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平成２７年度事業報告書 

 

ＮＰＯ法人たつの・赤トンボを増やそう会 

 

１，活動の成果 

当会は、三木露風が詠んだ童謡「赤とんぼ」の情景復活をめざして、平成 20 年よりア

キアカネを増やすべく、アキアカネの人工飼育をはじめ、様々な活動を行なってきた。 

平成 27 年度においては、トンボ池に設置したトロ箱からの羽化が増加した為、合計で

303 匹のアキアカネを羽化させることが出来た。特に、トロ箱からの羽化について、6 月

下旬から 8 月上旬迄、ほぼ毎日羽化が見られたのは特筆すべきことである。 

また、当会が開発したアキアカネを育む農法に基づいて、“たつの赤とんぼ米研究会”

が約 3.8 ヘクタールの田んぼで米を栽培し、「たつの赤とんぼ米」として販売を開始した。

その結果約 65 万円の売上実績となった。       

そしてまた、7 月には“全国トンボ市民サミット”をたつの市で開催し、全国から多く

のトンボ愛好家が参加され、赤とんぼ荘で盛大に行うことが出来た。その際、トンボ池で

羽化したてのアキアカネを見て頂き、参加者からは驚きの声が多く聞かれた。 

    

２，特定非営利活動に係る事業 

１）アキアカネ繁殖のための生態調査・飼育事業 

  ①アキアカネの人工飼育 

＜田んぼ等＞ 

Ａ，ヤゴの飼育箱等の改善 

前年に使用したペットボトルは、上部を上か

ら 5ｃｍのところで切断し、下から 3ｃｍぐ

らいの所に水が入るように直径 5ｍｍぐらい

の穴をあけた。さらにそのペットボトル全体

を白い布で覆った。（左の写真参照） 

 

 

しかし、結果的に水温が風呂の温度（42℃）にまで   

上がったことから、今年度は右の写真のように材質を 

木製にして水温が極端に上がらないようにした。箱の 

側面には細長い切込みを入れ、それをネットでフタを 

して水が出入りできるようにした。 

 

また、エサのミジンコをやる頻度は 3 日に 1 回から 2  

日に 1 回に頻度を上げた。 
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Ｂ，羽化数の増加 

以上のような改善の結果、水温の上昇はほぼなくなり、田んぼでの羽化数は、昨

年の 28 匹から 53 匹に増加した。 

田んぼ等での実績の推移については表 1 をご覧頂きたい。特にＤ農薬が過去からの

推移を見ても他の農薬を使用した場合と比べて羽化数が多い。 

     また、これらの表にはないが、羽化したカゴの数と全体のカゴの数の割合を前年

と比較すると次のようになった。 

     平成 26 年度；5/26=19%  平成 27年度；10/31=32% 

これは、ペットボトルを木箱に変更したことで羽化したカゴの数は増えたと言いた

いが、まだ十分とは言えない。しかし、室内で羽化させる場合や、トロ箱に比べる

と、実際の田んぼで羽化させるのはかなり難しいと言わざるを得ない。  

＜田んぼ以外～トロ箱＞ 

Ａ，トロ箱 

トロ箱は、中に田んぼの土を入れ、それに池の水を張った。使用する“土”は虫

の卵を除去するために、事前にバーナーの火炎の熱で焼いたものである。左の写真

は、トロ箱設置時のもので、右はＤ農薬処理済みの苗を植えたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

トロ箱では平成 27年度は 2種類の実験を行なった。つまり、従来と同じ無農薬の

ものと、Ｄ農薬で処理した苗を植えたものとである。羽化数は、無農薬では 58 匹、

Ｄ農薬では 192 匹、合計 250 匹となり、昨年の合計 71 匹の 3.5 倍になった。（最終

羽化日；9月 30日） 

このことは、トロ箱の環境が無農薬と同じようにヤゴにとって大変良い状態であ

ったと言える。 

また、最初に羽化したのは 6月 22日で、その日から 7月末までは毎日羽化が見ら

れた。つまり、7 月であればいつ見学者が来られても必ず羽化したてのアキアカネが

見られるようになったということであり、来年は市民の方々や観光客にぜひこの期

間にご来場頂きたい。 

Ｂ，農薬別飼育カゴ 

トンボ池の“赤トンボハウス”中では、カゴの中に事前に各農薬を施した苗を入れた

飼育箱にヤゴと卵を入れて実験を行なった。 
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この実験の羽化の結果は次のようになった。 

Ｖ農薬＝3 匹、Ｓ農薬＝1 匹、Ｔ農薬＝1 匹、Ｄ農薬＝5 匹（最終羽化日；9月 6日） 

この方法は、各農薬をほぼ同一の環境で比較したということで意味がある実験となった。 

 

＜Ｄ農薬の優位性がより明確に＞ 

     昨年度と今年度の総羽化数に対するＤ農薬の箱での羽化数の割合は次のようになっ

た。平成 26 年＝19 匹／99 匹＝約 20％  平成 27 年＝231 匹／303 匹＝約 76％ 

    このように、羽化数に占めるＤ農薬の比率が約 4 倍となり、絶対数も 12 倍に増えたこ

とは特筆に値する。  

     つまり、Ｄ農薬を使用することで、従来の農薬より、アキアカネやエサの水生生物が

生息しやすい環境になった可能性が高い。      

     

＜休耕田実験場とその下の田んぼについて＞ 

Ａ，休耕田実験場 

休耕田での実験として、今年初めてマコモダケを植えた。つまり、減反政策で強制

的に休耕せざるを得ない時に、米以外の作物を植える試みをしてみようということで

ある。昨年度の植物観察会の時に、兵庫県立大学の橋本先生に“稲と同様に５～７月

に水が必要な作物はありませんか？”とお尋ねしたら、“マコモダケが良いのではな

いか”と紹介され、今年初めて栽培した。 

5 月に移植した後は努めて十分に水を張るようにし、水を常時少しずつ流入させて、

オーバーフローする状態にした。その結果、前述のように、１つの飼育カゴで 18 匹

も羽化した。（ここの羽化実績は、前述の“田んぼ等”の実績に入っている） 

 

 

 

 

 

 

なお、マコモダケは 9 月 27 日に初収穫し、それ以降は１日 15～30 本ぐらい、ほ

ぼ毎日収穫出来た。（最終収穫日 10 月 19 日） 

Ｂ，休耕田実験場の下の田んぼについて＞ 

７月５日に新聞記事を見られてトンボの専門家の東輝弥先生がトンボ池に来られ、休耕
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田の下の段に自然羽化したアキアカネがかなりいると指摘された。これを聞いた時、半信

半疑であったが、現場に行ってみると本当だった。 

 

 

 

 

 

 

右上の写真のような羽化して間もないアキアカネが草につかまっている光景がそこか

しこに見られた。“私たちが一生懸命人工飼育しようとしている真横で自然羽化が成立し

ていたとは！”と驚くと同時に、“何で？”という疑問がわいた。それについて考えてみ

ると、昨年の秋にその段の東側に水溜りがあることは分かっていた。そこにアキアカネの

ツガイがやって来て産卵したことは想像出来る。 

問題は、“なぜ自然羽化したか？”だが、マコモダケの田んぼは前述のように、あえて

水をオーバーフローさせていたことで、下の段に水が溜まり、そこで孵化したアキアカ

ネにとって丁度良い環境になったのではないかと考えられる。 

この方法が成り立つとしたら、休耕田等の荒れ地でもその中に秋に一部水たまりを作

り、春になったら水を十分補充することが出来たら、この例と同様にアキアカネが羽化

するかもしれない。 

今後アキアカネを復活させる為に、そのような“荒れ地の活用”をすることも、アキ

アカネを増やす手段のひとつとして有効な方法ではないかと思われる。 

 

②山上調査 

8 月の氷ノ山の山上調査では参加者数 27 人で、アキアカネを 266 匹捕獲し、190 匹マー

キングすることが出来た。この時も参加した子供たちや保護者からは、驚きの声が多く

聞かれた。また、八戸市のトンボ愛好家から贈られた兵庫県の絶滅危惧種 6 種類のバラ

ンストンボも展示し、激減しているトンボに対する認識を深めてもらうことが出来た。 

③平地調査＆情報収集 

11月には子供たちと一緒に下牧谷でアキアカネの平地調査を行なった。当日は気

温１８℃ぐらいからアキアカネの交尾態が出現し、オス３１匹、メス１５匹捕獲した。また、

子供たちがメスに卵を産ませ、かなりや多くの卵を確保することが出来た。 

また、揖西東小と龍野小では、授業として近隣の田んぼや公園で調査を行ない、

次のような捕獲実績だった。 

揖西東小＝ナツアカネ 12匹、龍野小＝ナツアカネ 5匹、コノシメ 1匹。 

なお、市民の方々からのアキアカネの情報収集は残念ながらチラシの配布が出来

ず、実施出来なかった。 

 

２）アキアカネを育む農法の開発とブランド化の事業 
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  ①人工飼育場（トンボ池）での農作業と実験 

   トンボ池の最上段の赤トンボ飼育田では、3つに区分して水位を自動制御出来るように

し、ａ＝5 月田植え、ｂ＝5 月水入れ 6 月田植え、ｃ＝6 月田植えの３種類の方法を初

めて実験した。その結果、羽化数はａ＝0、ｂ＝6匹、ｃ＝2匹となった。なお、殺虫殺

菌剤はすべてＤ農薬を使用した。 

この 3 種類の実験は田植えの時期によって羽化する数に差異が出るかどうかという

狙いだったが、我々の予測（期待）通りにはならなかった。つまり、5 月田植えのカゴ

では羽化しなかったからである。ただ、ｂで 6 匹羽化し、ｃの 2 匹を上回ったことは、

“5 月水入れ“の意味があったということになる。 

また、田植えより 1 ヵ月早く水を入れた場合、雑草が生えやすいのではないかと懸念

したが、深水にしたことによって殆んど雑草は生えなかった。このことにより、“たつ

の赤とんぼ米研究会”の農家の方々に、5 月水入れ・6 月田植えを実験して頂くよう要

請する根拠が出来た。現在、たつの市の大半は 6 月田植えである為、少しでも早く水入

れを行なって孵化を早め、7 月 20 日頃から始まる中干しまでに、羽化する為の必要期

間（約 2 ヵ月）を確保しないとアキアカネの増加につながらない。今回の実験で半歩前

進することが出来たと思う。 

②アキアカネを育む農法開発 

前述のようにペットボトルから木箱に改善したことで、田んぼでの羽化数は、昨年

の 28 匹から 53 匹に増加した。 

また、“たつの赤とんぼ米研究会”の農家のご協力で、稲刈り後の田んぼに水を張

った田んぼが増え、それらの田んぼにはアキアカネが飛来しているのを散見するこ

とが出来た。 

③「たつの赤とんぼ米」のブランド化と販売 

昨年度は“たつの赤とんぼ米”の商標登録をしたにもかかわらず、販売出来る米が

無かった為販売出来なかったが、今年度は 10 月にようやく販売を開始することか

出来た。販売価格の設定や販路開拓等、初めてのことばかりであったが、試食会を

開催したり、イベント等に積極的に参加し、前述のような売上実績となった。 

また、たつの市の“ふるさと納税のお礼の品”としても採用され、商品のブラン

ドイメージのアップが図れた。 

 ３）アキアカネの飼育施設等を使った学習・観光事業 

  ①トンボ池での学習 

   昨年度に続き、アキアカネ＆昆虫観察会、植物観察会、針金トンボ・竹とんぼ作り等をト

ンボ池等で実施した。 

    また、初めての試みとして、7月の偶数日にトンボ池の羽化後のアキアカネを観察して

もらえるようにした。しかし、市民の方々への告知が十分でなかった為参加者は数グル

ープにとどまった。 

  ②トンボ池での全国トンボ市民サミットと観光 

   今年度は、7月にたつの市で初めて“全国トンボ市民サミット”を開催し、エクスカーシ
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ョンとして、トンボ池や“たつの赤とんぼ米”を栽培している中垣内地区の田んぼを見

学して頂いた。特に、トンボ池では“羽化したてのアキアカネ”を皆さんに見せること

が出来、皆さんから初めて見る感動の声を多く頂くことが出来た。 

また、12 月には東大阪から約２０名の方が当会の活動に関心を持たれ、トンボ池や

赤とんぼ米の田んぼを見て頂き、赤とんぼ米の昼食の後、三木露風の関連施設をご案内

した。 

４）アキアカネ）飼育田等での子供たちの体験学習事業 

  ①プールからのヤゴ救出 

    例年同様、6月に近隣の 3小学校で実施した。救出出来たヤゴの数は次の通り。龍野小

＝ギンヤンマ 3匹、小宅小＝シオカラトンボ 16匹（サンＴＶで放映）、揖西東小＝シオカラ

トンボ約 200匹（トンボ池に 190匹放流） 

   ②田植え～餅つき体験学習 

   例年同様、平木の田んぼで子供たちと一緒に“たつの赤とんぼ米”の田植えから始まり、

稲刈り、脱穀、収穫祭と、一連の稲作体験行事を行なうことが出来た。 

 

３，事業実施体制 

１）会議に関する事項 

① 通常総会 

開催日  平成 28 年 5 月 28 日（土）9:30～12:00 

開催場所 龍野コルク工業株式会社会議室 

出席者  11 名、表決委任者 3 名 ※正会員総数 14 名 

② 理事会（開催場所；龍野コルク工業株式会社会議室、時間；18:00～20:00） 

4 月  8 日（水）今年度の日程検討、トンボサミットについて、今年のヤゴの飼育の容器につ

いて、「たつのと赤トンボ」の冊子について、出る杭大会の 

5 月 11 日（月）各地の田んぼの田植えと卵放流、カゴ設置について、トン        

ボサミットの準備について、田植えについて、トンボ池の今後の段取り

について 

  6 月  9日（火）今年の孵化と羽化の状況、全国トンボ市民サミット準備状況につい

て、商標登録について、当面の予定について  

7月  8日（火）今年の羽化状況、トンボサミットの進捗について、当面の予定につ

いて、商標登録について、助成金の状況について 

7月 22日（水）トンボサミットの反省、羽化状況について、当面の予定について、商標登

録の修正について 

8月 19日（水）今年のアキアカネの羽化実績と考察、当面の予定について 

9月 24日（木）今年のアキアカネの羽化実績と過去の推移、新井先生の実験、青木先

生のご意見と今後の当会の実験について、兵庫の生物の論文について 

10 月 27日（火）今年のアキアカネの羽化実績 ３０３匹（昨年の３倍）、当面の予定 

について 
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11月 19日（木）トンボ池と田んぼ等について、今後の予定について 

12月 14日（月）今後の予定について、トンボ池を見てもらう方法について 

1月 18日（月）来年度の予算について、今後の予定について 

2月 16日（火）たつの赤とんぼ米に関する“お客様の声”について、今後の予定について 

3月 22日（火）トンボ池の赤トンボハウスの横のプールのミジンコとトンボ池の状況、今後の

予定について、兵庫県の生物多様性ひょうご基金助成金申請について 

 

２）事務局体制 

事務局長：前田清悟  

事務局スタッフ：鎌尾正、森川富夫、片岡孝次、青木勝喜、出羽一雄、坂上忠正、塩谷哲

男、木下清治、黒田勝司、武田嘉文、小本寛二 

３）会員 

正会員 14 名 

４）連携グループ 

たつの赤とんぼ米研究会 

以上 


