を開花期に行い、盗掘を抑止する取組みを続けてい

た。しかし、普及啓発紙「さくらそう通信」の定期刊行（平成 7 年度）や開花期における説明会や

案内など、サクラソウをはじめとする指定地内の植生の重要さと意義を周知する取組みの継続によ

って、植物の盗掘はほぼ見られなくなっている。また、高度経済成長期には、指定地内への不法投

棄が大規模に行われたこともあったが、指定地の周囲が桜草公園として整備されると、そうした事

態も解消された。但し、小規模な投棄は現在も時折発生しており、特にオギ、ヨシが繁茂する夏季

以降、それが著しい。中には根や球根を含んだ鉢が投げ入れられることもあり、指定地の管理上は

勿論のこと、植生を改変する行為として新たな問題となっている。

2．指定地周辺の開発

大正 9 年の天然記念物指定に当たり、三好 学は、周辺環境の変化が自生地に及ぼす影響を緩和

する範囲を含めて、指定地の範囲を設定していた。そこでは、範囲を明示されてはいないものの、

緩衝帯を内包させた形で指定範囲を設定していたといえよう。しかし、その後の周辺環境の変化は、

三好の予想をはるかに上回るものであり、指定範囲に内包させていた緩衝帯の概念は根本からの見

直しが必要となっている。そしてサクラソウ自生地をめぐる環境の変化は、大正 9 年の天然記念物

指定直後から変貌を遂げていく。そうした変化を構成要素ごとに整理すると、次のようになる。

1) 志木街道（埼玉県道・東京都道 40 号さいたま東村山線）の整備 

志木街道と通称される埼玉県道・東京都道 40 号さいたま東村山線（さいたま市誕生以前は浦和

東村山線）は、サクラソウ自生地の北側を東西に通る道路である。サクラソウ自生地周辺では、中

山道浦和宿と新河岸川の河岸として発展した志木（引股）町場を結んでいた（近世の浦和・志木往

還）。第Ⅲ－１図に見られるように、浦和方面から西進した道は、鴻沼川を渡った後、南側に緩く

弧を描きながら西へと進み、秋ヶ瀬渡で荒川を渡河していた。この渡河点には渡し場があり、既に

元禄 3年（1690）の検地において「渡守給三軒」分の田が除地とされるなど、江戸時代前期に遡る

渡し場である。志木街道も古い街道であり、この当時の路線は、指定地の北辺を画す位置を通って

いた。 

明治以降、県庁所在地となった浦和町と埼玉県南西部を結ぶ幹線道として重要度を増したのはも

ちろんのこと、日本鉄道会社による高崎線（明治 16 年開通）や東上鉄道による東上線（大正 3 年

開通、後の東武東上本線）が開通した。それぞれに浦和駅、志木駅が開設されると、両駅間を連絡

する道路としても志木街道は重要度を増していった。荒川の渡河点には、明治 43 年までには秋ヶ

瀬橋が冠水橋として架橋され、幹線道としての機能が強化された。 

その後、荒川上流改修工事に伴い横堤が築かれると、路線はその天端に移し替えられると共に、

秋ヶ瀬橋の永久橋化が行われた。この一連の工事に際して、施工箇所を迂回する仮設道路が指定地

内に設置され、一時的ながらも指定地の分断と、道路敷設に伴う現状の大きな改変が行われた。こ

の際に敷設された路盤の砂利は、仮設道路廃止後も指定地内に一部残っている。また、自動車の普

及とその交通量の増加に伴い大気汚染等の公害が社会問題化していた昭和 40 年代には、未舗装の

旧志木街道より巻き上げられる砂塵が指定地に降下し、植生に悪影響を及ぼしていることが指摘さ

れた。 
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昭和 56 年、秋ヶ瀬橋の架け替えに伴い、志木街道の路線は横堤上から北側に移された。現在は、

さいたま市南部を横断する東西幹線道として、一日当たりの自動車類通行量は 23,689 台を数える

に至っている（平成 22年 10 月 13 日～14 日、桜区新開 3丁目 13 番地 1先での調査。「さいたま市

交通量調査結果【資料編】（平成 22年度）」（さいたま市建設局土木部道路計画課）による）。なお、

旧路線跡は砂利敷きの道路として存続し、昭和 49 年（1974）に桜草公園が整備されると、アスフ

ァルト舗装の上、公園内園路として整備され、今日に至っている。 

2) 荒川上流改修工事 

荒川はたび重なる氾濫により流域に甚大な被害を生じさせており、その改修工事が明治 44 年

（1911）より内務省の直轄工事として着手された。この段階では、川口・赤羽間の東北線鉄橋を境

に下流側から施工され、上流側における改修工事は、大正７年（1918）から事業化された。 

その工事内容は、大きく蛇行する荒川本流を直流化すると共に、川幅を拡大して大規模な新堤を築

いて河川敷（高水敷）を確定し、さらに新堤から本流河道へと延びる横堤を築いて、増水時の滞留

水量を調節しようとするものであった。
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(1) 蛇行部の直流化

第Ⅲ－１図にもみられるように、指定地南側には荒川本流の大きな蛇行部が迫っていた。この部

分がこの改修によって直流化され、蛇行部の西半分は廃止、東半分は後に述べる鴨川改修において、

鴨川の荒川へ排水路として使用された。 

(2) 横堤の構築

増水時に下流への流水を調節するために、堤防内の高水敷に河道に直交する堤防を構築する方法

がとられた。荒川左岸域で計画された横堤の内、指定地が所在する土合村（当時）内では２ヶ所の

横堤が構築された。いずれも昭和 4 年 11 月に着工し、昭和 9 年 3 月に竣工した。その内の１基が

指定地北側の志木街道際に構築された横堤で、その規模は、築堤高 10.769ｍ、天端幅 8ｍで、全長

は 584.05ｍに達した。これによりサクラソウ自生地は、北側との間を完全に遮断されると共に、前

述のように、横堤敷にかかった北東側の一部が大正 12 年に指定解除された。 

3) 鴨川の改修 

 鴨川は、桶川市に流れを発し、大宮台地内を南流した後、さいたま市西部で荒川低地に流れ出、

荒川に注ぐ河川である。流域の用排水路として重要な役割を果たしており、荒川上流改修工事と並

行して、周辺の用排水路と共に改良工事が行われることとなった。工事は、県営用排水改良事業と

して行われた。それまでサクラソウ自生地北方の大久保村大字五関（現在のさいたま市桜区五関）

で荒川に合流していた流路を変更し、新たな

流路を開削して南方へと延伸して、土合村大

字田島地先で荒川に注ぐ「高沼悪水路」と合

流させようとするものであった。また、荒川

本流との合流によって、荒川からの逆流を防

ぐコンクリート造樋門が設置されることとな

り、志木街道と交差する部分に昭和樋門が設

けられた。これらの工事は、昭和 5 年に着工

され、昭和 9年に一応の完成をみた。 

 この流路付け替えによって、サクラソウ自

生地の東辺に沿って流れていた「高沼悪水路」

は、北半部では流路が東へと移され、旧流路

は廃止された。一方、サクラソウ自生地の南

半部では、川幅と水量を増した新たな流路が

北東側からサクラソウ自生地へと向かったの

ち、指定地際で南方へと方向を転じることと

なった。これによって、自生地東辺は新たな鴨川の攻撃面に位置することとなった。 

4) 荒川第一調節池工事と荒川彩湖公園の整備 

荒川第一調節池は、荒川流域の洪水対策として計画された 5ヶ所の調節池の一つである。昭和 45

年度に事業着手され、昭和 55 年に着工、平成 15年度に完成した。その範囲は、さいたま市桜区の

羽根倉橋から戸田市の笹目橋までのおよそ 5.8  である。

第Ⅲ－6図  
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その工事は、本流の左岸側に本堤と連続する囲繞堤を築堤し、この範囲全域を増水時の遊水地と

した。囲繞堤の内側には連絡水路が掘削され、南半部に設けられた貯水池への排水の効率化が図ら

れた。この貯水池は、利水事業である荒川調節池総合開発事業との共同で開削されたもので、彩湖

と名付けられた。その周囲には荒川彩湖公園（さいたま市、15.02ha）、彩湖・道満グリーンパーク

（戸田市）が整備された。 

この工事の一環として、鴨川の排水機能が強化され、指定地東側では川幅が拡幅されると共に、

指定地南側では荒川の旧蛇行流路に接続していた流路は廃止され、新たに直線的な排水路が整備さ

れた（鴨川第二排水路）。また、これに伴い、鴨川の荒川本堤通過部分にさくらそう水門が新たに

設けられ、鴨川からの流下能力向上と増水時の荒川からの逆流防止が図られた。 

荒川第一調節池事業の計画範囲はサクラソウ自生地全体を含んでいたことから、事業主体の建設

省（当時）関東地方建設局荒川上流工事事務所では、環境影響調査の一環として特別天然記念物「田

島ケ原サクラソウ自生地」に対する工事の影響調査を行っていたが、工事計画の具体化を踏まえ、

第Ⅲ－7図  
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第Ⅲ－8図 サクラソウ公園   

埼玉県教育委員会・浦和市教育委員会との意見交換を経て、文化庁との協議を行った結果、従来の

自然冠水に比して冠水頻度等が変化しないよう洪水調節ルールを策定すると共に、工事に伴う指定

地への影響調査が行われることとなった。この調査は、「荒川調節池工事に伴う特別天然記念物田

島ケ原サクラソウ自生地影響調査」として、昭和 57 年度から平成 19年度まで実施された。 

5) 秋ヶ瀬公園の整備 

秋ヶ瀬公園は、昭和 46 年に開設された埼玉県営の都市公園である。100.10ha に及ぶ園内に、野

球場、サッカー場、テニスコートなどスポーツ施設と、芝生広場、子供の森、ピクニックの森など

がある。昭和 30 年代に公園敷地の南東側に造成されたゴルフ場と共に、志木街道北側の景観は大

きく変容した。 

6) 桜草公園の整備 

桜草公園は、昭和 49 年に開設されたさいたま市営の都市公園である。昭和 30 年代に危機を迎え

ていたサクラソウ自生地の維持・保存を目的として開設、整備された。15.96ha に及ぶ園内に野球

場などがあり、園内に特別天然記念物指定地を内包している。旧志木街道が園内の車道として整備

され、第１次指定地の北側に駐車場が配置された。 

7) その他の開発 

指定地周辺は荒川の河川敷であることから、一般の開発行為等は行われていないが、秋ヶ瀬公園

東部にはゴルフ場が設置されている。このゴルフ場南端部から秋ヶ瀬公園内の志木街道際には、か

つてサクラソウの自生地が所在し、昭和 29 年に特別天然記念物指定解除の動向が顕在化した際に

は、その部分への指定換えが検討されたこともあった。この部分の自生地は保護策が講じられる前

に開発が進展したため、現在は消滅している。なお、ここに自生していたサクラソウは、昭和 37

年、工事に先立ってサクラソウ自生地内（天然記念物指定地）に移植された。 
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Ⅳ 実態調査と保全の取り組み 

Ⅳ-１ 生物調査 

１．低地草原における植物生態学的調査

三好 学が保存のための調査を行ったのち、田島ヶ原を対象として本格的に学術調査を行ったの

は、中野治房である。中野治房は植物生態学者で、東京帝国大学理学部植物学科及び大学院におい

て三好に師事し、第七高等学校教授等を経て昭和９年東京帝国大学理学部教授に就任した。中野は

東京帝大退官後の昭和 19 年に「草原の研究」を刊行し、植物生態学研究の成果を集成した。

そこでは、「草原」の一類型として、河岸の低地に発達する「低地草原」を設定した上で、荒川

沿岸の群落 5 ヶ所を「低地草原」の事例として取り上げた。その中で、田島ケ原サクラソウ自生地

におけるオギ－ノカラマツ基群叢やオギ－サクラソウ基群叢が調査された。調査実施時期は、明記

された範囲で昭和２年 5 月、同年 11 月、昭和 4 年 5 月、昭和 6 年 5 月、昭和 10 年 5 月、昭和 14

年 5 月である。各調査とも、正確な調査箇所は不明だが、同書中には指定地に介在する村道で撮影

したと思われる写真も掲載されている。 

中野の調査項目は多岐にわたるが、植物種組成、地下水位、土壌調査（粒度、包水・含水量、化

学成分）に大別され、天然記念物指定直後から広範囲の開墾以前の時期における指定地の科学的デ

ータとして貴重である。ただし、昭和 2・6・10 年の間の植生の遷移、特にコハナヤスリ、ハナム

グラ、あるいはオギの衰退と、ヒメジオンの侵入、優占化がみられること、その誘因としては、自

生地の乾燥化、すなわち堤防工事進展による冠水の減少や地下水位の低下があげられている。また、

秋季・冬季における刈草は継続が望ましいものの、夏季以前における幼体の刈取りや焼却は植生へ

の影響が懸念されることが指摘されている。 

第Ⅳ－１表 中野治房の調査（1） 植物種組成及び地下水位調査 

季節 調査時期 地下水位 植物種数 備考 

春季 

昭和 2年 5月 9 日 110ｃｍ 56 種 p.157 表 59では水位を 120 ㎝とする 

昭和 4年 5月   主要 11 種の個体密度調査 

昭和 6年 5月  72 種  

昭和 10 年 5 月 約１ｍ 108 種  

昭和 14 年 5 月 14 日   主要 9種の水度（浸透圧値）調査 

秋季 昭和 2年 11 月 27日 1.30ｍ 12 種 10 種は春季から、２種は秋季に検出 

※地下水位の数値・単位は原文のままとした 
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第Ⅳ－２表 中野治房の調査（2） 土壌成分含有量（p.162 表 60 より作成） 

成分 SiO  Fe O  CaO Al O  MnO NO  NH 

0.66 7.70 0.98 3.09* 微 6.62 11.70 

※数値は試料土壌乾量 100ｇ中の量（ｇ）。窒素化合物は 1000ｇ中の量（ｍｇ） 

第Ⅳ－３表 中野治房の調査（3） 恒存度の推移（p.119 表 45） 

種  名 

昭和 2年 5月 昭和 6年 5月 昭和 10年 5 月

恒存度（％） 恒存度（％） 恒存度（％） 

１㎡ ４㎡ １㎡ ４㎡ １㎡ 

ヨシ 69.4 100 100 100 71.4

＊ オギ 100 100 100 100 71.4

＊ ノカラマツ 93.1 100 100 100 ? 

サクラソウ 98.6 100 100 100 100

ノウルシ 30.6 55.6 44.4 55.6 14.3

コハナヤスリ 93.1 100 55.6 77.8 14.3

ツクシ 11.1 27.8 33.3 66.7 57

ヒメジョオン 65.3 88.9 55.6 100 100

ハナムグラ 91.7 100 11.1 22.2 14.3

ヤブジラミ 1.4 5.6 0 22.2 14.3

コモチマンネン 4.2 11.1 11.1 11.1 ? 

種  数 56 56 72 72

  ＊代表的優占種    

※種名の表記は現代仮名遣いに改めた 

第Ⅳ－４表 中野治房の調査（4） 土壌の水素イオン濃度（p.148 表 51・52より作成） 

  S rensen 式色素法 キンヒドロン電極（区分は深度ｃｍ）

測定時期 春季 秋季 

測定位置 表層 地下水 
0 20 80 

130(地下

水) 

pH 6.2 6.4 6.24 6.06 5.71 5.66

Ⅳ-２ 保全のための調査

指定地内の開墾や掘削という、天然記念物の保存上、憂慮される事態をも踏まえて、指定地の保

全に万全を期するために、昭和 37 年度より指定地の公有化が開始された。そしてこれと並行して、

指定地の現状を把握するための調査が開始され、以後、指定地の状況変化に応じて、指定地保全の

ための調査が蓄積されている。

１．サクラソウ繁殖状況調査 

指定地周辺の環境の著しい変化が指定地に及ぼす影響が懸念され始めていた昭和 40 年（1965）

年、指定地の変化に対する対策をたてるために指定地内の状況の科学的把握を目的とした調査が開

始された。調査の目的として具体的に掲げられたのは、次の４点である。 

① サクラソウ群落の消長を明らかにする 
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② サクラソウの開花状況を明らかにする 

③ サクラソウ群落と他の植物群落との関連性を明らかにする 

④ サクラソウ群落におよぼした公害の影響について明らかにする 

調査の方法は、指定地内に調査用の枠を設置し、その枠内における植物相とサクラソウの株数等を

調査するものである。設定した調査枠は、１ヶ所あたり 10ｍ×10ｍの正方形で、四隅に丸太杭を打

設して同一ヶ所での調査継続に備えた（その後コンクリート製の杭に更新、更に平成 10 年に基準

点測量の上、上面に金属標を設置したコンクリート杭に更新）。この調査枠を第１次指定地内に 11

ヶ所設置した（図Ⅳ－6図、図版●）。調査区の設定は、指定地内における環境条件を勘案して選定

された。調査に当たっては、その内部を更に１ｍメッシュに分割し、１ｍ平方を基礎単位とした。

これら 11ヶ所、合計 110 ㎡でのサクラソウ株数の実数を、調査開始時を基準とした増減指数（変

動率）に換算して、指定地におけるサクラソウ生育株数の変動を把握すると共に、調査面積と指定

地面積との比に乗じて指定地全体のサクラソウ株数を推計している。

昭和 40 年度から 43 年度までの４ヶ年度の調査結果は、昭和 43 年 11 月に「特別天然記念物「田

島ケ原サクラソウ自生地」における、ここ数年間のサクラソウの繁殖状況と、指定区域にみられる

植物について」（「浦和市文化財調査報告書」第 13 集）として報告され、さらに 10ヶ年の調査結果

は、昭和 53年 3 月に[「特別天然記念物「田島ケ原サクラソウ自生地」に於ける、過去十年間のサ

クラソウの消長について」（「浦和市文化財調査報告書」第 19 集）として概要が報告された。 

この調査は、この後に行われる浦和市内天然記念物緊急調査、荒川調節池工事に伴う特別天然記念

物田島ケ原サクラソウ自生地影響調査においても、それぞれの調査項目に取り入れられ、サクラソウ

の開花期にあたる 4 月に毎年継続して行われた。さらに浦和市内天然記念物緊急調査が終了した平

成 20 年度以降には、さいたま市教育委員会により継続されており、サクラソウ株数と指定地にお

ける植物相の推移に関する基礎データが蓄積されている。 

２．国指定特別天然記念物「田島ヶ原サクラソウ自生地」緊急調査 

昭和 47 年度に埼玉県教育委員会によって実施された調査である。昭和 43 年頃から、サクラソウ

の生息株数の急激な減少と、外来植物の繁茂が指摘されるようになった。それを受けて、指定地の

現況と衰退の原因を明らかにし、サクラソウの生息に必要な環境復原と保護策等の基礎資料を得る

ことを目的として、この調査が行われた。実施された調査は、大別して次の 3 項目を対象とした。 

①田島ケ原サクラソウ自生地に発達する草本群落 

②田島ケ原サクラソウ自生地の生態 

③埼玉県におけるサクラソウ属 

なお、このうちの②では、指定地内の土壌調査が一年間を通じて行われ、土壌含水量と土壌水素

イオン濃度が測定された。 

調査結果は、「埼玉県史跡名勝天然記念物調査報告書第2集 田島ケ原サクラソウ自生地」として、

昭和 53年 3 月に埼玉県教育委員会より刊行された。 

３．浦和市内天然記念物緊急調査 

浦和市（当時）内に所在する特別天然記念物を対象とした実態把握のための緊急調査である。昭

和 55 年度から 59 年度までの 5ヶ年事業として、国・県の補助金の交付を受けた浦和市が、浦和市

天然記念物調査会に委託して調査を実施した。調査着手時の調査計画では、次の調査項目を実施す

ることとされた。 

① 植物目録の作成
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② 植生図の作成

③ 群落の消長（被度の記録）

ａ：群落の遷移の記録

ｂ：スプリンクラーの撤水効果による群落の遷移

ｃ：スプリンクラーの撤水効果の測定

④ 植物群落間の共存・競争に関する生態学的解析

ａ：各群落の消長による照度・湿度・温度の変化測定

ｂ：オギ・ノウルシの消長による生産構造・根系の移行と照度・湿度・温度の変化測定

ｃ：サクラソウの生理生態学的解析

⑤ 田島ケ原の土壌・土地の解析

ａ：含水量の分布測定・年間変化

ｂ：土壌粒子の分布的測定

ｃ：土壌肥料分析

⑥ 火入れのサクラソウ群落に及ぼす効果

ａ：火入れ時における地下・地表・地上の温度変化

ｂ：火入れ時のサクラソウの根茎・種子の温度変化の影響

 以上のうち、③ｂ・ｃのスプリンクラーは、上述の昭和 47 年県調査において自生地の乾燥化が

問題点として指摘されたことから、それへの対処として、昭和 49 年度に浦和市によって指定地内

への散水を目的として設置されたものである。また、⑥の野焼きは、昭和 30 年度から開始された

指定地内のオギ・ヨシ等の焼却（現在はこの行為を「火入れ」と呼んでいる）を指す。 

調査の結果は、各年度に刊行された「浦和市天然記念物緊急調査概報」において「田島ケ原サク

ラソウ自生地の実態報告」として報告され、さらにその調査結果の総括は、「浦和市内天然記念物

調査報告書」として、浦和市教育委員会より昭和 56 年 3月に刊行された。 

４．荒川調節池工事に伴う特別天然記念物「田島ケ原サクラソウ自生地」影響調査 

上掲の荒川第一調節池総合開発事業が実施されるにあたり、事業所管の建設省（当時）と文化庁

の協議の結果、工事計画を一部変更したうえで、工事が特別天然記念物指定地に及ぼす影響を継続

的に調査することで合意に達し、これに基づき実施されたものである。調査は、建設省関東地方建

設局荒川上流工事事務所が浦和市天然記念物調査会に委託して実施された。調査期間は、昭和 57

年度から昭和 66（平成 3）年度を予定期間として開始され、結果的に平成 19 年度まで継続された。

調査着手時の調査計画では、次の調査項目を実施することとされた。 

①土壌条件 

    ａ：土壌成分の分析（含水率、 、全窒素など）

    ｂ：土壌動物（微生物） 

   ②水条件 

    ａ：地下水位の変化 

   ③植生の変化 

    ａ：植物フロラの調査（施工前、5年後、施工後 計３回） 

    ｂ：群落の遷移（毎年） 

    ｃ：植生図の作成（地区を定め、3年おき） 

    ｄ：空中写真撮影（着工前、5年後、施工後 計 6回 春・秋年 2回） 

 調査の結果は、各年度に「荒川調節池工事に伴う特別天然記念物田島ケ原サクラソウ自生地影響

調査概報」として刊行・報告され、さらに昭和 60 年度に「荒川調節池工事に伴う特別天然記念物
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田島ケ原サクラソウ自生地影響調査第１次中間報告」、平成元年度に「荒川調節池工事に伴う特別

天然記念物田島ケ原サクラソウ自生地影響調査第２次中間報告」がそれぞれ刊行され、各段階での

調査結果の総括が報告された。但し、調査全体の総括や、それを受けた対策の策定がなされないま

ま、平成 19 年度をもって調査は終了した。なお、調査の受託者は、平成 12 年度までは浦和市天然

記念物調査会、平成 13～16 年度は財団法人埼玉県生態系保護協会である。平成 17～19 年度は国土

交通省関東地方建設局荒川上流工事事務所の直営で礒田洋二氏が実施した。 

5．特別天然記念物「田島ケ原サクラソウ自生地」保護増殖実験調査 

これまで積み重ねられた現状把握のための調査を踏まえると、指定地の状況は人為的干渉を強め

る必要性も想定されるようになった。そこで、浦和市教育委員会では、今後の具体的保全対策策定

のために実験調査を実施することとした。調査は、国・県の補助金の交付を受けて、調査のために

組織した特別天然記念物「田島ケ原サクラソウ自生地」保護増殖実験調査検討委員会の指導によっ

て実施された。調査期間は、平成 8年度から平成 12 年度（1996-2000 年）の 5ヶ年事業とした。調

査着手時の調査計画では、次の①～③の調査項目を実施することとされた。調査実施に当たっては、

全体計画のもと、前年度の調査結果を踏まえて各年度に実施計画を策定し、保護増殖実験調査検討

委員会の検討と承認を受けた上で実施した。平成 10 年度からは④の調査項目が追加された。 

① 種子によるサクラソウ群落の形成実験調査 

ａ：サクラソウの結実 

ｂ：サクラソウの種子の採取・調整・保存 

ｃ：サクラソウの播種と種子の発芽 

ｄ：サクラソウの人為管理による生育状況 

ｅ：サクラソウ群落の人為形成 

ｆ：クローン系種子からの発現形質 

② 希少植物の増殖実験調査 

ａ：田島ケ原における希少植物 

ｂ：希少植物の種の採取 

ｃ：希少植物の種子からの育苗 

ｄ：希少植物の群落の人為形成 

③ 帰化植物の繁殖を抑制する実験調査 

ａ：田島ヶ原における繁殖を抑制する植物 

ｂ：植物の繁殖を抑制する方法と範囲 

④ 特別天然記念物田島ケ原サクラソウ自生地における訪花昆虫実態調査 

ａ：サクラソウ自生地の昆虫相 

ｂ：夕方の訪花昆虫調査 

ｃ：昼の訪花昆虫調査 

ｄ：浦和市東部でのサクラソウ属の訪花昆虫 

ｅ：飯能市吾野でのクリンソウの訪花昆虫 

調査の結果は、各年度に刊行された「特別天然記念物田島ケ原サクラソウ自生地保護増殖実験調

査報告書」として報告され、事業最終の平成 12 年度には同年度の調査結果を併載して「特別天然

記念物田島ケ原サクラソウ自生地保護増殖実験調査事業報告書」が刊行され、調査結果の総括が報

告された。礒田洋二(2000、2008) （文献●）（文献●）による暫定的対策の試行報告が以下である。 

なお、これらの保護増殖実験調査と並行して、田島ケ原サクラソウ自生地の保全計画の検討が行

われ、この報告書の中で保護増殖実験調査検討委員会による以下のような提言が掲載された。 
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◎田島ケ原サクラソウ自生地保存管理計画への提言について 

基本的な考え方 

  ・指定地の周囲 100ｍ程の範囲を緩衝地帯とする 

 ・緩衝地帯は、ビオトープ地として湿地草原とする 

 ・自生地の乾燥を防ぐため、上流側に貯水用の池を造成する 

  ・自生地に接する駐車場の位置を見直す 

  ・サクラソウ自生地の保護管理を公園の中に位置付けるとともに、 

公園の性格・範囲を見直す 

１．周辺環境の問題 

１）湿地環境の維持 

自生地の湿潤環境を維持する対策として、雨水、表面水の活用をはかる造成計画が必要 

２）メタ個体群の確保 

サクラソウの個体群を周辺域に作り、花粉等の供給を補完 

３）訪花昆虫類の生育地の確保 

サクラソウ公園内をはじめ、周辺地域に訪花昆虫等が生育できる植生を確保 

４）鴨川の河岸斜面の管理 

 鴨川の河岸を自生地の保全・活用に適した形で管理 

２．さくらそう公園の整備および管理の問題 

  ・公園内の庭園的植栽を改め、自生種による低木林や草地を確保 

  ・芽生え幼木が自生地に入らないよう公園樹木を撤去 

  ・公園の再整備に際してはビオトープ的に再整備 

  ・公園内の景観についての基本的な配慮 

  ・公園駐車場はできるだけ自生地から離す 

  ・砂砂利の自生地土壌への混入を防ぐ防止柵を設置 

  ・電線の地下ケーブル化 

  ・公園整備において埋設物を処理 

  ・自然公園的、ビオトープ的な内公園再整備 

３ 自生地の土地自体の問題 

  ・自生地の採掘跡を周辺の用土で埋め立て 

  ・異物の埋設箇所を植物に適した土壌に改良 

４ 自生地の管理方法の問題 

  ・自生地の管理体制として専門施設の設置を検討 

  ・観察路の再整備 

  ・関係機関による検討協議会の設置 

  ・自然保護の趣旨を啓発することで盗掘を抑止 

  ・自生地の保護や特にサクラソウに関心を持つボランティアを養成 

  ・サクラソウに障害を与える帰化植物、在来植物の排除 

  ・実効的な散水とするためにスプリンクラーの増設を検討 

５ 活用について 

  ・案内板解説板の充実 

  ・見学会研修会の実施 

  ・講演会、シンポジウム、サクラソウ会議の実施 

・サクラソウ愛好会やクラブの育成 
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  ・園芸サクラソウの展示会、普及会の後援 

  ・啓発活動を行うボランティアの育成 

  ・サクラソウをテーマにした公園の設置 

  ・サクラソウをテーマにした博物館の設置 

  ・見学会の広報の拡充 

  ・栽培の専門家による実技を交えた講演会開催 

  ・さくらそう祭りにおける展示 

  ・指定地周辺への園芸サクラソウの持ち込みを抑制 

  ・さくらそう祭り実施場所の変更   等 

保護増殖実験調査検討委員会の報告書の付図として、全体計画案図Ⅳ－1が付帯された。

図Ⅳ－1 提案された全体計画案 

６．特別天然記念物「田島ケ原サクラソウ自生地」保存管理計画策定に伴う調査

天然記念物緊急調査事業として国庫補助金の交付を受けて実施した今回の保存管理計画策定に

伴い、指定地の現況把握のために実施した調査である。平成 23 年度から 25 年度を調査期間とし、

次の調査を実施した。この調査結果は、本書付編にその概要を収録する。 

① 指定地範囲確認のための境界測量調査（平成 23年度）

② 植物群落の状況確認のための植物群落分布調査（平成 24 年度）

③ 自生地の地下水位把握のための土質調査（平成 25 年度）

天然記念物指定地

       既存の樹林（ハンノキ林） 

       ビオトープ湿地新設地 

       草地広場 

       新設貯水池と水路 

       鴨川 

       駐車場 
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Ⅳ-3 保全と管理の取組み 

大正 9 年の天然記念物指定後、指定地を保全するための取組みが開始された。大正 10 年度に標

識、説明板、境界区画、鉄線囲柵等の保存設備工事が内務省の補助金の交付を受けて実施され、昭

和 11 年には野ねずみ駆除、蔓草除去が文部省の補助金交付を受けて実施された。

文化財保護法のもとでの特別天然記念物指定を経て、今日に至るまで、試行錯誤を伴いつつ、指

定地を保全し適正に管理するための取組みが継続されている。実施された取組みは、①施設・設備

の整備と、②植生の管理とに大別される。この内、②については次章で現状と課題を整理するので、

ここでは主に①について述べておく。

1 ．観察路と囲柵の整備 

サクラソウの盗掘防止を含め、指定地内への来訪者の立ち入りを制限することが、自生地の保全

における指定時以来の課題であった。その一方で、指定地の豊かな植生を間近で観察できる仕掛け

も、特別天然記念物としてサクラソウ自生地が保存されていることに理解を得る上では、必要なこ

とでもある。こうした観点から、第一次指定地内では、主に既存の道路（指定地外）を利用して、

サクラソウ自生地の内部の様子をより間近で観察するための観察路が整備された。 

観察路の整備は、通路の設備設置としてではなく、立ち入りを制限する範囲の明示、すなわち囲

柵の整備として進められた。上述のように、既に大正 10 年度には囲柵の設置が行われているが、

昭和 36 年度から 5 ヶ年計画で、県費補助金の交付を受けて、コンクリート製の囲柵設置が進めら

れた。これ以後、昭和 61 年度にも国庫及び県費の補助金交付を受けて、囲柵の修理が行われた。 

なお、現在、第一次指定地内は、この観察路によって 5 ブロックに分けられており、それぞれ A

～E区と呼称している。この内、C・D区を区画する観察路は指定地に設けられたものだが、他の観

察路は指定地に含まれていない道路部分である。この C・D 区間の観察路の位置は、既に昭和初期

までの指定地管理図面において通路状の区画として描画されていることから、この部分は従前の指

定地管理形態を踏襲したと考えられる。また、第二次指定地内にも道路が 2条通っているが、第二

次指定地は全体を囲柵によって囲繞しており、観察路や道路としての形状を呈してはいない。 

2 ．給水設備の整備 

乾燥化の進展が指定地保全の上での問題として指摘されたことを受けて、浦和市教育委員会は、

乾燥化を抑制するための取組みとして、人為的給水を行った。具体的には、地下水を汲み上げて自

働散水装置スプリンクラーによって指定地内に散水する方法がとられた。地下水を汲み上げる井戸

と受水槽及びポンプは、E 区内の荒木田土掘削跡に設けられ、そこから観察路を通して給水管を敷

設し、指定地内にスプリンクラーを 26 ヶ所設置した。工事は国庫及び県費補助金の交付を受けて、

昭和 50 年 2 月から 3 月に行われた。この設備を使用した散水は、平成●●年まで、主に●月、●

月に実施された。但し、指定地内が最も乾燥状態に見舞われる夏季には、オギ、ヨシが群生し、設

置したスプリンクラーを被覆してしまうため散水範囲が局所的となってしまい、十分な給水効果を

あげられなかった。また、散水のための地下水汲み上げは、地下水位の低下をもたらす懸念も指摘

された。これらのことから、この給水設備を用いた乾燥化抑止の取組みは平成●●年をもって打ち

切られた。なお、井戸・受水槽・ポンプ等の給水設備は撤去されなかった。 
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中央観察路

北観察路

南観察路

3．その他の設備等整備 

以上の他に、サクラソウ自生地の管理等のための設備等として、特別天然記念物指定地境界標や、

標柱、説明板等の設置が進められてきた。現在、指定地に設置されているものは、次の通りである。

それらの設置位置を第Ⅳ－5・6図に掲げる。 

第Ⅳ－5表 指定地内の工作物

工作物 内容 設置年 設置位置・数量 設置の経緯

１ 指定地標柱 御影石製
1966

年 
第１次指定地Ｂ区

２
指 定 地 標 杭

（旧）

指定地境界標。コ

ンクリート製

３
指 定 地 標 杭

（新）

指定地境界標。御

影石製

2012

年 

保存管理計画策定

事業

４
株数調査永久

枠 

10ｍ四方枠の４

隅。コンクリート

製 

1998

年 

１ヶ所４基。Ａ・Ｂ・Ｄ区３

か所、Ｃ・Ｅ区１か所、合計

11 か所

当初木製杭、コンク

リート杭を更新

５ 調査用基準杭
世界測地系座標

杭。御影石製

2012

年 

第１次指定地４基（Ａ・Ｂ・

Ｃ・Ｅ区）、２次４基

６
地下水位観測

井戸

地下水位計測用井

戸及び計測器設置

箱

1981

年 

第１次指定地Ａ・Ｅ区各１基、

２次１基

荒川調節池総合開

発事業により設置

７ 指定地囲柵 コンクリート製
第１次指定地及び第２次指定

地外周

８ 指定地囲柵 擬木製
1987

年 
第１次指定地観察路

コンクリート製有

刺鉄線柵を改修

９ 観察路入口標 
擬木製（№８の囲

柵とセット） 

1987

年 
第１次指定地観察路入口  

10 注意標 金属製 
1987

年 

第１次指定地Ａ・Ｄ・Ｅ区２

基、Ｂ・Ｃ区１基、第２次指

定地２基 

宝くじ協会寄贈 

11 注意札 金属製 
1977

年 

図Ⅳ－2 図Ⅳ－3 



- 28 - 

・指定地標柱：文化財保護法第 115 条第１項に基づく特別天然記念物指定地であることを示す

標識である。昭和 41 年３月、第一次指定地の中央観察路入口（Ｂ区内）に設置した。 

・指定地境界標：文化財保護法第 115 条第１項に基づく指定地の境界標である。昭和 40 年度

に国庫及び県費補助の交付を受けて設置されたが、経年変化により傾きやズレ等が生じたこと

から、平成 23 年度に測量の上、新たに設置した。 

・サクラソウ株数調査永久枠杭：昭和 40 年以来実施している植生実態調査のための調査枠の

境界標杭である。当初木杭をもって境界標としたが、その後コンクリート製に更新され、更に

平成 10 年に現在のものに更新された。第一次指定地内に 11 ヶ所（１ヶ所あたり４基）設置し

てある。 

・ 調査用基準杭：指定地内の植生調査等に関する地理的情報を整備するために、平成 23 年度

に指定地内に世界測地系に即した基準（基線）杭を設置した。御影石製。設置数は、第１次・

第 2次指定地それぞれ４基１組である。 

・ 地下水位観測井戸：荒川調節池工事が指定地に及ぼす影響を観測するために、昭和 56 年に

荒川上流河川工事事務所が設置したものである。第 1次指定地内に２ヶ所、第２次指定地内に

１ヶ所設置されている。 

  ・ 注意標：来訪者に指定地であることを示す標杭である。金属製、コンクリート基礎である。

日本宝くじ協会より寄贈いただいて、昭和 47年１月に設置した。第１次指定地内に 8基、第 2

次指定地に 2基設置した。

・ 注意札：特別天然記念物指定地として、許可なき立ち入りや植物の持ち去り、ゴミ等の投

棄等が禁じられている旨を掲示する掲示板である。昭和 52年 3 月年に設置した。 

・ 指定地説明板：サクラソウ自生地の内容を来訪者に解説する説明板である。現在は、指定

地内に 3 基設置してある。昭和 53年度に設置したもので、板面の退色が進んだため、平成 年 

度に板面のみ新調・貼り換え、さらに平成 25 年度に同様の措置を講じた。その内容は、サクラ

ソウ自生地の植生について解説したもので、第１次指定地に 3基設置してある。 

11 説明板 
コンクリート基

礎、金属製 

1979

年 

第１次指定地Ｂ区２基、Ｅ区

１基 
2014 年改修 

12 
給水用井戸・ポ

ンプ 

1975

年 
第１次指定地Ｅ区  
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図Ⅳ－4 
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Ⅳ-4 啓発と活用 

サクラソウ自生地には、一年を通して多数の見学者・遊覧者が来訪している。平成 22 年度に実

施した調査によると、見学者・遊覧者が最も多い時季はサクラソウ開花期（4 月）、約 15,000 人と

なっている。その内 95％は 60 歳～79 歳で、女性が 65％を占め、42％の方が県外からの訪問客であ

る。 

見学後の感想では、「美しい自然が残されていて感動した」、「サクラソウがもっと一面に咲いて

いると思った」、「サクラソウよりノウルシの方が優勢だった」のいずれかに集約される。他に「自

生地までの道筋が分かりにくい」、「近くに店舗があると良い」などの意見もあった。 

サクラソウ自生地がこのように多数の方の訪れる名勝地として定着した背景には、江戸時代以来

のサクラソウ愛好文化とサクラソウ探訪の伝統があると思われるが、指定地の価値を発信する取組

の蓄積によるところも大きいと思われる。旧土合村当時以来、サクラソウ自生地を案内・解説する

図Ⅳ－5 

図Ⅳ－6 
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パンフレット等を繰り返し刊行している。近年では市のウェーブサイトでも「自生地の四季」をは

じめとする各種の情報発信に取り組んでいる。 

その一方で、自生地をサクラソウ園と誤認する見方も広くみられる。サクラソウが多くの方を自

生地に誘う要素であるとしても、サクラソウと共に、共生する湿性植物群にも自生地の価値が由来

していることについて、理解を広げる努力が必要である。こうした取り組みとしては、開花期に市

民ボランティアと協働によるサクラソウ自生地の案内・解説、自生地内に群生する他の植物につい

ても見どころの紹介、また指定地の解説パンフレットやウェーブサイトでの紹介である。 

都市近郊において保存されているサクラソウ自生地は、学校教育や生涯学習における自然・環境

学習の格好のフィールドとなる。それら教育・学習の場として指定地が活用されるよう、適切な情

報発信や環境の整備が必要である。その一方で、観察路の路面硬化など、来訪者の増加による課題

も生じており、オーバーユースによる指定地への負荷を拡大しないための取り組みやしかけ造りも

重要な課題である。 

１．案内・解説パンフレット 

1) 平成 26年 3月現在の配布パンフレット 

  「国指定特別天然記念物 田島ケ原サクラソウ自生地」（初版 ●●年） 

  「観察の手引き」（初版 ●●年） 

  「国指定特別天然記念物 田島ケ原サクラソウ自生地 四季の草花」（初版 平成 24年度） 

2) 定期刊行物（普及・啓発紙） 

  「さくらそう通信」（平成 7年 9月創刊）。平成 24年 3月までで 27 号。平成 24年度から休刊。 

「田島ケ原サクラソウ自生地啓発紙」（平成 25年 3 月創刊） 

3) さいたま市ウェーブサイトでの情報発信 

さいたま市内所在指定文化財としての紹介 

    田島ケ原サクラソウ自生地 

    自生地の四季 

    サクラソウ開花情報 

    自生地草焼き情報   

4) 愛護団体の活動支援 

ボランティア団体「田島ケ原サクラソウ自生地を守る会」の結成と活動支援（平成 21 年度～） 

5) 現地における普及・啓発活動 

開花期観察会 文化財調査専門員による自生地の解説（平成●年度～） 

「田島ケ原サクラソウ自生地を守る会」との協働による開花期来訪者への案内・解説 

（平成 21年度～） 

6) サクラソウ記念事業 

天然記念物指定 70周年記念事業（平成２年度） 

記念展示会（平成 2年 4月 13日～6月 17 日）

記念講演会（平成 2年 4月） 

4 月 18 日 佐伯敏郎氏「植物生態学から見た田島ケ原サクラソウ自生地」 

4 月 25 日 鷲谷いづみ氏「田島ケ原サクラソウの繁殖生態学」 

記念論文集刊行（平成 2年 12月 25 日） 

天然記念物指定 100 周年記念事業（平成 32年）（検討段階） 

・ 学校教育との連携（平成 24 年度児童向けパンフレット発行） 
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Ⅴ 実態調査による現況と管理方法の評価 

Ⅴ-1 サクラソウ自生地での「火入れ」とその評価 

サクラソウ自生地では、これまで遷移を停滞させるための刈払いと火入れが継続して行われてき

た。その経過と効果について以下に評価する。

「刈取り」「刈払い」「火入れ」は、草原から樹林への遷移を停滞させる同じ効果を保有している。

指定地は、かつて茅場とされ、繁茂するオギやヨシは、茅葺屋根や葦簀などの原材料として、毎

年冬期に刈り取られていた。人々のこの定期的な生産活動が、植物遷移を抑制してオギ－ヨシ群落

を停滞させ、また、サクラソウをはじめ多様な春型植物の群落を定着させた。

指定地の保護保存にとって、オギ－ヨシ群落の刈取りは欠かせない行為であったが、オギやヨシ

が生活資源として利用されなくなり、また、人々の生活様式が変化して作業従事者がいなくなって、

刈り取りが行われなくなった。

そこで、昭和 30 年度から、指定地から枯草を除去するための「刈払い」と「火入れ」が開始さ

れた。以後、指定地に及ぼす影響や周辺環境への影響等の検討のための短期間の中断を挟んで、今

日まで継続して実施されている（第Ⅴ－１表）。

1.「火入れ」による越年植物に対する影響

「火入れ」と「刈払い」は、冬期に実施され、春期に発芽や出芽する植物に陽光が当たるように

して、植物の生育に役立つことは共通しているが、「火入れ」では地表が裸地になり、「刈払い」で

は地表に越年植物が取り残される点が異なる。取り残される越年植物には、ギシギシ、スイバ、カ

ラスノエンドウ、オオイヌフグリ、ホトケノザ、ミゾコウジュ、ハルジオン、ヒメジョオン、イヌ

ムギ、ネズミムギなど、冬期をロゼット型で過ごす植物とイネ科植物が多く、これらの越年植物は

群落を形成して指定地の一部を覆うが、「火入れ」で焼失しても、春期に発芽や出芽する個体もあ

り、「刈払い」の場合と比べ、その後の植生に大きな変化は見られない。

第Ⅴ－１表 サクラソウ自生地における「刈払い」と「火入れ」の実施状況 

期    間 方 法 備   考

昭和 30年度～昭和 36 年度 火入れ ボーイスカウト及び旧浦和市が実施。植生への影響に

ついて指摘を受け、昭和 36 年度に中断した

昭和 37年度～昭和 49 年度 刈払い 昭和 37 年度以降は、業務委託として業者が刈払いを実

施。刈払いと火入れの影響比較調査を実施

昭和 50年度～平成８年度 火入れ 影響比較調査により、火入れによる植生への影響は小

さいとされたことから、火入れを再開

平成９年度～平成 18年度 刈払い 廃棄物処理法及び同法に基づく市条例等を踏まえ、火

入れを中断し、刈払いを行った

平成 19年度～ 火入れ 草焼きは法が禁止する廃棄物の焼却とは異なり、法的

問題がないことを確認したことから、火入れを再開
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第Ⅴ－1図 火入れ時におけるオギ群落の気温・地温の変化 

2.「火入れ」がサクラソウの越冬芽や種子などに及ぼす影響 

「火入れ」には、枯草が炎上する高熱で、サクラソウの越冬芽と種子に障害の起きる恐れがある

ことが、度々指摘されたことから、火入れ時の地温の変化を実地調査した（第Ⅴ－1図）。その結果、

地上では、枯草の炎上後、30 秒程度で最高温度に達し、最高温度が 20 秒前後継続すると次第に下

がるので、植物が高温に晒されるのは１分間程度の短時間であること。地下では、地上が最高温度

に達した後に、次第に温度が上昇するが、地下２cm より深い場所では温度上昇は起きないこと。サ

クラソウの越冬芽は、最上部が地下 0.5cm から１cm の範囲にあり、この深さの温度は 46℃以下な

ので、生育に障害はなく、同様に、サクラソウ種子についても地下 0.5cm にあれば、障害はないと

している（蒲谷肇 1998) （文献●）。 

3.「刈取り」・「刈払い」と「火入れ」による土壌塩類への影響 

植物は通常、植物体を構成するために不可欠な養分の三要素（窒素・リン・カリウム）を、土壌

塩類から吸収している。サクラソウ自生地の土壌塩類は、植物遺体の分解、根粒菌などによる窒素

固定、出水時の冠水や降雨によって土壌に補給されていると考えられる。 

「刈取り」・「刈払い」の場合は、自生地からオギやヨシなどの枯草を運び出すので、これらの枯

草が土壌塩類を吸収して植物体を構成していた量が、指定地から消失することになる。この消失し

た土壌塩類の補給量が少なければ、自生地の土壌は貧栄養化し、補給量が多ければ土壌は富栄養化

する。 

「火入れ」の場合は、指定地でオギやヨシの枯草を燃やすので、土壌塩類を吸収して植物体を構

成していた量の中で、灰となった分だけ自生地に還元されると考えられる。 

自生地の「火入れ」で生じた灰については、「火入れ」面積１㎡当たりの灰に含まれる三要素量

を、指定地の総面積 41,232 ㎡に換算すると、平均値で窒素全量が 5.57kg、リン酸全量が 53.23kg、

カリウム全量が73.85kgとなる。この量は市販の園芸用化学肥料(8:8:8)の１袋10㎏入りで約6,650

袋に相当する（第Ⅴ－2 表と第Ⅴ－3 表）（礒田洋二 2010)（文献●）。見方を変えると、「刈り取り」

や「刈払い」の場合は、これだけの量を指定地から持ち去っていることになる。
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第Ⅴ－2表 サクラソウ自生地の「火入れ」で生じた灰の化学分析結果 

（註）養分の三要素 : 窒素・リン・カリウムを N・P2O5・K2O に換算 

事 項 

群 落

４㎡当たりの 

灰の重量 

灰に含まれる養分の三要素量 

水 分 窒素全量 リン酸全量 カリ全量 

オギ―ヨシ群落 283.3g 1.403% 0.197% 1.673% 3.03% 

つる植物群落 163.3g 1.363% 0.317% 3.420% 3.52% 

第Ⅴ－3表 「火入れ」面積１㎡当たりの灰に含まれる三要素量 

（註）三要素 : 窒素・リン・カリウムを N・P2O5・K2O に換算

事 項 

群 落
窒素全量 リン酸全量 カリ全量 

オギ―ヨシ群落 0.140ｇ 1.185ｇ 2.146ｇ 

つる植物群落 0.129ｇ 1.396ｇ 1.437ｇ 

平  均 0.135ｇ 1.291ｇ 1.791ｇ 

4.「火入れ」による植生への影響 

「火入れ」が植生に及ぼす影響について、越年草の多くは「火入れ」後の春期にも発芽し、種構成

に変化はない。また、「火入れ」で生じる高熱は地下にほとんど影響しないため、地中で越冬する

多様な多年草や種子は生き残り、自生地の植生に「火入れ」による変化は見られない。

一方で、指定地の樹木については、枯草が炎上する際の高熱の炎に包まれるため、枝先が枯死す

るなどの影響が見られる。炎は地上 4ｍ～5ｍの高さに達し、第Ⅳ－8図からも分かるように、高温

は 700℃以上に達するが、その持続時間は数秒という一瞬のことである。自生地では枝先がやや太

いクヌギへの影響は見られないが、細い枝先に花芽を形成しているハンノキでは枝先が枯死する影

響が見られる。他所でのハンノキを観察した結果では、「火入れ」を毎年続けると枝先が枯死して

新芽形成ができず、やがて幹から立ち枯れている。この観察結果から、自生地では「火入れ」に先

立ち、樹木周辺の枯草を刈払い、炎で枝先が高熱にさらされないようにしている。 

 また、「火入れ」の際に、枯草が炎上するのは一瞬のことなので、地下への影響はほとんどない

が、枯草を集めて焚き火のように燃やす場合は、地下も高温となって、地中で越冬中の多様な多年

草や種子は死滅する。したがって、焚き火のように燃やした跡は、裸地となって長期間残ってしま

う。「火入れ」実施時に留意すべき点である。 

今後、「火入れ」の継続で、新たな変化が現れることもあり得るので、「火入れ」の影響はほとん

どないといちがいに決めつけることは望ましくない。

Ⅴ-2  サクラソウ自生地内の生育植物 

1. 生育植物とその変遷 

1963 年～1967 年と 2003 年～2007 年の各 5年間に出現した生育植物の比較では、40 年間に 37.2% 

増加している（第Ⅴ-4 表）（礒田洋二 2008)。増加したのは新たに出現した植物種が多数あったこ

とによるが、一方で、特に湿潤な水環境を好む湿性植物のように消滅した植物種があった（第Ⅴ-5

表）。新たに出現した植物種については、周辺から進出してきた在来の湿性植物 が半数の 50.0%を

占め、次いで外来植物の侵入が 33.1%、指定地沿いに植栽されている樹木や飛来する鳥類により散

布された種子から育った樹木が 11.8%、持ち込まれた栽培植物などが 5.1% （第Ⅴ-6 表）と、周辺
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環境の影響によって多くの植物種が自生地内で消長を生じ、植生や景観に影響を与えている実態が

明らかにされた。

調査期間の 1963 年～1967 年は指定地を公有地化した直後のことで、指定地の約 2/3 は戦中戦後

の食糧難時代に開墾耕作され、植生は完全に破壊されていたが、すでに自然遷移が始まっていた。 

第Ⅴ－4表 出現した生育植物種＊の種数 （註）＊生育植物種には種・変種・亜種を含む 

類  別 1963 年～1967 年 2003 年～2007 年 増減率（％） 

シ ダ 植 物 ４ ９ ＋225.0% 

単子葉植物 73 100 ＋137.0% 

離弁花植物 92 132 ＋143.5% 

合弁花植物 81 102 ＋125.9% 

合  計 250 343 ＋137.2% 

第Ⅴ－5表   各調査期間の生育植物種＊の構成 （註）＊生育植物種には種・変種・亜種を含む 

項  目 1963 年～1967 年 2003 年～2007 年 特  徴 

出現した植物種 250 (100.0%) 343 (100.0%) ― 

継続出現した植物

種 

207 (82.8％) 207 (60.3%) 植生の中核植物で、ほとんどが在来種 

新たに出現した植

物種 

― 136 (39.7%) 【第Ⅳ-３表 】に詳細を示す 

途中で消滅した植

物種 

43 (17.2%) ― 特に湿潤な水環境を好む湿性植物 

第Ⅴ－6表   2003 年～2007 年に新たに出現した 136 の植物種の内訳 

特  徴 分類群の数 比率 

周辺から進出してきた在来の湿性植物 68 種 50.0% 

外来性植物 45 種 33.1% 

植栽樹木や鳥の散布種子による樹木種 16 種 11.8% 

人為的に移入された栽培植物など ７種  5.1% 

1963 年から継続出現した 207 の植物種は、オギ・ヨシ、コバギボウシ、アマドコロ、ノカラマ

ツ、ノウルシ、サクラソウなどの湿性植物で、現存植生の中核をなす主要な在来種であるから、指

定地の植生を維持する上で、今後もこの生育植物数を減らすことのない保護管理が必要である。 

消滅した 43 種の植物は、より好湿潤性のコブナグサ、チゴザサ、カサスゲ、ヒンジガヤツリ・

コオニユリ、ヤナギタデ、タガラシなどの在来性の湿性植物である。現在の指定地には、このよう

な好湿潤性の湿性植物が生育できる水環境は存在しないので、乾燥化の進行によって消失したもの

と推察される。指定地の乾燥化が進行する中での湿性植物の保護管理は、指定地の植生を維持する

上で避けて通れない難問である。 

新たに出現した 136 の植物種は、全生育植物に占める割合が 39.7％にもなり、植生に与える影響
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は極めて大きい。この中で、半数の 68 種が、フジハナヤスリ、タマミゾイチゴツナギ、コジュズ

スゲ、ヒメクグ、ジャノヒゲ、ケキツネノボタン、クサノオウ、ムラサキケマン、コモチマンネン

グサ、ヤブヘビイチゴ、ミツバツチグリ、ヤブマメ、アリアケスミレ、タチツボスミレ、レモンエ

ゴマ、バアソブ、ノコンギク、トネアザミ、シロバナタンポポなど、指定地周辺に生育する在来性

の湿性植物で、耕作地として植生が破壊される以前の指定地には生育していたと見られる植物であ

る。これらの植物は継続出現した 207 種の植物種と共に、現存植生の中核をなしている。 

他に、外来植物が 33.1%の 45 種、園芸植物が 5.1%の７種、種子から育った樹木が 11.8%の 16 種み

られるが、これらの植物は指定地の植生にとって異質な存在となるばかりか、外来植物のオオブタ

クサ、セイタカアワダチソウ、アレチウリなどのように、現存植生を破壊する旺盛な繁殖力を持つ

ものがあるので、侵入を防止し、侵入したら除去する対応が必要である。外来植物・園芸植物・樹

木の侵入は、指定地が湿性環境から乾燥化に進行していることに起因しているとみられる。 

2.  絶滅危惧種 

サクラソウ自生地の植生は、開墾・耕作という人的撹乱による植生破壊後に、自然遷移により再

生したものである。現存する自然植生はオギ―ヨシ群落とつる植物群落とに２区分できるが、再生

途上で多様な植物が侵入し、現在では約 300 種以上の植物の生育が確認されている。 

平成 24 年(2012)現在で第Ⅴ－7 表に示した 33 種の植物が絶滅危惧種として確認されている（礒

田洋二 2013) （文献●）。 

自生地における絶滅危惧種の生育状況は、サクラソウ、ノウルシ、アマナなどは生育範囲が広く、

個体数も多いので、短期に衰退して消滅することはないと思われるが、ヒキノカサ、ノダイオウ、

シムラニンジンなどは生育範囲が限定的で狭く、個体数も極めて少数なので、急速に衰退して消滅

する恐れがある。 

サクラソウ自生地の保護保全のためには、生育植物種の減少を阻止する必要がある。方法として、

消滅の危機にある植物について、生育環境を確保して自然繁殖を促すことや、採種・育苗などによ

る人為繁殖を自然繁殖と併用することなどがあるが、消滅する植物が現れる前に具体化する必要が

ある。 

第Ⅴ－7表 指定地に生育する絶滅危惧植物 

（環境省レッドリスト 2007、埼玉県レッドデータブック 2011 による）

種 名（科 名） 
区分（カテゴリー） 

埼 玉 国 

アカハナワラビ（ハナヤスリ科） 準絶滅危惧  

コヒロハハナヤスリ（ハナヤスリ科） 絶滅危惧Ⅱ類  

ヒロハハナヤスリ（ハナヤスリ科） 準絶滅危惧  

シロバナサクラタデ（タデ科） 準絶滅危惧  

ノダイオウ（タデ科） 絶滅危惧ⅠB類 絶滅危惧Ⅱ類 

ヒキノカサ（キンポウゲ科） 絶滅危惧ⅠA類 絶滅危惧Ⅱ類

ノカラマツ（キンポウゲ科） 絶滅危惧ⅠB類 絶滅危惧Ⅱ類

ハンゲショウ（ドクダミ科） 準絶滅危惧  

トモエソウ（オトギリソウ科） 準絶滅危惧  

アゼオトギリ（オトギリソウ科） 絶滅危惧ⅠA類 絶滅危惧ⅠB類 

タコノアシ（ユキノシタ科） 絶滅危惧ⅠB類 絶滅危惧Ⅱ類 
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 3. サクラソウの指定地内における分布 

指定地内におけるサクラソウ群落分布の状況を、昭和 59 年(1984)調査図と平成 24年(2012)調査

図)によって比較すると、分布の状況に顕著な変化はみられない（第Ⅴ－2図）。 

指定地内ではサクラソウの種子繁殖がほとんどなく、種子による面的な拡張や拡散がない。開墾

耕作によりサクラソウを消失した跡地が、現在なお空白域として広く残っている。現在の指定地内

のサクラソウ群落は、人為的に移植された後、クローン増殖で群落を形成しているもので、自然に

分布していた状態を示してはいない。クローン群落には寿命があるとされ、これを保護、保存する

現行対策では永続的な繁殖につながらない懸念がある。

ナガボノシロワレモコウ（バラ科） 準絶滅危惧  

レンリソウ（マメ科） 絶滅危惧ⅠA類  

ノウルシ（トウダイグサ科） 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 

エキサイゼリ（セリ科） 絶滅危惧ⅠA類 絶滅危惧ⅠB類

シムラニンジン（セリ科） 絶滅危惧ⅠA類 絶滅危惧ⅠB類

ノジトラノオ（サクラソウ科） 絶滅危惧ⅠA類 絶滅危惧ⅠB類

ヌマトラノオ（サクラソウ科） 準絶滅危惧  

サクラソウ（サクラソウ科） 絶滅危惧ⅠA類 絶滅危惧Ⅱ類

チョウジソウ（キョウチクトウ科） 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

コカモメヅル（ガガイモ科） 準絶滅危惧  

ハナムグラ（アカネ科） 絶滅危惧ⅠB類 絶滅危惧ⅠB類 

クマツヅラ（クマツヅラ科） 絶滅危惧Ⅱ類

ミゾコウジュ（シソ科） 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 

ゴマノハグサ（ゴマノハグサ科） 絶滅危惧ⅠA類

ナンバンギセル（ハマウツボ科） 絶滅危惧Ⅱ類

ゴマギ（スイカズラ科） 準絶滅危惧

バアソブ（キキョウ科） 絶滅危惧ⅠB類 絶滅危惧Ⅱ類 

フジバカマ（キク科） 準絶滅危惧 準絶滅危惧 

ノニガナ（キク科） 準絶滅危惧

アマナ（ユリ科） 絶滅危惧ⅠB類

ヒロハアマナ（ユリ科） 絶滅危惧ⅠB類 絶滅危惧Ⅱ類 

トダスゲ（カヤツリグサ科） 絶滅危惧ⅠA類 絶滅危惧ⅠA類 
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第Ⅴ－2図 サクラソウ群落の分布 
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Ⅴ-3  サクラソウの増殖実験

サクラソウ増殖実験の目的は、指定地内におけるサクラソウの世代を永続できる方法や技術が確

立するまでの間、現存するサクラソウが消滅する前に、人工栽培によって次世代を残し、暫定的に

種の継続を図るものである。 

1. 第二次指定地での増殖実験

実験では、指定地で自然に結実したサクラソウ種子を採種し、育苗床に播種して人工栽培を行

い、播種後１年間で開花株に育てる栽培技術を確立、第二次指定地に設定した実験区に出芽直前の

苗を移植して、サクラソウの継続が図れることを実証している。指定地にはサクラソウの花粉媒介

昆虫がほとんど見当たらないことから、播種に使用したサクラソウ種子は、長花柱花の一部や等花

柱花が行う同花受粉によって生じたもので、花粉媒介昆虫による異型花間での他家受粉によるもの

ではないと考えられることから、このサクラソウの世代の継続も暫定的なものとして扱っている。 

第二次指定地の実験区に移植した個体の繁殖状況を、第Ⅴ－3図に示した。

実験では、各実験区に、育苗した336個体を平成10年(1998)2月 23日に移植した。平成25年(2013)4

月 23 日の定着数の結果を見ると、育苗個体が定着できず定着数が 0であったり、86 倍の 258 個体

に増殖するなどのばらつきがあるが、定着総数 7,245 個体で、増加倍率 21.7 倍となり、サクラソ

ウの次世代を定着させる目的を達している。 

サクラソウがクローン成長する寿命限界は明らかになっていない。指定地の 70 年におよぶ維持

管理中の観察では、寿命限界の事象を把握していないので、相当長い寿命を持つことが想定できる。 

各実験区は 10㎡、１マスは１㎡。 

苗は 1998 年２月 23日に移植。  

１㎡当たり３個体を定植。（定植個所には数字が記入されている。） 

数字は 2013 年４月 23 日の計測数。

1998 年の移植総数：336 個体 

2013 年４月の総数：7,245 

増  加  倍  率  : 21.7 倍 

個体数が増えたマス 個体数が減少したマス

第二次

指定地

実験区



- 40 - 

Ｆ－Ａ

7 0     

5 0     

0 0     

41 0 0     0 0 0 

20 34 0     0 0 0 

11 0     

0 0     

2 0     

Ｆ－B 
223 0     

316 82     

15 3     

15 98 78     0 33 85 

33 106 97     2 1 155 

19 120     

76 0     

100 102     

Ｆ－D 
222 56 

258 138 

79 159     146 165  

2 0  125 148  19 37  

205 133     

139 96     

235 132     

7 6     220 198  

225 68  41 111  124 124  

35 30     

Ｆ－C 
203 8     

42 7     

93 55     0 2  

176 57  137 29  0 0  

10 17     

51 132     

127 6     

103 157     0 3  

114 53  25 26  0 7  

0 43     

第Ⅴ－3図  第二次指定地の実験区、および移植個体の繁殖状況 
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2．補完地の設定 

一方で、指定地の乾燥化により、サクラソウが消滅する危機への対応も欠かせない。そこで、指

定地より乾燥化の恐れの少ない場所として、荒川彩湖公園に第Ⅴ－4 図に示した補完地を設定し、

実験で得た次世代の育苗個体を移植定着させる試みを実施した。 

荒川彩湖公園のオギ－ヨシ群落が覆う低湿地を、1999 年と 2000 年に開墾整地し、東西幅約 50m、

南北幅約 25m、面積 1,275 ㎡の補完地として開設した。補完地には、増殖実験で得た次世代の育苗

個体を平成 12 年 3 月(2000)に 2,000 個体、平成 15 年 3 月(2003)に 9,666 個体、総数 11,666 個体

を移植した。2013 年 4月 14 日の測定では総数 109,548 個体、増加率 11.3 倍となっており、次世代

の定着・増殖が認められた。なお、補完地は湿潤な低湿地で、サクラソウの生育適地であることか

ら、結実した種子による繁殖も盛んで、補完地の外周に 1,577 個体の生育が確認されている。 

以上は、指定地に現存しているサクラソウ群落に、クローン繁殖の限界が生じる場合や、乾燥化

の進行によって絶滅が危惧される場合に備えての対策である。しかし、使用される次世代の育苗個

体は同花受粉の種子から生じたもので、将来は遺伝学上の変異が乏しくなり、環境変異や病虫害へ

の耐性が虚弱化する予想されるので、あくまで暫定的な対応策にすぎない。 

Ⅴ-4 周辺植栽植物と侵入植物

大正 9年(1920)に天然記念物に指定された当時のサクラソウ自生地は低湿地環境であったが、昭

和 2 年(1927)から昭和 10 年(1937)までの調査期間に、外来植物のヒメジオンが侵入し、優占化し

たことを指摘し、その誘因を自生地の乾燥化としている（中野治房 1944)（文献●）。その後、乾燥

化の進行に伴って生育する植物相も多様化した。また、隣接地の公園化によって増加した人や車両

を介して侵入した植物も増加した。こうした変化に伴って外来植物が、指定地に多数侵入し繁殖す

るようになった。 

1．外来植物の抜き取りと侵入防止

1963 年から 2007 年までの調査期間中に、指定地に侵入し繁殖した外来植物として、45 種があげ

られている（第Ⅴ－8表）(礒田洋二 2008)（文献●）。 

図Ⅴ－4 
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第Ⅴ－８表 1963 年～2007 年に指定地に侵入し繁殖した外来植物 

ヤクナガイヌムギ・ギョウギシバ・コスズメガヤ・ヒロハウシノケグサ・ネズミムギ・ ホソムギ・

シマスズメノヒエ・オオスズメノカタビラ・ハナニラ・キショウブ・ ニワゼキショウ・イヌビユ・

アレチギシギシ・ ナガバギシギシ・ エゾノギシギシ・オランダミミナグサ・マメグンバイナズナ・

カキネガラシ・オキジムシロ・アレチヌスビトハギ・コメツブウマゴヤシ・アメリカフウロ・ムラ

サキカタバミ・オッタチカタバミ・オオニシキソウ・コニシキソウ・アメリカスミレサイシン・ア

レチマツヨイグサ・アメリカネナシカズラ・ ヒメオドリコソウ・アメリカイヌホオズキ・ワルナ

スビ・マツバウンラン・ヘラオオバコ・アレチウリ・ オオブタクサ・ヒロハホウキギク・ コセン

ダングサ・アレチノギク・キクイモ・オオオナモミ・アメリカオ二アザミ・オオアレチノギク・ベ

ニバナボロギク・アメリカタカサブロウ・ウラジロチチコグサ・チチコグサモドキ・ハキダメギク

外来植物が旺盛な繁殖は、在来植物が駆逐されて植生に変化を生じることになり、侵入早期に発

見して排除することが必要である。しかし実情は、かなり早期に発見した場合でも、種子散布を済

ませていたり、地中に地下茎などの繁殖器官をすでに形成していたりする。いったん繁殖が始まる

と、埋土種子は数年間にわたって発芽、地下茎などは広範囲に広がり、完全に除去することが一層

困難となる。したがって、外来植物の状況把握の観察と巡視は不可欠となる。

その上で、外来植物の除去作業を継続実施して、植生に変化を生じさせないことが必要である。

外来植物の中でも、つる植物のアレチウリは他の植物に覆いかぶさり、陽光を遮って下の植物の

生育を抑制する。また、草丈の高いセイタカアワダチソウは密生する群落を形成し、地下茎より他

感物質（アレロパシー物質）を分泌して周辺植物を駆逐する。 

一年草で草丈の高いオオブタクサは、大形の葉を付けて陽光を遮るとともに、大量の種子を生産

して埋土種子となり、10 年以上にわたって発芽を続け周辺植物を駆逐する（鷲谷いづみ 1996)（文

献●）。このアレチウリ、セイタカアワダチソウ、オオブタクサの 3 種は、特に旺盛な繁殖力を持

っており、在来植物が駆逐されないように、毎年継続して除去作業を実施している。 

外来植物 5 種について除去作業で抜き取った個体数を示す（第Ⅴ－９表）（礒田洋二 2013) （文

献●）。アレチウリ、セイタカアワダチソウ、オオブタクサの 3 種は、抜き取ることで個体数を減

らせるが、地中に残る根茎や埋土種子と新たな侵入個体が加わり、完全に駆逐することが困難であ

り、抜き取りを止めると増加することが読み取れる。ブタクサとカキネガラシの 2 種については、

新たに加わる侵入個体がなければ、抜き取ることで完全に駆逐できることを示している。 

サクラソウ自生地への外来種侵入を防ぐには、その侵入経路を断てば良い。主要な経路は人や車

両によって運ばれてくる経路と、近くの土手などに繁殖する外来種が種子を散布する経路の２経路

である。自生地に隣接して駐車場があり、日々多数の車両が出入りしていることや、自生地に園芸

外来種を含む使用済みの園芸用土壌の投棄なども多発している。

次に、周辺に繁殖する外来種の種子が侵入する経路である。自生地周辺では土手や河岸があり、

外来植物の絶好の繁殖地にもなって多量の種子が飛散し、自生地内に侵入している。

現在実施している外来植物の抜き取り作業は、侵入する新個体が次々に繁殖するので終着点が見

えない状態にある。自生地に隣接する土手や河岸などにおける刈払い作業は、外来植物の開花期ま

でに実施することが望ましい。
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第Ⅴ－9 表 サクラソウ自生地における外来種の抜き取り作業 

（註）上段：抜き取った個体数、下段：作業の開始年を 100とする指数、－：作業の実施なし 

作 業 年 1996 1997 1998 1999 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 

セイタカアワ 

ダチソウ 

83,954 42,222 60,968 47,324 12,973 5,047 582 408 665 498 732 

100.0 50.3 72.6 56.4 15.5 6.0 0.7 0.5 0.8 0.6 0.9 

ブ タ ク サ 
4,592 3,121 1,593 ? 879 0 0 － － － － 

100.0 68.0 34.7 ? 19.1 0 0 － － － － 

オオブタクサ 
22,549 8,643 2,337 3,087 590 505 128 13 56 11 383 

100.0 38.4 10.4 13.7 2.6 2.2 0.6 0.06 0.25 0.05 1.7 

アレチウリ 
126 ? 3 － － 5,047 56 － － 12 395 

100.0 ? 2.4 － － 4,006 44.4 － － 9.5 313.5 

カキネガラシ 
－ － 216 3,246 971 0 0 － － － － 

－ － 100.0 1,502.8 449.5 0 0 － － － － 

自生地に対面する北側の土手に、セイバンモロコシが出現した事例では、個体を抜き取ったもの

の、翌年には生育区域が広範囲に広がり、現在は自生地内にも侵入して駆除のための抜き取りを実

施している状況である。観察と巡視を頻繁に行う必要性と指定地周辺においても、外来植物の駆除

を意識した管理が求められる。 

2．繁殖力旺盛な在来植物の間引き作業 

 サクラソウ自生地の種構成を維持するため、周辺植物を駆逐、植生や種構成に変化が及ぶような

繁殖力旺盛な在来性の植物に対しても適度な人為制御を行うことが必要となる。在来植物には周辺

植物と共存するという観点からの人的干渉が必要となる。 

中でも、木本性つる植物のナワシロイチゴは地下茎で広がり、広範囲の植物を覆って陽光を遮り、

下層の小型植物の生育を抑制する。また、大形葉をつける多年草のハナウドは、大きな株立ち群落

を形成するほか、大量の種子を生産して多くの埋土種子を残し、数年にわたる発生を続けて周辺植

物を駆逐する。密生する葉を付ける多年草のソクズは、地下茎で広がって草丈２ｍ以上となる株立

ちの群落を形成、陽光を遮って周辺植物を駆逐する。このナワシロイチゴ、ハナウド、ソクズの 3

種は在来種であるが、間引き作業によって繁殖を制御している。 

ナワシロイチゴ、ハナウド、ソクズの在来植物３種について間引き作業で抜き取った個体数を示

す（第Ⅴ－10 表）礒田洋二(2013) （文献●）。 

間引き作業の実施状況は、ハナウドについては数年間継続して、ナワシロイチゴでは数年間隔で、

ソクズの場合は１回だけとなっている。周辺植物との共存を図って人的に繁殖を制御する間引きで

あること、効果を検証しながら実施しているためである。例えば、ハナウドの場合は、埋土種子か

ら次々に新個体が再生するので、制御の効果をみながら継続実施することになる。 
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第Ⅴ－10 表 田島ケ原サクラソウ自生地における在来種の間引き作業 

（註）上段：抜き取った個体数、下段：作業の開始年を 100とする指数、－：作業の実施なし 

作 業 年 1996 1997 1998 1999 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ナワシロイチゴ 
－ 14,584 ？ ？ 1,905 － 1,098 － － － 13,010 

－ 100.0 ？ ？ 13.1 － 7.5 － － － 89.2 

ハナウド 
－ － － 5,850 1,137 336 15,912 5,032 2,052 1,749 － 

－ － － 100.0 19.7 5.7 272.0 86.0 35.1 29.9 － 

ソ ク ズ 
－ － － － － － － － 85 － － 

－ － － － － － － － 100.0 － － 

3．サクラソウ自生地内の樹木 

サクラソウ自生地内には植栽樹木と後日侵入した樹木が生育し、また指定地の囲柵外側に沿って

も多くの植栽樹木がみられる（第Ⅴ－5図）。

自生地内では、生育する樹木としては主にハンノキ、クヌギ、エノキ、ソメイヨシノ、マルバヤ

ナギ、オニグルミ、ゴマギ、ヤマウコギなどがある。その大部分は天然記念物に指定された 1920

年当時にはなかった樹木である。 

指定当時の写真を見ると、自生地はほとんど樹木のない草原になっている。樹木の植栽はサクラ

ソウ自生地が開墾・耕作されていた昭和 20 年(1945)～昭和 30 年(1955)当時、耕作地境界に植樹さ

れたもので、その多くは観察路沿いに一列になってその名残を留めている。 

また、第一次指定地Ｅ区にあった指定地最大のクヌギが、2012 年に強風にあおられて倒れ、処分

時の計測で樹高 14ｍ、幹周り 100ｃｍ、年輪数 63 年の結果が得られていて、植栽された年代が耕

作地となっていた頃に一致している。なお、第二次指定地のソメイヨシノは、昭和 49 年(1974)に

開設された桜草公園の整備時にあやまって指定地内に植えられたものが、そのまま残されてきたも

のである。 
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 第二次指定地とその周辺の樹木 図Ⅴ－5 
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自生樹木の多くは、サクラソウ自生地での耕作が中止されて以降に侵入、生長したもので、マル

バヤナギ、オニグルミ、ゴマギ、ヤマウコギなどの湿性樹木が多い。 

指定地の囲柵外側に沿う植栽樹木は、ソメイヨシノ、マルバシャリンバイ、トベラ、トウネズミ

モチ、レンギョウ、ユキヤナギ、ニワツクバネウツギなど多彩である。これらの樹木はすべて桜草

公園の開設に際して、指定地と遊園地の境界樹として植えられたものである。植栽された当初、ソ

メイヨシノ以外の低木類は樹高 1ｍ～1.5ｍの生垣状に刈り込まれていたが、現在では樹高４ｍ以上

にも生長している。 

これらの樹木は、サクラソウ自生地に日陰を作り、降雨時、大粒の水滴の影響で、周辺植生や湿

地植生とは異なる植生を形成している。また、樹木に飛来する鳥が落とす種子から育った幼木には、

新たな侵入植物もみられる。高木にまで生長した後の除去には、周辺植生の破壊を伴う恐れがあり、

除去・処分に要するコストも大きい。本来、天然記念物指定当時のサクラソウ自生地に樹木はほと

んどなく、現状は指定当時とは異なった景観になっている。 

現在は指定地に自然散布した種子から育った幼木を抜き取り、高木に育つのを防止している。た

とえば、2009 年にはトウネズミモチ 20 個体、マルバシャリンバイ７個体、シロダモ 2 個体、クサ

ギ 8 個体、オニグルミ１個体、エノキ 19 個体、アカメガシワ 4 個体、クヌギ１個体、ムクノキ 4

個体である。 
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Ⅵ 「田島ケ原サクラソウ自生地」保存・管理の課題 

Ⅵ-1 特別天然記念物としての価値 

 特別天然記念物は、「特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準」に「天然記念

物のうち世界的に又国家的に価値が特に高いもの」とされている。田島ケ原サクラソウ自生地は、

同基準、植物（４）に明示された「代表的な原野植物群落」に相当し、その「原野植物群落」とは、

指定名称にうたわれているサクラソウ群落であり、そして共に群生する湿性植物群落のことである。

田島ケ原サクラソウ自生地の特別天然記念物としての価値はここにある。 

 サクラソウ自生地は、古くは野の花観賞の名勝地として親しまれ、ナデシコ、サクラソウ、ノギ

クの代表的な野の花に数えあげられてきた。サクラソウについては古典園芸植物として盛んに愛用

され、田島ケ原のサクラソウは遺伝的多様性が高いことで知られており、今日なお田島ケ原産のサ

クラソウを中心とした伝統的な園芸文化の伝承が行われている。田島ケ原サクラソウ自生地は、サ

クラソウが全国的に分布する中でも、首都圏域の大都市近郊に長く保全されてきたことから、全国

的にも貴重なサクラソウ自生地として知られている。春の開花期には、サクラソウ観賞に全国から

多数の人々が訪れている。サクラソウ自生地のあるさいたま市においても「市の花」として市民の

間に定着し、親しまれている。サクラソウ自生地は、こうした多様な要素の加わった総合的な価値

の高さが評価される。 

第Ⅵ－１図 田島ヶ原サクラソウ自生地の価値 

国指定特別天然記念物田島ケ原サクラソウ自生地

サクラソウ群落及び共に群生する湿性植物群落

サクラソウの原種、伝統的な園芸文化

首都圏・大都市近郊の自然、オギヨシを刈り取った草原

埼玉県・さいたま市のシンボル（県の花・市の花）

調査研究と見学・観賞
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Ⅵ-2 指定地の現状と課題 

１．サクラソウの現状と課題 

1) サクラソウ個体群の衰退 

昭和 40 年(1965)から継続実施されているサクラソウの生育状況調査（文献●）によれば、第Ⅳ

－２図のように、昭和 47 年(1972)にはサクラソウの個体数が調査開始時から半減するほど急激に

減少し、サクラソウの消滅する危機が指摘された。それが平成 2年(1990)には増加に転じ、平成 12

年(2000)前後には調査開始時に比べて倍増するまでになった。しかし、平成 15 年(2003)を頂点に

減り始め、平成 25 年(2013)には調査開始時の個体数にまで減少した。このまま推移すれば、再び

消滅が懸念される危機的状況となっている。 

2) サクラソウ群落 

サクラソウは種子と地下茎によって繁殖する。サクラソウ自生地では夏期に表土の荒木田土が乾

燥して固くしまり、発芽した幼苗の多くは生育できずに枯死するので、種子繁殖ができない状況に

ある。 

現在はサクラソウ自生地で群落を形成しているサクラソウの大部分は、地下茎によって繁殖した

クローン群落である。クローン群落には寿命があるとされ、その継続性には限界がある。種子繁殖

による次世代の増殖がなければ、将来サクラソウは絶滅するという危険性を包含している。 

3) サクラソウの受粉と繁殖 

サクラソウは長花柱花と短花柱花の異型花を持つ虫媒花として知られる。サクラソウ自生地の調

査では、有力なサクラソウの花粉媒介昆虫は見出されていない（南部敏明・巣瀬司 2001) （文献●）。

サクラソウの花粉媒介昆虫が不在か不足は、サクラソウの他家受粉による結実が見込めない。   

指定地には長花柱花のクローン群落の一部と突然変異により出現した等花柱花のクローン群落

第Ⅵ－２図 サクラソウ個体数の増減 
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第Ⅵ－3図 サクラソウ自生地の地下水位変動

に、自家受粉により結実するものがある（Wasitani et al.,1994）（文献●）。毎年、指定地では多

数のサクラソウが結実するが、これは花粉媒介昆虫によらず自家受粉により結実したものである。   

2．湿地環境の現状と課題 

1）地下水位の変動 

サクラソウ自生地は、かつて毎年のように洪水で冠水する低湿地であったが、現在では河川管理

が進み、荒川第一調節池の囲繞堤などが周囲を取り囲み、洪水による冠水はほとんど起きなくなっ

た。このことによって、低湿地環境の様相は一変して乾燥化が進行し、湿生植物の生育や繁殖にさ

まざまな影響がでている。 

自生地の乾燥化は、地下水位の変動と公園化に伴う地域排水が主要な起因とみられ、地下水位の変

動に伴う指定地の乾燥化については、第Ⅳ－3図に示したとおりである（礒田洋二2010) （文献●）。 
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第Ⅵ－4図 指定地周辺の地表水の排水経路 

サクラソウ自生地の地下水位は、昭和 5 年(1930)を境にして、地下 1ｍの深さにあったものが 4

ｍに急激に降下、その後、4ｍの深さに定着している。そのことが乾燥化の原因となっている。 

地下水位が急激に降下した原因は、昭和 5～9 年(1930～1934)の工事によって指定地の東側に鴨

川第２放水路を開鑿したことで、表層水や地下水が流出したことにある。地下水が流出したことは、

平成 25 年(2013)に実施したボーリング調査によっても確かめられた。 

地下水が流出する以前は、降雨や洪水によって地下浸透した水は地下水に加わり、地下水位は上

昇して地表近くにまで達し、ときには地表に滞水するまでになっていたと推定される。この地の古

老たちが語っていた指定地のかつての様子は、「雨降り後に、この土地に入ると、ずるずると膝下

までもぐってしまう」というものであった。 

サクラソウ自生地が天然記念物に指定された当時、指定地は湿潤な低湿地であったが、この乾燥

化が、サクラソウをはじめとする湿性植物群落にとって最大の脅威となっているのである。 

2）桜草公園との関係 

桜草公園の設置に伴う、雨水排水による乾燥化は、昭和 49 年(1974)に桜草公園が指定地を含め

て開設されたことが発端となって生じている。それまでの自生地とその周辺は、鴨川第２排水路の

開鑿による地下水位の低下で乾燥化が起きていたが、地下水の揚水で灌漑される水田の存在、洪水

による冠水、降雨などが地表を潤し、また、地下水となって、低湿地の様相が保たれ、乾燥化によ

る深刻な影響は生じていなかった。 

桜草公園には、水田や低湿地を埋め立て、芝生広場と共にアスファルトの車道や駐車場、そして、

多くの排水溝が設けられた（第Ⅳ－4図）。このことから、サクラソウ自生地周辺では降雨は速やか

に排水され、地下浸透して生じる地下水も減って、この地域全体の乾燥化が進行している。   

現状では、自生地を潤すのは降水のみであり、こうした排水溝の存在は、サクラソウをはじめと

する湿性植物群落へ大きく影響している。 
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3）荒川第一調節池との関係 

荒川第一調節池は、さいたま市桜区の羽根橋から戸田市の笹目橋までの荒川左岸に、荒川の治水

を目的として昭和 55 年に起工し、平成 15 年に竣工した遊水地である。周囲を在来の堤防と新設の

囲繞堤で囲んでおり、サクラソウ自生地はその内部に位置している（Ⅲ―5図）。 

 荒川第一調節池とサクラソウ自生地との関係について最も重要な事柄は、自生地は従来から荒川

の出水時に冠水、湿潤な低湿地環境を維持してきたことから、出水時には指定地が冠水するように

サクラソウ水門に調節機能を持たせたことである。

荒川第一調節池の竣工後、荒川の出水による指定地の冠水は３回記録されている。冠水後の数日

間は、表土が湿り、地表に滞水するなど、湿潤な湿地状態となる効果が認められた。その一方で、

鴨川からの氾濫水は、サクラソウ自生地に多量のヘドロや浮遊物（ゴミ類）を堆積させ、自生地の

富栄養化を進め、これまで見られなかった多くの侵入植物が発生することなど、新たな問題も生じ

ている。

3．観察路と囲柵の効果

サクラソウ自生地の植物を身近に観察するためと、指定地を維持管理するための作業路として、

観察路は欠くことの出来ない重要な存在である。また、観察路付近では、トダスゲ、トモエソウ、

ミゾコウジュなどの絶滅危惧種をはじめ多くの植物が、陽光を求めて観察路に出ており、これらの

植物にとっての大切な生育場所となっている。

現状での観察路は裸地となっているが、将来的に植物の保護に見合った設備の検討が必要である。

 囲柵は指定地の範囲を明らかにするとともに、サクラソウ自生地内への立ち入りを防ぐものとし

て、指定地の維持管理上重要な施設である。適切な管理と共に、規格の統一、指定地の景観との調

和に留意するなど特別天然記念物としてふさわしい景観演出への配慮が必要である。 

Ⅶ 保存管理計画 

Ⅶ-１ 保存管理の理念と方針 

1．保存管理の理念

国指定特別天然記念物「田島ケ原サクラソウ自生地」は今日、深刻な存続の危機に見舞われてい

る。乾燥化などの環境の変化が、深甚な影響を自生地に及ぼし、もはや指定地の範囲内のみの保存

管理体制では、その価値の保全は困難となっている。その一方で、生物多様性の保全と継承が人類

史的な課題となっている今日、湿性草原の植生が、首都圏域に今なお保存されているサクラソウ自

生地の価値は、一層高まっている。この優れた価値を、将来に継承し、私たちの子孫も等しく享受

できるよう努めることは、私たちの責務である。そのためには、指定地内で完結する保存、管理体

制から、指定地周辺の環境と一体的に保存管理する体制への転換が必要となっている 

2．保存管理の基本方針

上記の理念を実現するために、国指定特別天然記念物「田島ケ原サクラソウ自生地」の保存管理

について、次の３点を保存管理上の基本方針とする。（以降「田島ケ原サクラソウ自生地」は「サク

ラソウ自生地」と表記）。
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1) 「サクラソウ自生地」の本質的価値の保全と、未来への継承を第一とする。 

国指定特別天然記念物の指定の価値を損なわないよう、指定当時の植生を維持し、将来にわたり

保存・継承していく。必要に応じて、植物種の保護、増殖、外来植物・侵入植物の駆除など、植生

の保全活動とともに、湿地としての環境の維持に向けて適切な管理を行う。 

2)  周辺との一体的な環境保全と総合的な運用・活用を図る。 

自生地が都市公園機能や治水機能と重複した場に位置していることを踏まえ、荒川堤外地のグリ

ーンベルト（緑の回廊）としての位置付けや、周辺関連施設などとの連携、サクラソウ自生地への

影響低減化と調和した環境整備を図る。そのための連絡調整の場の整備を進める。

とくにサクラソウ自生地の保全と活用を推進するためにも、新たな緩衝帯を設定し、隣接する桜 

草公園はサクラソウ自生地保全のための存在であることを再定義する。

3）「サクラソウ自生地」の文化財的価値を普及・啓発し、積極的に活用する。 

「サクラソウ自生地」はさいたま市が誇る特別天然記念物であり、貴重な自然資源でもある。ま

た、自然・環境学習の場、市民の憩いや、自然とふれ合う場として貴重な場である、今日、都市公

園として定着し、かつ治水・利水の要にあるサクラソウ自生地の保全には、市民の理解と市民との

協働もまた不可欠である。サクラソウ自生地の情報と認識を市民と共有化するため各種イベントの

実施に努めるなど、市民との協働の醸成に努める。さらには案内・観察施設や休憩施設などの施設

の充実を図る。

Ⅶ-2 保存管理の方法
今日行われているサクラソウ自生地での植生の保全活動については、逐次、その評価をしながら

継続して進めていくこととし、新たな植生の保全活動及び環境維持活動の具体策については、後述

の田島ヶ原サクラソウ自生地連絡会（仮称）を早急に設置し、効果的に進める。 
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1． 保存管理の地区区分と取扱い

指定地の特別天然記念物としての価値を保全するために必要な区域を定め、その区分に沿って適切

な取り扱いを進めていく。 

第Ⅶ－１表 取扱区分 

 地区 範囲 取扱 

Ⅰ地区 

Ａ ～

Ｅ区 
第一次指定地 

特別天然記念物としての本質的価値を厳

正に保存する地区である。湿地環境を維

持し、指定当時の植生を保全するための

保存管理を行う。 

特別天然記念物として追加指定が望まし

い。 

Ｆ区 第二次指定地 

Ⅲ地区 
第二次指定地に介在する

旧村道（未指定） 

Ⅱ地区 
第一次指定地中央南観察

路 

観察路としての使用が継続している地区

であり、厳正保存地区に影響を与えない

形での機能維持をはかる。 

特別天然記念物として追加指定が望まし

い。 
Ⅳ地区 

第一次指定地の観察路（南

北観察路、中央北観察路）

（未指定） 

Ⅴ地区 

緩衝帯 

指定地の周囲（地形や土地

利用、自生地への影響を勘

案した範囲、指定地境界か

らおおよそ 100ｍ） 

サクラソウ自生地の保全に有益な要素は

維持・増進、保全に必要な要素を付加す

る。また、保全に影響を及ぼす要素は除

去・低減化し、指定地に適合的な周辺環

境の創出を図る。 

Ⅵ地区 

補完地（実験圃

場） 
指定外 

サクラソウの増殖試行を継続する。桜草

公園内にも補完地を設けることも検討す

る。 
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2．  自生地内での保全活動の継続 

今日行われているサクラソウ自生地内での植生の保全活動については、逐次、その評価を進め

ながら継続して進めていくこととする。

１）自生地の植生を変化させる植物の駆除・抑制 

サクラソウ自生地の植生を攪乱する外来植物の駆除を継続的に行う。自生地に侵入する、外来植物

種はこれまでも変遷しており、今後、新たな侵入種の拡大も懸念されることから、状況を踏まえて

進めていく。また、新たに侵入、成長したと思われる樹木は幼樹の段階で除去、既に成木となって

いる個体についても計画を定めて除去を進める。 

２）植物遺体の除却（火入れ） 

 サクラソウ自生地の植生は、秋季以降の刈払い、除去によって維持されてきた。冬枯れした植物

遺体の除去（火入れ）は、サクラソウ自生地の植生を保全する上で不可欠な行為であり、今後も継

続して実施するが、効果や影響を測定・評価した上で的確な実施方法を検討し、実施する。 

3) 保護増殖実験調査と補完地 

 第２次指定地において希少植物の増殖のための「保護増殖実験調査」が進められてきた。今後も

湿地環境復原実験の継続を検討する。 

また、増殖実験で増殖されたサクラソウの幼苗が、荒川第一調整池近くに植栽され、補完地とな

っている。しかしながら、現状では補完地とサクラソウ自生地とが遠く離れており、その管理、活

用が十分とはいえない。今後、桜草公園内にも補完地を設定、効果的運用と活用を検討する。

4) モニタリング調査 

 1965 年以来、第一次指定地内において、サクラソウの株数調査を継続している。また、1963 年

以来、サクラソウ自生地に生育する全植物種を記録、1984 年、1985 年、2012 年の 3回、群落分布

調査が実施されてきた。今後も、群落分布調査等を定期的に継続、実施、植生の動態的把握に努め

る。また、水環境（地下水位の定点観測）や土壌環境（土壌構造、地下水の変動など）の調査を定

期的に実施する。 

5）調査・研究の推進 

これまでの指定地の維持管理は、科学的手法と現地で蓄積した経験に基づいて行われてきたが、

現状では科学的な資料が少なく、現況の判断に窮することが多い。動植物全般についても、学識経

験者や専門機関による継続した調査、研究を実施、集積した資料を活用する体制を整えることが必

要である。 

3． 周辺の環境と一体的な保存管理 

隣接する桜草公園は、サクラソウ自生地の植生に大きく影響する。桜草公園をサクラソウ自生地

保全のための存在とあらためて再定義し、自生地が今見舞われている危機を脱し、指定地の価値を保

全する必要がある。また、荒川堤外地での隣接する所管管理施設との連携したグランドデザインに

立脚し、道路、駐車場の再配置、植栽樹木の転換など、自生地環境への悪影響を抑制・低減化し、

湿地環境を計画的に復原するため積極的に対処する。 

１) 緩衝帯の設定

サクラソウ自生地の周辺（第Ⅶ－1図）を緩衝帯と位置付け、優先的に指定地環境の影響の抑制・

低減化を進める地域とする。桜草公園はその主たる地域となる。環境の影響の抑制・低減化には以

下のような項目があげられる。 
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(1) 外来種、園芸植物の抑制 

緩衝帯では、外来種、園芸植物など種子の拡散、サクラソウ自生地への侵入拡大が懸念されるト

ウネズミモチやマルバシャリンバイ、トベラなどの樹種、地域景観に添わないキョウチクトウなど

の樹木や草本種の除去、抑制を進める。

(2) 隣接して植栽されている樹木の抑制 

サクラソウ自生地に隣接して植栽された樹木が、現在では大きく成長、自生地を被陰している。

また、自生地の湿性草原としての景観を損ない、乾燥化を促進するなどサクラソウ自生地の植生に

大きく影響を与えている。こうした自生地に隣接して植栽された樹木の除去、抑制に努める。 

(3) 乾燥化を助長する構造物への対応 

乾燥化を助長するサクラソウ自生地隣接のコンクリート構造物や、非透水性アスファルト舗装を

除去、自生地への影響の低減化をはかる。そのためには駐車場、車道の廃止、再配置が必要となる。 

図Ⅶ－1 



- 56 - 

(4) 排水設備への対応 

桜草公園の整備に伴い設けられた排水設備が、サクラソウ自生地の貯水と湿地環境の維持に大き

く影響している。地域内の表層水の動きを勘案した導水システムの構築が必要である。具体的には、

既存の排水設備を撤廃、雨水を貯留する貯水池やそれをサクラソウ自生地に導水する新たな水路の

設置、現状の駐車場を湿地環境と池沼など貯水機能を備えたビオトープ等への転換などがある。 

（5) 鴨川による浸食と地下水位低下への対応 

サクラソウ自生地の東辺は、鴨川の攻撃面となり、指定地辺縁部の浸食・崩壊が懸念されるとこ

ろである。また、鴨川の浚渫掘削により、隣接する鴨川の通常水位は、サクラソウ自生地の地盤高

に比較して 5ｍほどの段差があり、地下水位の低下、地下水の流出を生じている。鴨川の護岸等の

浸食と地下水位低下の抑制のための措置が必要である。 

2） 観察、管理設備の整備 

サクラソウ自生地は、全国的によく知られた国指定天然記念物の一つである。他の多くの天然

記念物指定地が地域の象徴、資源として保全、活用整備されているのに対し、ここでの観察、案内

施設の整備が未だ不十分といえる。桜草公園を含め、必要な観察、案内施設および管理施設の充実

を図る必要がある。 

（1）観察、案内施設の整備

サクラソウ自生地の観察と理解を助ける展示や標示・説明板等の整備、パンフレットの作成、観

察路の充実を進める。さくら草まつりなどのイベント開催時には、案内・解説員の配置などを進め、

桜草公園内に観察、観賞用のサクラソウ群落を設置するなど、「サクラソウ自生地」のオーバーユ

ースの防止と自生地への影響を最小限に抑える方策を効果的に進めることとする。また第一調整池

公園との連携、利用することも影響軽減につながる方策である。

また、自生地の保存地区との区分を明確化するために、常設の囲柵、制限事項を明示した表示板

などを設置、適切に維持管理する。 

（2) 管理設備の整備 

 サクラソウ自生地の植生保全・管理のための用具等の保管場所や、除去植物等の一時保管場所は、

桜草公園管理部局の協力によって、指定地近傍の公園内に設置してある。今後もそれらを維持する

が、管理を効果的に進めるために桜草公園内にも拡充・整備を図ることとする。 

4 現状変更等の取扱（文化財保護法） 

1)現状変更の取扱 

指定地内において現状変更等を行う場合には、文化庁長官の許可を得なければならない（文化財

保護法第 125 条。その一部はさいたま市教育委員会に許可権限が委譲されている）。但し、現状変

更等を行おうとする者は、さいたま市教育委員会と事前の協議を行い、必要に応じて埼玉県教育委

員会及び文化庁と調整した上で、申請を行う必要がある。 

国事業として現状変更等を行う場合には、関係省庁の長は、あらかじめ文部科学大臣を通じて文

化庁長官の同意を得なければならない（文化財保護法第 168 条）。 

2)取扱基準 

指定地内で予想される現状を変更する行為等については、その内容、必要性、指定地に対する影

響等を十分踏まえた上で、以下の基準により取扱うこととする。 
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 (1)現状変更等許可を要しない事項（市の事業として実施する場合に限る） 

① 本計画において継続することとした指定地内の植生の保全活動の内、植生の管理に関す

る行為 

② 自生地に本来自生しない樹木及び危険木・枯損木の伐採（抜根を伴わない場合に限る）、

枝下ろし、病害虫の防除処置等（薬剤を使用しない場合に限る） 

③ 既存の施設等を維持管理する行為（掘削を伴わない場合に限る） 

④ 本計画において継続することとした自生地のモニタリング及び自生地の現状把握に必要

な、立ち入り等の軽微な行為（植物の採集や掘削を伴わない場合に限る） 

(2)現状変更等を認める事項 

図Ⅶ－2 
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① 特別天然記念物の保全に必要不可欠な行為 

② 維持管理上必要な施設等の設置、大規模改修等 

③ 防犯・防災上必要不可欠な施設等の設置 

④公開活用上必要な整備等で特別天然記念物に影響を与えないもの 

⑤ 自生地の価値を高め或いは活用する研究のための行為 

(3)現状変更等を認めない事項 

① 特別天然記念物を滅失、毀損又は衰亡させる恐れのある行為 

② (2)に挙げたもの以外で、新たな構造物・建築物・新設道路や橋梁等の設置及び地形に

変更を生じる行為 

4 保存管理の体制 

さいたま市は、史跡名勝天然記念物の所在する地方公共団体であるとともに、指定地全域の土地

所有者でもあり、特別天然記念物所在市としての文化財保護法上の責務と共に、指定地の所有者と

しての文化財保護法上の責務の双方を担っている。サクラソウ自生地の保全に権限を有する埼玉県

教育委員会及び文化庁との密接な連携が不可欠であり、この点で、指定地の管理は、さいたま市の

文化財保護行政担当部局が所管することが原則である。上記の責務を果たしていく上で、隣接地の

管理者であるさいたま市、埼玉県、国土交通省などの連携を進めていく必要がある。

1）一体的保存管理に向けて 

さいたま市では、指定地の保全のために桜草公園の整備をはじめ、関係部局の連携のもと、サク

ラソウ自生地の保全に努めてきたところである。とはいえ、桜草公園が市営都市公園として市民に

定着し、かつ河川区域内に立地、近接して県道や県営の公園も所在するなどの環境のもとにあるこ

とを踏まえれば、市の文化財保護行政担当部局のみで、サクラソウ自生地の保全を全うすることは

不可能である。これまで以上に、市の関係部局との連携の必要性と、近接する公共施設等を所管す

る他の行政機関についても、サクラソウ自生地の現状と課題に関する情報と認識を共有し、協力を

得ていく。さらに市民の理解醸成と市民団体との協働体制構築に取り組む。

2）田島ケ原サクラソウ自生地連絡会（仮称）の設置 

特別天然記念物「サクラソウ自生地」の抱える課題解決のための現実的な方法の検討や、指定地

の保全のためのより良い整備を実効的、継続的に進める上で、周辺環境に関わる関係機関等と専門

家との意見交換、連携、協力が必要であることから、それらを継続的に実施するための連絡調整場

（田島ケ原サクラソウ自生地連絡会、仮称）の整備を図ることとする。

田島ケ原サクラソウ自生地連絡会（仮称）は、さいたま市文化財保護部局が主催し、周辺環境の

管理所管である荒川第一調整池所管、さいたま東村山線所管（国土交通省）、秋ヶ瀬公園所管（埼

玉県）、桜草公園所管、さくら草まつり所管（さいたま市）の他、文化庁、学識経験者、市民団体

らでの構成となる。
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サクラソウ自生地の保全管理 

植物・動物生態学、

保全生態学等専門家 
荒川第一調整池所管 

秋ヶ瀬公園所管 

さいたま東村山線所管 

などの

関係所管

周辺環境の管理 

日常の保全・管理 

さいたま市 

文化財保護部局 

検討・評価 

連携

協力

田島ヶ原サクラソウ 

自生地連絡会（仮称） 

事務局：さいたま市文化財

保護部局 

国指定記念物の管理 

第Ⅶ－3図 サクラソウ自生地の保全管理体制と連絡調整機構 

指導

助言

桜草公園所管

連携

協力

市民・愛護団体

連携協力

文化庁

埼玉県教育委員会

3）学識経験者らの参画 

サクラソウ自生地の植生を保全、維持する上で、経常的な管理の実施と、管理手法や環境整備

につながる方針・方向性の決定の二つの局面において、専門家による指導・助言が必要である。

管理方法の決定や、方針・方向性の決定の局面では、多分野にわたる専門家の指導・助言を得て、

多方面からの検討を踏まえて適確な決定を行う必要があることから、植物生態学、動物生態学、

保全生態学などの学識経験者らの評価、検討、助言を得ていく。 

4）管理の実施体制 

これまでのサクラソウ自生地における植生管理は、さいたま市文化財保護条例に基づく文化財

保護専門員に専門家を委嘱し、指導・助言を仰ぎ、さらに植生管理の実務への参画を得て実施し

てきた。今後の経常的植生管理においても、市民団体やボランテアの参画などを求めるなど、よ

り機動性ときめ細やかさを兼ね備えた実施体制を構築していく。 

既存の設備等の再整備については、田島ヶ原サクラソウ自生地連絡会（仮称）の意見を徴しつ

つ速やかに進めていく。
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