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１-１ 地勢                                                         

■静岡県の中西部に位置するまち 

本市は東を駿河湾に面し、南、西、北の三方を御前

崎市、菊川市、島田市、吉田町と接する静岡県の中西

部に位置しています。市域は東西に 10.9km、南北に

20.3km、面積は 11,169ha です。平成 17（2005）年 10

月 11日、相良町と榛原町の対等合併により牧之原市が

誕生しました。 

大茶園の広がる牧之原台地を背にして萩間川、勝間

田川、坂口谷川などの河川が駿河湾に注いでおり、下

流域の平野部に中心市街地が形成されています。 

また、本市は 14.7km に及ぶ風光明媚な海岸

線を有し、静波海水浴場や相良サンビーチは、

多くの海水浴客が訪れる県下有数の海水浴場

になっています。 

 

■陸・海・空の交通ネットワークを形成 

市北部には東名高速道路が横断しており、相

良牧之原インターチェンジが設置されています。

本市の交通網は、市東部を駿河湾沿いに縦断す

る国道 150 号や国道 473 号、御前崎方面と相良

牧之原インターチェンジとを結ぶ国道 150 号バ

イパス、国道 473 号バイパスを軸とし、それら

を補完する主要地方道、一般県道、主要な市道

などから構成されています。 

また、富士山静岡空港や重要港湾の御前崎港、

これらを連絡する国道 473号バイパスなど、陸・

海・空を連携した交通ネットワークが形成され

ています。 

 

■台地が大部分を占める地形 

本市の地形は、主に台地と河川沿いの沖積平

野などにより構成されていますが、特に市域の

広い範囲を占めているのが市名の由来にも

なっている牧之原台地です。 

市内を流れる萩間川、勝間田川、坂口谷川を

挟んで４つの尾根が形成されており、浸食谷及

び３河川の中・下流域に面する丘陵地では、台

地末端部の浸食が進み、緩やかな斜面地が多く

第１節 牧之原市の概況 

交通・地形図 
【資料：国土数値情報】 

御前崎港 

萩間川 

勝間田川 

坂口谷川 

静波海水浴場 

相良サンビーチ 

牧之原市 
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なっています。 

また、海岸沿いの地域では砂地地帯が広がるとともに海食崖が存在するなど、変化に富

んだ地形となっています。 

 

１-２ 気候                                                         

■温暖な気候 

気温の平年値（平成３（1991）～令和２

（2020）年の平均値）８月が 25.7℃で最も

高く、年平均気温は 15.1℃です。冬場でも

氷点下にならないため温暖な気候といえま

す。 

年間降水量の平年値は 2,192mmであり、梅

雨の６～７月、台風シーズンの９月が最も多

く、冬季は少なくなっています。 

 

 

１-３ 人口・世帯数                                                         

■進む人口減少と少子高齢化 

国勢調査によると、本市の外国人を含む総

人口は平成７（1995）年の 52,067人をピーク

に減少に転じ、令和２（2020）年は 42,277

人となっています。また、世帯数は増加を続

け、令和２（2020）年は 15,904 世帯でした。 

なお、国立社会保障・人口問題研究所の推

計によれば、本市の令和 12(2030)年の人口は、

35,816人となっています。 

 

１-４ 産業                                                         

■静岡県における市町別昼夜間人口比率 1 位 

本市では穏やかな気候と自然の恵みを活かし、古くから農業や漁業が盛んでしたが、近

年は大手企業の工場が多数立地するなど、商工業の比重が増大しました。さらに、東名高

速道路の相良牧之原インターチェンジ、御前崎港、富士山静岡空港などが市域内に整備さ

れ、陸・海・空の交通の要衝として物流や産業面で大きな可能性を有する地域となってい

ます。 

令和２年（2020）年国勢調査によれば、本市の就業人口は、平成 27（2015）年から微減

しました。全産業の就業人口は平成 12 年をピークに、第３次産業の就業人口も平成 17

（2005）年をピークに、減少に転じています。ただし、居住者数を表す「夜間人口」と、    

働く人を反映した「昼間人口」の割合を示す「昼夜間人口比率」は 114.9 と静岡県内で   

最も高く、昼間人口が夜間人口を上回っており、他地域から本市へ多くの人が働きに来て

いることが伺えます。産業大分類別では製造業が最も多く、サービス業、農業、卸・小売

業、農業の順番になっています。 

平均気温と降水量（平年値：菊川牧之原） 
【資料：気象庁】 

人口の推移と将来人口（社人研推計） 
【資料：国立社会保障・人口問題研究所】 
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■減少している経営耕地面積や農家数 

経営耕地面積は田、畑、樹園地ともに減少を続け、令和２（2020）年には 2,409ｈａと

平成 12（2000）年からの 20年間で約 950ｈａが減少しています。また、総農家数は減少傾

向を続けており、令和２年には 1,587戸となっています。 

耕作放棄地面積は増加しており、平成 27年には 417ｈａとなっています。 

 

経営耕地面積と農家数の推移          耕作放棄地面積の推移 
【資料：農林業センサス】            【資料：農林業センサス】 

 

■減少している漁業経営体数 

市内では、地頭方漁港をはじめ、相良地区や坂

井地区の相良港において、シラス漁などの沿岸漁

業が行われています。 

しかし、漁業経営体、漁業就業者数はともに減

少傾向となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

産業別就業人口の推移 
【資料：国勢調査】 

産業別就業人口 

（令和２（2020）年度） 
【資料：国勢調査】 

漁業経営体・漁業就業者数の推移 
【資料：漁業センサス】 
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■大規模な工場が立地する工業  

市内には、坂口工業団地や白井工業団地が整備されているほか、スズキ(株)相良工場な

どの大規模工場が立地しています。 

令和元（2019）年の事業所数は 194 事業所であり、平成 27（2015）年から令和元年の５

年間で 82事業所が減少しています。従業者数は、ここ数年は横ばいで、令和元年は 11,987

人となっています。製造品出荷額は平成 30（2018）年まで増加傾向でしたが、令和元年は

減少に転じました。 

 

事業所数・従業者数の推移              製造品出荷額の推移 
【資料：工業統計調査】                【資料：工業統計調査】 

 

■減少している商店数 

平成 28（2016）年の商店数は 537 店舗であり、平成 19（2007）年から平成 28 年までの

9年間で 182店舗が減少しています。従業者数は平成 24（2012）年から平成 28年にかけて

減少傾向にあり、平成 28 年には 3,495 人となっています。年間商品販売額は、平成 19 年

から平成 28年にかけて微増傾向にあります。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■観光交流客数の推移 

市内には海水浴場をはじめ、多くの観光資源があります

が、令和元（2019）年９月に中華人民共和国で確認され

た新型コロナウィルス（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２）の感染

による急性呼吸器疾患（ＣＯＶＩＤ－19）の世界的大流

行により、観光交流客数は令和２（2020）年以降、大幅

に減少しています。 

観光交流客数の推移 
【資料：静岡県の観光交流の動向】 

商店数・従業者数の推移 
【資料：商業統計調査、経済センサス】 

年間商品販売額の推移 
【資料：商業統計調査、経済センサス】 

※ 平成 21（2009）年は商業統計調査が未実施、平成 30（2018）年廃止 
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１-5 土地利用                                                         

■拡大している市街地 

本市の土地利用の状況は、総面積 11,169ｈａのう

ち茶畑などの畑が 30％、山林が 27％、宅地が 13％を

占めています。 

昭和 51年と平成 26（2014）年の土地利用の変遷を

見ると、市街地が拡大していることがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地利用の変遷 

【資料：国土数値情報 土地利用細分メッシュデータ】 

地目別土地利用面積 
【資料：牧之原市統計書】 

昭和 51

（1976）年 

平成 26 

（2014）年 

令和３年度 

11,169ha 
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■県立自然公園や鳥獣保護区の指定 

本市は、駿河湾に面した長い海岸線や緑の丘陵など、変化に富んだ美しい自然景観に恵

まれ、御前崎遠州灘県立自然公園として 185.0ｈａの地域が指定されています。ここでは

優れた自然や風景地を保護するため、建物の建築や広告物の設置、車両等の乗り入れ、木

竹の伐採等の行為を規制しています。 

また、鳥獣保護区＊（用語集）や保安林＊（用語集）の指定を受けている地域もあります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境関連法指定地域 

【資料：国土数値情報、静岡県鳥獣保護区等位置図】 
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２-１ 植生                                                         

■人間の活動により手が加えられてきた植生 

本市は、気候的には温暖な常緑広

葉樹林帯に属するため、シイ・タブ

などから成る常緑広葉樹林が広く分

布し、低地にはハンノキ林やヨシ原

などの分布が想定される地域です。

しかし、古くから人間の活動により

手が加えられ、二次林＊（用語集）や耕作

地などの植生や市街地などが大部分

を占めています。 

 

２-２ 森林・農地                                                         

■市域面積の約 3 割を占める森林 

本市の森林面積は「牧之原市森林

整備計画書（令和４年３月 31日）」

によれば、3,226.88ｈａで、総面積

（11,169ｈａ）の約３割を占めてい

ます。 

森林は台地斜面に比較的残ってお

り、スギ・ヒノキなどの植林や薪炭

林として利用されていた二次林が大

きな割合を占めています。二次林は、

クヌギ・コナラ林のほか、自然植生

への遷移過程にあるシイ・カシ林が

見られます。近年は、木材の価格低

迷、燃料革命などに伴う植林や二次

林の管理不足により、水土保全や生

物多様性保全などの公益的機能の低

下を引き起こしていることが問題

となっています。また、放置竹林が

増加しており、健全な森林への侵入

が拡大しています。 

台地や丘陵の平坦部に点在するシイ・タブなどからなる自然林は、寺社の境内林に断片

的に残されているだけで、森林面積の約 0.2％しかありませんが、この地域本来の自然林

を知ることができる場所として、学術的にも貴重な存在です。 

海岸沿いのクロマツ植林は､飛砂防備､防潮､防風機能を果たし、私たちの暮らしを守って

います。しかし、近年は松枯れによるクロマツ植林の荒廃が進み、防災機能が失われつつ

あります。 

第２節 自然環境  

植生図 

【資料：自然環境保全基礎調査（環境省）】 
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■森林の整備及び活用 

マツ、スギ、ヒノキを主体とした植林面積は 1,945haを占めています。植林の約 93％は

伐採適期を迎えた 40年生以上となっていますが、産業・経済の発展などに伴う生活環境の

変化から、森林との係わりは希薄となっています。林業への従事者、生業者もほとんどな

く、放置されたままの森林が見受けらます。 

また、森林であったと思われる丘陵地帯の緩やかな傾斜は、ほとんどが茶園に開墾され

ています。このようなことから、林業経営の成立する条件は薄く、資産保有的な傾向があ

ります。放置された森林の整備及び成熟した植林の活用が課題となっています。 

国・県等による森林関係の目的税を活用して、これらの課題の解決を目指しています。 

 

■減少する農地と野生鳥獣による被害 

本市の農地の経営耕地面積は「樹園地」（茶畑が大半）が圧倒的

割合を占め、本市の産業を大きく特徴づけています。しかし、農家

数の減少に伴って田や畑、樹園地は減少する一方で、耕作放棄地の

増加が続いています。 

また、近年ではイノシシなどによる農産物への被害（食害、踏み

荒らし、幼木の掘り起こし）が発生しているため、市では「牧之原

市鳥獣被害防止計画＊（用語集）」を策定し、被害防止に向けた取組を

推進しています。 

 

■世界農業遺産に認定された「静岡の茶草場農法」 

平成 25（2013）年５月、掛川市・菊川市・島田市・牧之原市・川根本町の４市１町の地

域で取り組んでいる茶草場農法が世界農業遺産＊（用語集）に認定されました。茶草場農法は、

茶畑の周囲の茶草場（採草地）でススキやササ等の草を刈り、乾燥させてから茶畑の畝間

に敷く農法であり、良質なお茶の生産とともに、草を刈ることにより草地性の植物が育ち、

生物多様性の確保にもつながります。茶草場では 300 種類以上の草地性植物が生育し、キ

キョウなどの絶滅危惧種や、他府県では絶滅が危惧されているササユリなどが確認されて

います。 

 

２-3 河川・海岸                                                         

■多くの中小河川とため池 

市内には、12の２級河川と 59の準用河川＊（用語集）が流れており、

その総延長は 132,825ｍとなっています。 

主な河川である萩間川、勝間田川、坂口谷川は、牧之原台地を源

として駿河湾に流下しており、他の小河川はこれに合流するか、あ

るいは直接海へと注いでいます。牧之原周辺丘陵の起伏の多い地形

特性から、屈曲した小河川が多く、これらの河川のほとんどが排水

路に利用されています。 

多くの河川は護岸がコンクリート化、直線化されて、動植物の生

息・生育環境は悪化しています。 

流域には沖積平野が形成され、中流域を中心に水田が広がり、上

流域には千頭ヶ谷池などのため池や谷津田＊（用語集）が点在しています。 

農地の多くを占める茶畑 

萩間川などの河川 

千頭ヶ谷池などのため池 
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■広い砂浜の海岸 

本市には 14.7ｋｍに及ぶ海岸線があり、中央部には主に天竜川か

らの沿岸漂砂により形成された、静波海岸や相良海岸などに代表さ

れる広い砂浜があります。浅海域の海底勾配が比較的緩く、海水浴

やサーフィンなどに利用されています。また、砂浜の海岸では絶滅

危惧種であるアカウミガメの上陸・産卵も見られます。 

相良海岸地区や釘ヶ浦海岸地区（片浜海岸、榛原海岸）などの海

岸線は、御前崎遠州灘県立自然公園に指定されています。 

しかし、車両の進入やごみの放置、海洋ごみの漂着などによる環

境悪化が懸念されています。また、河川からの土砂供給の減少や潮流の変化により、海岸

の侵食が進み、遠浅で幅広い海浜を形成していた砂浜が徐々に失われています。県や市で

は、漂砂のバランスを保つため、関係機関と連携した広域的な土砂管理システムを構築し、

環境に優しい侵食対策に取り組んでいます。 

 

■サガラメに代表される藻場 

相良から御前崎にかけての沿岸には、かつて 8,000haの藻場が存在し、アラメ、カジメ、

ワカメ、サガラメ、ハバノリなどの海藻の宝庫として知られています。特に「サガラメ（相

良布）」はその名が市内の地名に由来しています。しかし、海洋汚染や開発、磯焼けなどの

ため、藻場は減少しています。磯焼けとは、カジメ等の有用海藻が一斉に枯れ、焼跡のよ

うになる現象で、その原因は完全には究明

されていませんが、海流の変化や海水温の

上昇、栄養分の不足、ウニやアイゴなどの

魚類による食害と考えられます。 

榛南の磯焼けは、昭和 60（1985）年頃か

ら始まり、平成６年以降急速に進行し、平

成 12（2000）年までにカジメやサガラメは

全滅しました。食用海藻のサガラメの水揚

げが皆無となったほか、カジメなどを餌と

するアワビの水揚量が激減しました。 

そこで、静岡県では平成 14（2002）年度

から相良沖においてカジメ群生ブロック

の移設、食害魚駆除等を行ってきた結果、

平成 30（2018）年度には 870ｈａまで回復しました。 

 

２-4 植物                                                        

■石灰岩特有の植物 

女神山と男神山には、気温の低かった時代

に分布した植物（石灰岩という特殊な環境の

中で残存したと思われる種）が生育していま

す。例えば、山地性植物のクサボタン、ヤマ

コウバシなどが分布し、女神山では石灰岩特

有のヨコグラノキがみられるのも特徴的で

す。 

榛南海域におけるアワビとサガラメの 

漁獲量の推移【資料：静岡県水産資源課】 
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本市を代表する砂浜の 

静波海岸 

石灰岩地に特有のクサボタン（左）とヨコグラノキ（右） 

絶滅危惧ⅠB 類 
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■1,000 種以上の植物の分布 

本市は丘陵地・台地、低地、河川、砂洲・

砂丘などの多様な地形に恵まれています。

さらに、様々な土地利用を反映した多様な

植生が分布しているため、それぞれの環境

に適応した植物が見られます。 

本市に生育する植物として約 1,000種の 

記録があり、ベニシダ、ヤブラン、スダジイ、ヤブツバキなど暖帯に分布する種が多く見

られます。このなかには、シロヤマゼンマイ、ヤマモガシ、アオノクマタケラン、ナナミ

ノキなど本市や静岡県を分布の東・北限とする特徴的な植物が含まれています。 

 

■茶草場に残るフジタイゲキ 

本市を含む地域の伝統的な茶生産方法により、継続的に草地が維持されてきた茶草場で

は、静岡県の固有種で絶滅が危惧されているフジタイゲキが見られます。農業の営みによ

り、フジタイゲキを含む草原性の植物をはじめ、そこに生息する昆虫類などが保全されて

います。 

 

■藻場に分布するエビアマモ 

藻場に分布する特徴的な植物として、浅海の岩場に生育するエビアマモが挙げられます。

カジメ群生ブロックの移設、食害魚駆除等を行ってきた結果、藻場は回復しましたが、透

明度の低下や海水温の上昇などにより減少する可能性があるので注意が必要です。 

 

２-5 動物                                                        

■哺乳類 

哺乳類ではイノシシ、タヌキ、アカネズミ、キツネ、ニホンノウサギ、コウベモグラ、

ニホンカモシカなどが見られます。イノシシの食害により、全国的に農作物への被害が増

加しており、本市でも鳥獣被害防止計画を策定しています。被害増加の要因としては、荒

廃農地の増加などが考えられます。 

「静岡県版レッドデータブック＊（用語集）」に掲載されている希少種では、ニホンリスとカ

ヤネズミが確認されています。このうち、ニホンリスは森林の孤立化や餌となるアカマツ

の枯死、カヤネズミはススキなどが生える草地や湿地帯の開発、河川敷の公園化などが減

少要因として考えられています。 

また、稀にバンドウイルカなどの海棲哺乳類＊（用語集）が沿岸に接近することもあります。 

 

 
イノシシ 

 
タヌキ 

 
アカネズミ 

 
ニホンリス 

 

暖帯に分布するベニシダ（左）とヤブラン（右） 

部会注目種 N-Ⅲ 
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■鳥類 

河川や池沼には留鳥（一年中同じ地域に見られる鳥）のカワセミ、カルガモなど、海岸

には留鳥のウミウ、冬鳥のウミネコなどが見られます。山地の森林には留鳥のフクロウや

オオタカ、夏鳥のホトトギス、キビタキ、冬鳥のツグミ、カシラダカなどが見られます。

これらの野鳥は、それぞれの環境で採餌や繁殖を行っています。 

希少種には、里山環境の変化により数を減らしているミゾゴイ、サシバのほか、海岸へ

の車両の乗り入れなどが原因で減少しているコアジサシなどが見られます。 

 

 
カワセミ 

 
カルガモ 

 
ウミウ 

 
ミゾゴイ 

 

■両生類・爬虫類  

両生類では、水田で繁殖し、その周辺で生息するトノサマガエルやヌマガエルが見られ

ます。また、繁殖環境の水域と、非繁殖期の生息環境である森林の両方を必要とするシュ

レーゲルアオガエル、モリアオガエルなども生息しています。 

爬虫類ではアオダイショウ、ニホンマムシなどのヘビ類や、海岸に産卵に訪れるアカウ

ミガメ、水域に生息するニホンイシガメ、森林・農耕地に生息するヒガシニホントカゲな

どが確認されています。 

希少種のニホンアカガエルは、生息に適した谷津田の消失・耕作放棄などにより減少し

ていると考えられています。また、アカウミガメは静岡県版レッドデータブックで絶滅の

危険性が最も高いとされる絶滅危惧ⅠＡ類に区分されています。現在、市内の環境保全団

体が、産卵場を守るために海岸に堆砂垣を作るなどの活動をしています。 
 

 
トノサマガエル 

 
アオダイショウ 

 
アカウミガメ ニホンアカガエル 

 

■魚類 

本市には主な河川として坂口谷川、勝間田川、荻間川があります。これらの河川には一

生を淡水で過ごすオイカワ、回遊魚のウナギ、シマヨシノボリなどのハゼ類、河口域を中

心に生息するヒナハゼ、マハゼなどが確認されています。池沼や水田にはミナミメダカ、

ギンブナなどが生息しています。 

希少種のうち、河川に生息するシロウオ、チワラスボ、アユカケは水質・底質の悪化や

護岸工事など、山際の水路などに生息するホトケドジョウや水田・池沼に生息するミナミ

メダカは、生息環境の消失、水路の三面コンクリート化などにより数を減らしていると考

絶滅危惧ⅠB 類 

準絶滅危惧 NT 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＡ類 
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えられています。 

砂浜の海岸にはシロギス、イシモチ、ヒラメなど、漁港などではマアジ、クロダイなど

が見られます。 

 

 

■昆虫類 

水域やその周辺にはギンヤンマ、オニヤンマなどのトンボ類や、

ハイイロゲンゴロウなどの水生昆虫が生息しています。 

市の北部にある「榛原ふるさとの森」は森林や湿地、草地などが

ある里山の環境ですが、ここの森林にはヒグラシなどのセミ類や、

ヒラタクワガタ、ミヤマクワガタなどの樹液に集まる昆虫が見られ

ます。さらに草地にはヤマトシジミ、イチモンジセセリなどのチョ

ウ類も見られます。 

希少種には、ヒメミズスマシ、トラフトンボ、タベサナエなどが確認されています。こ

れらの種は池沼や水田の消失・水質の悪化や、水路の三面コンクリート化などにより減少

していると考えられています。 

 

２-6 絶滅のおそれのある動植物                                                       

■134 種の絶滅のおそれのある動植物 

本市で確認されている動植物の中で、静岡県版レッドデータブックに掲載されている絶

滅のおそれのある動植物は、合計 134種(植物 62種、哺乳類３種、鳥類 21種、爬虫類６種、

両生類７種、魚類 19種、昆虫類 16種)となっています。特に絶滅の危機に瀕している種と

して、アカウミガメやシロウオなどの絶滅危惧ⅠＡ類が５種、コアジサシやフジタイゲキ

などの絶滅危惧ⅠＢ類が 10種、ガガブタ、キキョウ、キスミレ、サシバなどの絶滅危惧Ⅱ

類が 45種、キンラン、エビネ、カヤネズミ、イカルチドリ、カジカガエルなどの準絶滅危

惧が 34種掲載されており、それらの種の主な生育・生息環境は、山林、半自然草地、水田、

池沼、海浜などさまざまです。このことは、生物が利用している様々な環境が、開発によ

る消失に加え、管理放棄、水路や護岸のコンクリート化、水質汚濁などにより悪化してい

ることを表しています。 

 

    
アカウミガメ シロウオ コアジサシ ガガブタ 

    

 
オイカワ 

 
ミナミメダカ 

 
ホトケドジョウ 

 
シロギス 

絶滅危惧ⅠＡ類 

絶滅危惧ⅠＢ類 

絶滅危惧Ⅱ類 

ギンヤンマ 

絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠＡ類 

絶滅危惧ⅠＡ類 
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キキョウ キスミレ サシバ キンラン 

    

    
エビネ カヤネズミ イカルチドリ カジカガエル 

 

■市民団体による保護活動 

アカウミガメは、市内の保護団体によりアカウミガメの産卵､孵化を保護する活動が行

われています｡ 

「榛原ふるさとの森」や周辺山地に生息するオオタカ、サシバなどの鳥類やササユリ、フ

ジタイゲキなどの植物の希少種を保護・増殖するための取組が市民団体により行われてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

カメの保護活動 

 

市内でカメの保護活動をしている市民団体「カメハメハ王国」

は、アカウミガメをはじめ日本固有種で淡水に生息するニホンイ

シガメの保護にも取り組んでいます。平成 29（2017）年からは、

生態系等に被害を及ぼすことが懸念される外来種「ミシシッピア

カミミガメ」の駆除活動でも成果をあげています。 

カメハメハ王国による調査では、市内を流れる勝間田川は中流

から上流にニホンイシガメが生息しており、保護のためには、陸

地と水辺を断絶するような直立護岸工事や、植生が繁茂しにくく

なる三面コンクリート工事等を避けるよう提言しています。  

 

コラム 

 

 

絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 

絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 

準絶滅危惧 

 

準絶滅危惧 

 

準絶滅危惧 準絶滅危惧 
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【参考】牧之原市で生育・生息の記録がある「絶滅の危機にある動植物」 

■ 絶滅危惧ⅠA類(CR) (ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高い動植物) 

植物 デンジソウ 

動物 カンムリウミスズメ、アカウミガメ、シロウオ、ホトケドジョウ 

■ 絶滅危惧ⅠB類(EN) (近い将来における野生での絶滅の危険性が高い動植物) 

植物 ヒツジグサ、フジタイゲキ、ヨコグラノキ、マヤラン、カシノキラン、キセワタ 

動物 ミゾゴイ、コアジサシ、サンショウクイ、トラフトンボ 

■ 絶滅危惧Ⅱ類(VU) (絶滅の危険が増大している動植物) 

植物 ミズニラ、シロヤマゼンマイ、カツモウイノデ、サンショウモ、アカウキクサ、ニセコクモ

ウクジャク、イシモチソウ、キスミレ、ミシマサイコ、オオヤマツツジ、スナビキソウ、ガ

ガブタ、キセワタ、トラノオスズカケ、ツルギキョウ、キキョウ、ユキヨモギ、スブタ、イ

トトリゲモ、ミズアオイ、カタスゲ、ナツエビネ、ナギラン、クマガイソウ、ハルザキヤツ

シロラン、サギソウ、カゲロウラン、フウラン、ウチョウラン、ヤシャビシャク 

動物 ハチクマ、ハイタカ、サシバ、ハヤブサ、コシアカツバメ、シロチドリ、ウズラシギ、ホウ

ロクシギ、ヒクイナ、ニホンアカガエル、チワラスボ、ミナミメダカ、アユカケ、タベサナ

エ、ヒメミズスマシ 

■ 準絶滅危惧(NT) (存続基盤が脆弱な動植物) 

植物 タコノアシ、ミズマツバ、ウスゲチョウジタデ、クサナギオゴケ、スズサイコ、タチキラン

ソウ、オオヒキヨモギ、イズハハコ、エビアマモ、シラン、エビネ、キンラン、セッコク、

タシロラン、クロヤツシロラン、ウスギムヨウラン 

動物 カヤネズ、ミムササビ、オオタカ、シノリガモ、ミユビシギ、フクロウ、サンコウチョウ、

ニホンイシガメ、アカハライモリ、トノサマガエル、ツチガエル、カジカガエル、ネアカヨ

シヤンマ、オオヒョウタンゴミムシ、ミヤマシジミ、オツネントンボ、マイコアカネ、クロ

ガタヒョウモン 

■ 情報不足(DD) (評価するだけの情報が不足している動植物) 

植物 該当なし 

動物 オオコノハズク、ニホンスッポン、シロマダラ、ドジョウ、コガシラミズムシ 

■ 絶滅のおそれのある地域個体群(LP) (地域的に孤立している地域個体群で、絶滅のおそれが高い動植物) 

植物 該当なし 

動物 該当なし 

■ 要注目種・現状不明(N-Ⅰ) (現状が不明な動植物) 

植物 イソホウキギ、ハマベノギク 

動物 該当なし 

■ 要注目種・分布上注目種等(N-Ⅱ) (絶滅の危険性は小さいが、分布上注目される動植物) 

植物 該当なし 

動物 ヒガシニホントカゲ、カワムツ、タカハヤ、タモロコ、ニシシマドジョウ、カワヨシノボリ、

オオチャバネセセリ 

■ 要注目種・部会注目種(N-Ⅲ) (その他各部会で注目すべきと判断した動植物) 

植物 ハマハナヤスリ、エダウチホングウシダ、カタクリ、エゾウキヤガラ、アケボノシュスラン、

ベニシュスラン、コイヌガラシ 

動物 ニホンリス、ミサゴ、ゴイサギ、クサガメ、アズマヒキガエル、ネバタゴガエル、カワヨウ

ジ、アカメ、チチブモドキ、カワアナゴ、オカメハゼ、タネハゼ、ヒナハゼ、クロコハゼ、

ハネナガイナゴ、アカマダラコガネ、ヘイケボタル、サトキマダラヒカゲ、ヒメジャノメ 
注 1) 掲載種は牧之原市内で確認されているもの。 
注 2) カテゴリーは静岡県版レッドデータブックをベースとした。 
注 3) 動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、淡水魚類、昆虫類の並び順とした。 
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２-7 外来生物                                                          

■７種が確認されている特定外来生物 

外来生物＊（用語集）とは、もともとその地域に生育・生息していなかったにもかかわらず、

人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のことを指します。外来生物の侵入によ

り、在来種の生育・生息場所の争奪、在来種の捕食、交雑による遺伝的撹乱などの問題が

生じています。 

平成 17（2005）年に施行された「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関す

る法律」では、海外から来た外来生物の中から、生態系や人の生命・身体、農林水産業へ

被害を及ぼすおそれのある外来生物を特定外来生物＊（用語集）に指定し、飼育、栽培、保管・

運搬、輸入、野外への放出などが原則禁止されました。本市ではこれまでに、オオキンケ

イギク、オオフサモ、ボタンウキクサ、ウシガエル、カダヤシ、オオクチバス、ブルーギ

ルなど７種の特定外来生物が確認されています。 

また、国が平成 27（2015）年度に公表した「生態系被害防止外来種リスト」に掲載され

ている種のうち、本市に確認記録がある種は、セイタカアワダチソウやホテイアオイ、ミ

シシッピアカミミガメ、タイリクバラタナゴなど植物 33 種、動物６種、合計 39 種となり

ます。 

 

本市で確認されている生態系被害防止外来種・特定外来生物 

分類群 種名 

植物 

オオキンケイギク【特定】、オオフサモ【特定】、ボタンウキクサ【特定】 
オオカナダモ、コカナダモ、ホテイアオイ、エゾノギシギシ、マンテマ、ビワ、イタチハギ、
ハリエンジュ、コマツヨイグサ、ツルニチニチソウ、オオフタバムグラ、アメリカネナシカ
ズラ、ホシアサガオ、ヤナギハナガサ、シロバナチョウセンアサガオ、アメリカセンダング
サ、ハルシャギク、ケナシヒメムカシヨモギ、セイタカアワダチソウ、オオアワダチソウ、
ヒメジョオン、アツバキミガヨラン、ヒメヒオウギズイセン、コヌカグサ、カモガヤ、ネズ
ミムギ、ホソムギ、マダケ、モウソウチク、セイバンモロコシ、 

動物 
ウシガエル【特定】、カダヤシ【特定】、オオクチバス【特定】、ブルーギル【特定】、 
ミシシッピアカミミガメ、タイリクバラタナゴ 

注）【特定】は特定外来生物 

    
オオキンケイギク オオフサモ ウシガエル オオクチバス 

    

    
セイタカアワダチソウ ホテイアオイ ミシシッピアカミミガメ タイリクバラタナゴ 

特定外来生物 特定外来生物 特定外来生物 特定外来生物 

特定外来生物 



第 2 章 環境の現状 

                               

 

31 

２-8 重要な生息・生育地                                                         

■重要な生息・生育地の分布 

市内には、動植物の重要な生息・生育地として、天然記念物、特定植物群落、巨樹・巨

木林、藻場などが分布します。また、県立自然公園や鳥獣保護区など、法令で守られてい

る地域もあります。 

 

重要生息・生育地 

【資料：自然環境保全基礎調査（環境省）、国土数値情報、静岡県鳥獣保護区等位置図】 
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２-9 自然とのふれあい                                                         

■水辺や公園、自然観察地点などの自然とのふれあいの場 

生活にゆとりや安らぎが求められる中で、自然体験活動などの自然とのふれあいに関心
が高まっています。本市には人と自然とのふれあいの場が数多く分布しており、水辺では
海水浴、釣り、マリンスポーツ、公園では自然観察や花の観賞、自然観察地点などでは自
然観察、ハイキング、花の観賞などを楽しむことができます。なお、静波海岸、勝間田川・
桜並木、相良海岸の３地点は「静岡県のみずべ100選＊（用語集）」に選ばれています。 

これらの人と自然とのふれあいの場は、観光振興や環境教育＊（用語集）・環境学習の場など

としても重要であり、できる限り保全・活用を図る必要があります。 

 

市内の主な人と自然とのふれあい活動の場 

項目 主な活動内容 地点 

水辺（河川、ため池、

海岸、漁港） 

海水浴、釣り、マ

リンスポーツ、自

然観察 

相良海岸、静波海岸、相良港、釘ヶ浦、前浜海水浴場、片

浜海水浴場、勝間田川堤、さがらサンビーチ、鹿島海岸、

片浜海岸、須々木海岸、相良平田港、地頭方漁港、千頭ヶ

谷池、水ヶ谷池、赤坂池、橋柄池、丸顔池 

公園 自然観察、ハイキ

ング、花の観賞 

榛原公園、小堤山公園、秋葉公園、相良シーサイドパーク、

地頭方海浜公園、勝間田公園、相良油田の里公園 

自然観察地点 牧之原台地、女神山、男神山、高尾山、赤坂池、勝間田公

園、不動山、東光寺 
【資料：静岡県のみずべ 100選、静岡ため池マップ、自然観察コース 100 選ガイド、ふるさとの自然・中部編、静岡県・

花の名所 180 選、静岡県の海 ほか】 

 

２-10 景観・歴史文化                                                       

■白砂青松・大茶園・里山・里地に代表される景観 

富士の霊峰を背景にした白砂青松の海岸風景は、本市の誇る絶景ポイントになっていま

す。また、牧之原台地の広大な大茶園やそれを縁取るような樹林帯、里山・里地＊（用語集）

の風情を残す田園風景など、魅力ある空間が広範に存在しています。 

しかし、視界を妨げる看板や周辺と調和しない構造物などにより、眺望や自然との調和

が損なわれているケースがあります。また、白砂青松の美しい景観を形づくっている砂浜

の侵食が進んでおり、海岸の松並木も松くい虫の影響で減少しています。 

本市の美しい風景を守っていくため、平成 21（2009）年 11月１日に県内で 13番目の景

観行政団体＊（用語集）に移行しました。 

 

市内の主な眺望点・景観資源 

項目 地点 

眺望点 遠渡坂、相良海岸、静波海岸、榛原公園、牧之原大茶園、戸塚坂、秋葉公園、石雲

院、相良シーサイドパーク、さがらサンビーチ、地頭方海浜公園 

景観資源 静波海岸、女神山、男神山、牧之原台地、鹿島海岸、片浜海岸、須々木海岸、御前

崎（台地） 
【資料：日本の自然景観・東海版、静岡県の自然景観、静岡県の富士見二百景写真集 ほか】 
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■縄文時代から続く長い歴史 

本市は長い歴史を有し、縄文遺跡や弥生時代の集落跡が発掘されています。平安時代の

文献には、現存する地名の郷村がいくつか登場するなど、当地には古くから広い範囲に集

落が形成されていたことがうかがえます。平安時代後期になると、荘園の発達に伴い、現

在の相良地域には相良氏、榛原地域には勝間田氏という武士団が台頭してきます。相良氏

は湊を支配し海上貿易に影響力を持った豪族といわれています。勝間田氏の居城である勝

間田城跡（県指定文化財）は、現在は自然公園として整備され、城郭の土塁や堀切が残さ

れており、往時の姿をしのばせています。数世紀にわたる荘園時代を経た後、戦国時代に

は、この地域は進出してきた今川氏・武田氏・徳川氏の戦乱の舞台となりました。 

江戸時代の 1758年（宝暦８年）、田沼意次が相良藩を統治し、29年にわたり田沼時代が

続きました。相良城築城に伴う城下の町並み・街道の整備、農工生産の商業活動が推進さ

れ、積み出し港として発展した駿河湾に隣接する各港は、江戸と大坂を結ぶ航路の中継地

として発展し栄えました。 

明治期から、牧之原地区を中心に茶生産が広がり、経済発展を支えてきました。また、

太平洋岸唯一の油田である「相良油田」が活況を極めました。 

このような幾多の歴史が重ねられ、数多くの史跡や伝統文化が伝承されています。 

 

■106 件の指定文化財 

本市には、国指定の文化財が３件、県指定の文化財が 22 件、市指定の文化財が 81 件の

合計 106 件が現存しています。その中で天然記念物は 16 件、史跡は 21 件、名勝は２件あ

ります。 

また、歴史のある建造物や古民家、巨木などが市内に点在していますが、人的・金銭的

な理由などから維持が困難になっているものがあります。 
 

牧之原市内の文化財（天然記念物・史跡・名勝） 

種別 指定 名称 

天然記

念物 

県指定 相良の根上りマツ、善明院のイスノキ･クロガネモチ合着樹、相良油田油井、 

天神山男神石灰岩、夫婦槙（掉月庵）、勝間田山のコバノミツバツツジ群生地 

市指定 トキワガキ（随林寺）、シホウチク（大興寺）、相良城二の丸のマツ、ヨコグ

ラノキ、成願寺のカヤノキ、最明寺のイスノキ、小仁田のカエデ、東光寺のフ

ジ、円成寺のクスノキ、高尾山のトキワガキ 

史跡 県指定 勝間田城跡 

市指定 滝堺城跡、本多忠晴侯の墓、本多忠通侯の墓、仙台河岸、小島蕉園先生の墓、

鈴木梅太郎博士の墓、日本最初の石油機械掘り成功井跡、穴ヶ谷城跡、儘山遺

跡、大ヶ谷横穴群、中村の条里制遺跡、白鬚遺跡、宮下遺跡、勝間田氏の墓、

智生寺の経塚、妙昌寺の経塚、六十六部塚、石雲院参道の丁石、三丁目の道標、

本間用水跡 

名勝 市指定 大興寺の無縫塔、板屋庭園 
【資料：社会教育課】 

相良の根上りマツ 
勝間田山のコバノミツバツツジ

群生地 
天神山男神石灰岩 



第 2 章 環境の現状 

                               

 

34 

 

人と自然とのふれあいの場・景観位置図 

【資料：静岡県のみずべ 100選、静岡ため池マップ、自然観察コース 100 選ガイド、ふるさとの自然・中部編静、岡県・

花の名所 180 選、静岡県の海、日本の自然景観・東海版、静岡県の自然景観、静岡県の富士見二百景写真集 ほか】 
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3-1 ごみ処理                                                        

■横ばい傾向が続くごみ発生量 

本市から排出されるごみは、全体の約 81％が「可燃ごみ」で占められ、残りの 19％ほど

が「資源ごみ」、「資源集団回収」及び「不燃ごみ」になります。平成 28（2016）年４月か

ら衣類回収ボックスを相良庁舎、榛原庁舎に設置し、可燃ごみ削減を推進しています。 

ごみの発生量は、平成 29（2017）年度から微増傾向にありましたが、令和３（2021）年

度に減少に転じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ごみ集積施設の設置補助 

現在、ごみの収集ポイントは、市内の約 1,200

か所に設定されていますが、収集ポイントにお

けるごみの散乱の防止や環境美化のために、各

自治会でごみ集積施設（ごみステーション）の

設置が進められています。市では、設置する自

治会に対して補助金を交付しています。 

近年は毎年度、３～10 基程度の補助を行っ

ています。 

 

3-2 リサイクル                                                        

■古紙などの資源集団回収 

地域やＰＴＡ、各種市民団体などによる、古紙などの資源集団回収が行われており、市

でも資源集団回収に関する登録団体に対して奨励金（２円/㎏）を交付しています。 

資源集団回収を実施する団体数は増加の傾向にありますが、スーパーマーケットやホー

ムセンターなどで回収ボックスの設置が進んだことから、登録団体による回収量は年々減

少しています。 

 

■古着の拠点回収 

平成 28（2016）年度から、これまで可燃ごみとされてきた衣類について、市庁舎での回

第３節 資源循環 

ごみの内訳（令和３年度） 
【資料：環境課】 

 

ごみの発生量の推移 
【資料：環境課】 

 

ごみ集積施設の設置補助の推移 
【資料：牧之原市の環境】 

 

令和３年度 

13,543t 
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収を始めました。回収した衣類は、主に海外で再利用（リユース）され、ごみの減量や資

源の有効利用となります。 

 

■横ばい傾向が続くリサイクル率 

リサイクル率は近年横ばいで、令和２（2020）

年度は 27.9％でした。市ではリサイクル率を向上

させるため「雑紙（ざつがみ）減量大作戦」を推

進しています。出前環境教室を通じてこの取組へ

の協力を市民に呼び掛けています。これらの活動

が浸透した結果、市民や事業者のリサイクル意識

が向上したと思われます。 

なお、近年、民間の資源化物回収ステーション

の増加に伴い、ごみの搬入量が減少しています。 

 

■樹木粉砕機による剪定枝の再利用 

地域や市民団体の里山保全活動などから出る

剪定枝の利活用を進めるため、地域や市民団体

に樹木粉砕機の貸出を行ってきました。里山保

全活動などから出る剪定枝をチップ化すること

で、堆肥化、クッション材として使えるほか、

竹チップであれば畑に撒くことで作物への好影

響があるなどといわれています。ここ数年は粉

砕量が少ない傾向にあります。 

  

■廃食用油の回収事業 

水環境の汚染原因となったり、可燃ごみとし

て処理されたりしていた食用油を再利用するた

め、平成 24（2012）年１月から相良庁舎、榛原

庁舎の窓口で回収しています。一般家庭から排

出された植物性の廃食用油を受け取り、軽油の

代替燃料のほか、飼料として再利用されていま

す。 

 

 

3-3 ごみ処理施設                                                        

■ごみやし尿の適正処理 

市内で発生する廃棄物及び資源物は､相良地区が「環境保全センター」（牧之原市御前崎市広

域施設組合）､榛原地区が「清掃センターさんあーる」及び「リサイクルセンター」（吉田町

牧之原市広域施設組合）において､それぞれ処理されています｡市内で発生するし尿及び浄化

槽汚泥は､相良地区のものが東遠広域施設組合において､榛原地区のものが吉田町牧之原市

広域施設組合において､それぞれ処理されています｡ 

 

資源集団回収量・リサイクル率の推移 
【資料：環境課】 

 

樹木粉砕機利用実績の推移 
【資料：牧之原市の環境】 

 

廃食用油の回収実績の推移 
【資料：牧之原市の環境】 
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不法投棄防止ネット 

 
環境保全センター 

 
清掃センターさんあーる 

 
リサイクルセンター 

 

3-4 不法投棄・ポイ捨て                                                       

■不法投棄の発生状況と環境監視員の委嘱 

不法投棄＊（用語集）は平均して約 50 件/年発生

していますが、近年は減少傾向です。 

本市では、区･町内会ごとに環境監視員を委

嘱しており、その活動の成果と考えられます。

令和３（2021）年度現在で 73 人の環境監視員

が､地域の環境保全を推進するため､廃棄物不

法投棄の監視､ごみ減量･リサイクル推進など､

行政と地域住民の橋渡し役として活動してい

ます｡ 

 

■看板や不法投棄防止ネットの貸与 

不法投棄の抑制のため、希望する方に不法投棄防止看板の貸与を

実施しています。景観のことを考慮し、基本的に看板の貸与は１か

所につき１枚としています。令和３（2021）年度は 41枚を貸与しま

した。 

不法投棄が多発している場所で、区・町内会からの要望がある場

合、市が不法投棄防止ネットの資材を提供し、設置は地区で実施し

ています。 

 

3-5 水の利用                                                       

■大井川や地下水の水資源 

本市の生活用水や農業用水など大部分の水は、大井川からの水と地下水に頼っています。

そのため、市内の一部の地域では、地下水の枯渇や塩水化を防ぐため、県の条例にもとづ

く地下水採取の規制が行われています。 

 

■小中学校への雨水利用施設の導入 

本市には、水洗トイレに雨水を利用した施設を設置している小中

学校や保育園があります。雨水利用施設を設置したことで、今まで

使われることがなかった雨水が利用され、水道水の使用量を削減し

ています。 

また、節水や資源の有効活用の仕組みがわかる身近な教材として、

環境教育＊の実践に役立てられています。 雨水利用施設 

不法投棄の発生状況 
【資料：牧之原市の環境】 
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 4-1 公園・緑花                                                       

■県平均を上回る１人当たり都市公園等面積 

市内には各地域に都市公園などの公園があり、市民の憩

いの場などとして利用されています。 

本市の１人当たり都市公園等面積は 10.45㎡/人であり、

静岡県平均を上回っています。 

 

■市内各所の花の名所 

市内には、秋葉公園のアジサイ、勝間田公園のミヤマツ

ツジ、勝間田川のサクラなど、市の内外に知られた花の名

所があり、シーズンには大勢の花見客が訪れます。 

 

■種子や苗木の無料配布 

本市では、グリーンバンク事業＊（用語集）を積極的に活用し、地域や各種団体へ種子や苗木

を無料配布するなど、花と緑があふれるまちづくりを推進しています。 

 

■公共花壇の整備・管理 

市内の道路沿いに設けられた 29 か所の公共花壇には、地

域緑化団体など市民の手により季節を彩る草花が植栽され、

街路樹とともに通行人の目を和ませています。 

特に「牧之原市花の会」は熱心な活動が評価され、これま

でに国土交通大臣賞をはじめとした各種の賞を受賞してい

ます。市内小学校においても、全国花のまちコンクールでの

文部科学大臣賞受賞をはじめ、様々な賞を受賞するなど、花

壇づくりが盛んに行われています。 

 

■緑花の人づくり 

本市では、市内の学校と連携した花づくり、イベントで花や緑を使った講座の開催など

市民とともに緑化活動を展開しています。近年は新型コロナウィルス感染症蔓延防止のた

め、集客をする活動を自粛していますが、令和３（2021）年度は、児童を対象とした育種

寺子屋の開催やふるさと教室等の地域で開催する緑化講座に協力しました。 

 

■緑のカーテンづくり 

市内の保育園や幼稚園、小学校などでは、緑のカーテン＊（用語集）づくりに取り組んでおり、

省エネルギーと環境教育の推進に役立てています。 

 

第４節 生活環境 

1人当たり都市公園等面積 

（令和２年度） 
【資料：市町の指標 ほか】 

   

文部科学大臣賞等を受賞した

萩間小学校の花壇 
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4-2 大気汚染・悪臭                                                        

■環境基準の達成が難しい光化学オキシダント 

大気を汚染する物質は、工場から排出され

る二酸化硫黄＊（用語集）（ＳＯ2）や浮遊粒子状物

質＊（用語集）（ＳＰＭ）、微小粒子状物質（ＰＭ

2.5）、自動車などから排出される二酸化窒素
＊（用語集）（ＮＯ2）、二次的に生成される光化学

オキシダント＊（用語集）(ＯX)などがあります。

市内では、榛原庁舎の大気汚染物質自動測定

局で二酸化窒素及び光化学オキシダント濃度

を監視しています。平成 25（2013）年度以降、

二酸化窒素は環境基準＊（用語集）を達成していま

すが、光化学オキシダントは環境基準を達成

していません。 

 

■「感覚公害」と呼ばれる悪臭 

悪臭＊（用語集）は、人に不快感を与える「におい」の原因となる物質が大気中に放出される

ために発生するものです。快適な環境に対する社会的な要求も強まり、今までやむを得な

いものとして我慢してきたにおいを悪臭として捉えるようになってきました。しかし、に

おいは個人差や慣れが非常に大きく作用しており、騒音・振動と同様、「感覚公害」と呼

ばれています。このような悪臭の問題を解決するため、最近では人間の嗅覚を利用した臭

気指数＊（用語集）による規制を行う自治体も増えています。 

本市では、市全域を対象に臭気指数 15 を規制基準としています。主な発生源は、畜産

ふん尿や野焼きなどとなっています。 

 

4-3 騒音・振動                                                        

■環境基準もしくは基準値を達成している騒音・振動 

騒音とは、睡眠を妨げたり会話を妨害したりするなど、生活環境を損なう好ましくない

音のことです。最近では事業所などからの騒音以外に、飲食店の深夜営業や拡声器、近隣

家庭からの音など、近隣騒音として問題となることが多くなっています。一方、振動は騒

音や悪臭と同じく感覚公害という点で類似しており、騒音と同じ発生源から発生すること

が多くなっています。そのため、騒音や振動は日常生活に影響を与えるものとして環境基

準や規制基準などで規制されています。 

令和３（2021）年度の自動車騒音、飛行機騒音はいずれも環境基準もしくは基準値を達

成していました。 

自動車騒音の常時監視結果（点的評価）（令和３（2021）年度）（単位：ｄＢ） 

測定地点 道路名 
昼間（基準：70） 夜間（基準：65） 
測定値 適否 測定値 適否 

波津 一般国道 473号 63 ○ 55 ○ 
堀野新田 御前崎堀野新田線 55 ○ 43 ○ 
須々木 相良浜岡線 66 ○ 60 ○ 
東萩間 浜岡菊川線 67 ○ 60 ○ 

【資料：牧之原市の環境】 

 

大気汚染物質濃度の推移（榛原庁舎） 
NO2は日平均値の年間 98％値、Ox は昼間の 1時間値が 0.06ppm を超過した日数 

【資料：大気汚染及び水質汚濁等の状況】 
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航空機騒音の測定結果（単位：Ｌｄｅｎ） 

調査地点 
評価値（Ｌｄｅｎ） 基準値 

（Ｌｄｅｎ） Ｈ30（2018） Ｒ元（2019） Ｒ２（2020） 
坂口 49 39 39 

62 
坂部 57 50 - 

【資料：牧之原市の環境】 

4-4 水質汚濁                                                        

■横ばいの河川BODとやや高くなる傾向がある海域COD 

水質保全を図るため、市内の河川や下水路、海域で水質調査を実施しています。 

市内河川のうち、坂口谷川本流、勝間田川本流の２河川が環境基準に係る水域類型の河

川Ｂ類型、萩間川本流が河川Ａ類型に指定されており、その他の河川は類型指定されてい

ません。 

海域は、勝間田川沖及び御前崎港（港中央）の２海域が環境基準に係る水域類型の海域

Ａ類型に指定されています。ＣＯＤ＊（用語集）は数値がやや高くなる傾向があり、特に御前崎

港(港中央)については、近年は環境基準の２mg/ℓを超過しています。 

なお、海水浴場の水質は毎年度概ねＡＡであり、良好な水質となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坂口谷川・勝間田川・萩間川の環境基準超過状況（令和３（2021）年度） 

調査項目 河川名及び調査地点 

ｐＨ 【萩間川】石上橋 【勝間田川】智生寺橋 

ＳＳ＊（用語集） 超過地点なし 

ＤＯ 【萩間川】湊橋、河口 

大腸菌群数 【萩間川】相良中学校前 【勝間田川】後川橋 【坂口谷川】細江第 1機場前 
 【資料：牧之原市の環境】 

その他の河川の環境基準Ｂ類型の超過状況（令和３（2021）年度） 

都市下水路（５水路） 雨垂都市下水路、坊久都市下水路、源氏都市下水路、浜田都市下水路、

堂峯都市下水路 

その他の河川（15河川） 
高尾川、毛ヶ谷川、千頭ヶ谷川、辻川、沢垂川、中島川、馬込川、本

谷川、三栗川、勝間川、南ノ谷川、舞台川、新川、新戸川、橋柄川 
【資料：牧之原市の環境】 

海水浴場水質調査判定結果 

調査地点 H30（2018）年度 Ｒ元（2019）年度 Ｒ２（2020）年度 

静波海水浴場 ＡＡ ＡＡ ＡＡ 

相良サンビーチ ＡＡ ＡＡ ＡＡ 
【資料：牧之原市の環境】 

河川ＢＯＤ75％値の推移 
【資料：大気汚染及び水質汚濁等の状況】 

 

海域ＣＯＤ75％値の推移 
【資料：大気汚染及び水質汚濁等の状況】 

 

B類型環境基準 

3mg/ℓ以下 

A 類型環境基準 

2mg/ℓ以下 
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■ゴルフ場の農薬調査 

ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁を防止するため、ゴルフ場の排出水に含まれ

る農薬の残留実態調査を実施しています。令和３年度の調査結果は、測定地点の２地点と

もに環境基準＊（用語集）及びゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁防止に係る暫定指導指

針に適合していました。  

 

■徐々に増加している生活雑排水処理率 

建築基準法及び浄化槽法の改正により、合併処理浄化槽のみが浄化槽と定義され、平成

13（2001）年４月以降、新築住宅には合併処理浄化槽の設置が義務付けられました。市で

は、市内の水質浄化を推進するため、農業集落排水区域を除いた地域で合併処理浄化槽を

設置する市民に対して補助金を交付しています。 

このような施策の効果もあり、生活雑排水処理率は増加し、令和３（2021）年度には 53％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5 化学物質・公害・動物愛護                                                        

■ダイオキシン類の調査 

ダイオキシン類＊（用語集）による環境の汚染を防止

するため、河川の水質分析調査を実施しています。

環境基準は１pg/TEQ/L 以下で、令和元年度の１地

点を除いて環境基準を満たしています。 

 

 

 

 

■化学物質の管理 

製造、使用、廃棄の過程で環境に排出される化学物質の中には、人の健康や生態系に悪

影響を及ぼすおそれがあるものが多くあります。 

事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進するため、「特定化学物質の環境へ

の排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」（ＰＲＴＲ法＊（用語集））が公布さ

れ、平成14（2002）年４月から県へ化学物質の排出量等の届出が始まっています。 

 河川水中のダイオキシン類濃度の推移 
【資料：牧之原市の環境】 

 

合併処理浄化槽設置補助の推移 
【資料：牧之原市の環境】 

 

生活雑排水処理率の推移 
【資料：牧之原市の環境】 
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■減少している公害苦情、衛生苦情 

市民から寄せられた公害＊（用語集）などの苦情は､平成 29（2017）年度をピークに減少して

います。苦情の内容を平成 25（2013）～令和３（2021）年度の合計でみると、廃棄物が半

分以上を占め、次いで騒音となっています。 

その他の衛生苦情件数は毎年度 150～300 件程度で推移しており、平成 25～令和３年度

の合計では迷い犬・猫、ごみの順で多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公害苦情件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

衛生苦情件数の推移 
【資料：牧之原市統計書】 

■公害防止協定から環境保全協定への移行 

昭和 40（1965）年代の公害対策として、一定の規模を有する事業所や各工業団地に進出

する事業所を対象にして「公害防止協定」を締結してきました。しかし、事業所における

環境対策は、①環境マネジメントシステムの導入、②事業所の「自主基準」の設定、③公

害は「未然防止」の時代になった、④地球環境保全や地域との連携向上などが求められて

いる、などの理由から、従来の協定も時代の流れに対応できるようにするため、公害防止

協定＊（用語集）から環境保全協定＊（用語集）に変わっています。 

 

■動物愛護の推進 

犬や猫などの動物は、私たちの生活を様々なかたちで豊かにして

くれる、人間にとってかけがえのない存在です。本市では、人と動

物が共生したよりよい社会を目指して、「狂犬病予防法」や「動物の

愛護及び管理に関する法律」に基づいた対応を実施しています。令

和３年度については、チラシ等による啓発を実施しました。 

また、平成27（2015）年度から、地域で取り組む野良猫対策（地

域ねこ活動）に向け、「飼い主のいない猫不妊・去勢手術費助成事業」

を実施しています。 

動物愛護教室の様子 
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※ 温室効果ガス排出量の現状については、「第５章 環境の現状」の「第３節 温室効果ガス排出量

の現状・将来予測」（101～124ページ）を参照してください。 

5-1 地球温暖化                                                       

■増加している業務その他、家庭からの温室効果ガス排出量 

本市の市域全域から排出される平成30（2018）年度の温室効果ガス＊（用語集）排出量は533

千ｔ－ＣＯ２であり、全体に占める割合は産業部門（57％）が最も多く、次いで運輸部門

（22％）、民生部門（20％）、廃棄物部門（１％）となっています。 

また、温室効果ガス排出量の推移は、平成25（2013）年度を基準とすると令和元（2019）

年度は－１％となっています。部門別では、産業部門（＋13％）が増加する一方で、民生

部門（－22％）、運輸部門（－10％）が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■これまでの気候の変化 

これまでの年平均気温と熱帯夜日数を以下に示します。御前崎では、昭和７（1932）年

以降、平成29（2017）年までに平均気温は1.2℃上昇しており、日本の平均気温の上昇と同

程度になっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年平均気温：御前崎               熱帯夜日数：御前崎 
【資料：静岡地方気象台webサイト】 

第５節 地球環境 

温室効果ガス排出量 

（平成 30（2018）年度）の内訳 

 

市域の温室効果ガス排出量の推移 

【資料：地方公共団体実行計画（区域施策編）策定支援サイト】 

 

基準

年度 
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■これからの気候の変化 

 気象庁による将来の予測結果をみると、21 世紀末の静岡県の年平均気温は、20 世紀末

に比べて概ね３℃の上昇が予測され、季節別には冬に上昇幅が大きいと予想されています。

また、最高気温が 30℃以上である真夏日の日数は 40日程度増加すると予想されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平均気温の変化（静岡県）           真夏日日数の変化（静岡県） 

赤色の棒グラフは将来気候の現在気候との差を表しています。黒細線は年々変動の標準偏差（ばらつき）を示しています。 

灰色の棒グラフは現在気候の観測値の平均を表しています。灰色の棒グラフでの黒細線は現在気候のアメダス地点間の標準偏差（ばら

つき）を示しています。                             【資料：静岡地方気象台 web サイト】 

■地球温暖化防止への取組 

本市では、地球温暖化防止に向けた取組を推進するため、以下の取組を推進しています。 

 

地球温暖化対策に向けた取組状況 

対象 取組内容 

市 民 家庭版環境マネジメン

ト事業 

平成22（2010）年度から、笑呼(エコ)キャンぺーン実行委員会とともに、節

電を目的とした笑呼キャンペーンに取り組んできました。一般家庭において

も節電意識が浸透してきたことから、令和３（2021）年度は図書交流館「い

こっと」にて、地球温暖化の現状に加え、身近なアクションを実践してもら

うよう展示・クイズを行い、延べ 234 人に周知をしました。 

アースキッズ＊ 

事業 

小学生が２週間、家庭の電力やごみの削減に取り組む事業で、令和３（2021）

年度は、は細江小学校、坂部小学校、牧之原小学校、勝間田小学校の３校で、

計 152 名の児童が参加しました。 

事業者 エコアクション21＊（用語集）

自治体イニシアティブ・プ

ログラム等の実施 

市内の事業所に向けて、中小事業所向けの環境マネジメントである「エコア

クション21」の導入普及を図るため、エコアクション21自治体イニシアティ

ブ・プログラム等を平成18（2006）年度から実施しています。令和３（2021）

年３月末現在、イニシアティブ等による取得が25事業所、独自取得が９事業

所、合計34事業所が認証を取得しています。 

市 エコアクション21地球

温暖化防止実行計画の

推進 

市で管理する全ての施設（委託・指定管理の施設を除く）を対象範囲として、

エコアクション21と地球温暖化防止実行計画を推進しています。 

温暖化対策アプリ「クル

ポ」の活用 

温暖化防止につながる行動に応じてポイントを付与するスマートフォン向け

アプリに対して、衣類回収ボックス利用者、浄化槽補助金活用者、自然エネ

ルギー補助金活用者、食品ロス削減実行者にポイントを付与しました。 

市庁舎での再エネ導入 

（天然由来の電力の購入） 

再生可能エネルギーの地産地消、「自産自消（じさんじしょう）＊（用語集）」の

取組について、市民・事業者に知っていただくための率先行動として、令和

４年度から、静岡県産の再生可能エネルギー由来電力を導入しました。 

【資料：牧之原市の環境】 
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5-2 再生可能エネルギー・省エネルギー                 

■エネルギーのまち・牧之原 

本市は、太陽光や風力エネルギーのほか、約 15kmに及ぶ海岸線を有するなど、太陽光発

電、太陽熱利用、風力発電のほか、洋上風力発電や波力発電などの海洋再生エネルギー等

の可能性に恵まれた立地条件です。 

市では、平成 20（2008）年度に策定した「牧之原市地域新エネルギービジョン」、平成

21（2009）年度策定の「牧之原市バイオマスタウン構想」を見直し、平成 25（2013）年に

「牧之原市エネルギータウン構想」としてまとめました。 

「エネルギータウン構想」で

は、低炭素社会の構築に向け、

省エネ対策とともに、市内に豊

富にある自然エネルギーの地産

地消を進めるため、太陽光、太

陽熱、風力、小水力などの自然

資源と生物由来の有機性資源で

あるバイオマス＊（用語集）資源の利

用により、再生可能エネルギー
＊（用語集）の導入を促進し、官民連

携による循環型社会を目指して

います。 

 

■公共施設における再生可能エネルギー・省エネルギー設備の導入 

本市では、エネルギータウン構想の実現を図るため、公共施設における太陽光発電、Ｌ

ＥＤ＊（用語集）照明、蓄電池など、再生可能エネルギーや省エネルギー設備などの導入を積極

的に行っています。 

公共施設の再生可能エネルギ－・省エネルギー設備などの導入状況 

設置年度 施設名 設備の種類 設備容量等 

平成 28 年度

以前 
市役所・榛原庁舎など 

太陽光発電 10kw×６施設 

蓄電池 15kw×３施設 

平成 29 年度 
大江配水池 

太陽光発電 
発電パネル 8.5ｋｗ、蓄電池 9.6ｋ

ｗ 

ＬＥＤ照明 
８ｗ×１灯、17.9ｗ×１灯、 

40ｗ×20 灯 

市内小学校(２校) 空調設備 省エネ型空調機を設置 計 21 基 

平成 30 年度 

総合健康福祉センター 

さざんか 

空調設備 最新ビル用マルチ方式 10 台 

ＬＥＤ照明 312 灯（36 灯ダウンサイジング） 

市内小学校(２校) 空調設備 省エネ型空調機を設置 計 13 基 

令和元年度 市内小学校(７校) 空調設備 省エネ型空調機を設置 計 94 基 

令和２年度 

市役所・榛原庁舎など(24 施設) 
ＣＯ２フリー

電力 
計 646,263ｋＷｈ購入 

市内中学校(２校) 空調設備 省エネ型空調機を設置計４基 

市内小中学校(12 校) ＬＥＤ照明 計 1,211 灯 

【資料：環境課】 

 
【資料：エネルギータウン構想】 
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■再生可能エネルギー設備への助成 

温室効果ガス＊（用語集）の排出量削減を図るとともに、地域分散型のエネルギー源を確保す

るため、家庭用蓄電池や太陽熱温水器などの設備の導入に補助金を交付しています。 

 

■立地の進む風力・太陽光発電施設 

本市では、落居地内に５基の風力発電施設

が稼動しているほか、家庭用及び事業用とも

に太陽光発電施設の設置が進んでいます。 

 

 

市内の風力発電・太陽光発電の状況 

区分 
平成 27（2015）年 

(平成 27 年 12 月) 

令和３（2021）年 

（令和３年 12 月） 

設備容量 

太陽光 63,900ｋｗ 112,600ｋｗ 

風力 9,500ｋｗ 9,500ｋｗ 

バイオマス 0ｋｗ 650ｋｗ 

年間想定発電量 86,400ＭＷｈ 136,900ＭＷｈ 

家庭での電力使用量換算※ 24,000 世帯分 38,000 世帯分 

※ 家庭の電力使用量を 3,600ｋＷｈと仮定                       【資料：牧之原市の環境】 

 

■増加する電気自動車等の比率 

本市の自動車保有台数は年々減少していま

すが、電気自動車等（電気自動車、ハイブリッ

ド自動車、プラグインハイブリッド自動車＊（用

語集））の台数は増加しています。令和３（2021）

年４月１日現在の自動車保有台数 44,958 台

に対して、電気自動車等の台数は 3,813 台、

全車種に対する割合は 8.2％、乗用車に対す

る割合は 23.6％です。 
 

 

 

 

 

■約 7 割を占める自動車による通勤・通学 

平成 28（2016）年度に実施したアンケー

ト調査によると、通勤・通学に自動車を

使用している市民が全体の約７割を占め

ており、公共交通機関の利用は少ないこ

とが分かります。 

 

落居ウィンドファーム  営農型太陽光発電 

自動車保有台数の推移 
【資料：静岡県の自動車保有台数】 

 

通勤・通学の手段 
【資料：第２次牧之原市環境基本計画に関する 

アンケート調査（平成 28（2016）年９月）】 
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6-1 環境教育・環境学習・環境保全活動                                                       

■環境教育の推進 

学校においては、総合的な学習の時間を中

心に環境教育＊（用語集）が、市民などにはごみ

分別や雑紙（ざつがみ）減量大作戦を推進す

るための環境学習が実施されています。 

市では、市民の環境意識向上を目的として、

「出前環境教室」を実施しています。地区、

学校などからの要請に基づき、各地区や各施

設に出向いて、ごみ分別や雑紙減量大作戦、

地球温暖化などをテーマに実施しています。 

 

 

主な環境教室の開催内容 

教室名 開催内容 

エコチャレンジキッズ事

業（アースキッズ事業） 

小学校高学年生を対象とする県のエコチャレンジ事業。子どもたちが地

球温暖化対策を学び、電気やガスなどのメーターチェックを通して、節

電や節水の大切さを体験する事業。 

動物愛護教室 小学校高学年及び中学生を対象とした、静岡県動物保護協会による事業。

動物との触れ合いを通して、犬・猫の飼育に関するルールや動物愛護の

精神を学ぶ事業。 

浄化槽の仕組みと水環境

教室 

小学４年生を対象に水環境の大切さを学ぶ事業。静岡県浄化槽協会志太

榛原支部が実施する取組で、浄化槽の模型を使って浄化槽の仕組みや水

の循環など水環境の保全を学習する事業。 

緑化環境教室 小学生から一般を対象とした緑化教室。牧之原市花の会員等が寄せ植え

やコケ玉づくりなどを通して、緑化の楽しさを学ぶ事業。 

茶イルドスクール 小学生を対象とした、牧之原畑地総合整備土地改良区等による出前授業。

お茶の効能や農業用水の大切さ農業の尊さを伝え、牧之原大茶園を守り

育てる意義を学ぶ事業。 

 【資料：環境課・お茶振興課】 

 

アースキッズ事業 
 

浄化槽の仕組みと水環境教室 
 

子ども環境教室 

 

 

第６節 環境教育 

出前環境教室の実績 
【資料：牧之原市の環境】 
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■市内で環境保全を担う団体 

本市では、市域・市民の枠を越えて活動する団体から、地元

の自然環境を再発見する活動を行う団体などが存在します。自

然体験学習や里山保全などの環境活動を行う団体が 10団体、住

民と行政による協働で川の清掃や除草などの河川美化活動を行

うリバーフレンドシップ＊（用語集）団体が 40 団体、道路の清掃や

花壇の維持管理を行うアダプトロード・プログラム＊団体が 10

団体などであり、各団体が様々な活動に取り組んでいます。 

また、平成 26年度からは「環境フェア」を開催し、市内の

エコ活動の実践団体や環境保全活動団体の活動紹介にも取り

組んでいます。 

主な環境保全団体 

カメハメハ王国、まきのはら水辺の楽校、榛原ふるさとの森～だ～ず、相良里山自然協議会･里山
自然教室、楽遊会、時ヶ谷桜会、めだかの会、静波海岸ボランティアの会、NPO法人 榛原里やま
の会、牧南里山利活用推進協議会、Mori to Umi、新庄ボランティア友の会、NPO法人 勝間田塾、
NPO法人 すけっと・まきのはら、里山･榛原ふるさとの森 谷津田クラブ、花の会など 

【資料：牧之原市の環境、牧之原市 NPO 法人一覧（牧之原市）ほか】 

■リバーフレンドシップの締結 

リバーフレンドシップとは住民と行政による協働事業のこと

です。住民や利用者などがリバーフレンド(川のともだち)とな

り､川の清掃や除草などの河川美化活動を行い､地域全体で身近

な環境保護への関心を高めることを目的としています｡ 

令和４年度現在、萩間川、白井川、菅ケ谷川、坂口谷川、勝

間田川、三栗川、朝生川の各河川、合計 40団体との間でリバー

フレンドシップ協定が締結されています。 

 

■アダプトロード・プログラムの活動 

アダプトロード・プログラムとは、市民団体や事業者などの皆さんに、道路の一定区間

の清掃や緑化活動などを、継続的にしてもらうものです。 

令和４年度現在、国道 150号、国道 473号、主要地方道吉田大東線などで、10団体が活

動しています。 

 

6-2 環境情報                                                       

本市では、「広報まきのはら」や市のホームページなどで、

環境情報の提供を行っています。 

また、市の環境の概要、計画の進捗状況など、地球温暖化

対策実行計画（事務事業編）＊（用語集）やエコアクション 21

での活動報告をまとめた「牧之原市の環境」を毎年発行し、

市のホームページで公開しています。さらに、市内でエコア

クション 21 の認証を取得している事業所の環境活動レポー

トは、市役所で閲覧できるほか、エコアクション 21 中央事

務局のウェブサイトでも公開されています。 

牧之原市公式ホームページ 

令和３（2021）年 12月開催の 

「環境フェア」 

朝生川での除草作業のようす 


