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中村

摩川流域懇談会を運営していま
すが､多摩川流域懇談会による

者がパー‑ナ‑シップを組んで多

多摩川源流研究所所長

京浜河川事務所所長

中村

鈴木

文明

研司

鈴木 明けましておめでとうご
ざいます｡本日は'源流研究所の

お願いします｡

聞きしたいと思います｡よろしく

な角度から鈴木所長の思いをお

は多摩川の価値と可能性など様々

多摩川八景の魅力や背景'ひいて

の頃でした｡調布堰のすぐ下流

いましたが､多摩川の水質が最悪

てお茶の水の中央大学まで適って

と思いますが'東急東横線を使っ

がありまして'昭和4 3年頃だった

中村 私は､大学時代に川崎市
の武蔵小杉に下宿していた時期

会いましたか｡

す｡中村所長は'多摩川といつ出

しがった悲しい思い出があります｡

んな汚い川に誰がしたんだと悔

て飲み込んでいた時代でした｡こ

成長の負の遺産を川と空がすべ

から飛び込んできた｡高度経済

に風に舞い上がった泡が電車の窓

を電車が通るわけですが､工場
排水､生活排水のため堰から落

私は'大学を卒業して当時の

てきて様々なことを学んだ経験

員として多摩川に研究に出かけ

年前に都市河川研究室の研究

中村 鈴木所長は'いまから2 0

鈴木

中村

実は､昨年所長に赴任し

赴任し

勉強していま

な角度から歴史や文化も含めて

なりまして'多摩川をさらに様々

市民の活動が河川行政にも
大きな影響を与える

ちる所は泡立っていて'悪臭と共

対談｣の機会を得て中村所長と
ます｡まず'この場をお借りして'

対談できることを大変喜んでい

会報｢源流の四季｣の｢新春特別

源流の郷である山梨県小菅村に多摩川源流大学(東京農業大学現代GP事業)が設立され'持続可能な循環型社会を支える｢環境学生｣を育成するとともに､新
しいビジネスを研究発信するなど地域再生に貢献しようという取り組みが開始されて大きな反響を呼んでいます｡今回は､多摩川の河川管理の責任者である京浜
河川事務所の鈴木研司所長に多摩川に関する川づくりや合意形成､パートナJンツプ'河川景観'河川環境保全など多摩川への思いを自由に語って頂きました｡

高度経済成長の負の遺産をのみこんで

ざいます｡今日はご多忙の中｢新

多摩川流域セミナーの開催が定

明けましておめでとうご

間を割いて頂き感謝申し上げま

春特別対談｣のために､貴重な時

心が広がっています｡今日は､多

着するなど多摩川への市民の関
摩川でどのようにしてパーーナ‑

す｡昨年中は'鈴木所長自ら源
本当に有難うございました｡また'

シップが生まれてきたのか'また

流体験や源流祭りに参加頂き'
多摩川は昔から市民と河川管理

年頭に当たり日頃大変お世話に
なっている流域の市民の皆さんに

新春のお喜びを申し上げます｡

究室に配属されました｡その都

建設省土木研究所都市河川研

があり､昨年'今度は京浜河川事

本年もよろしくお願いします｡

九州大学大学院教授)がいました｡

市河川研究室に島谷幸宏さん(現

の前で話をする機会があり､多

てすぐに川崎市の市民の皆さん

振り返ってみたんです｡多摩川で

てこられた訳ですね｡多摩川に

は'高度経済成長で多摩川の水

務所の所長として多摩川に戻っ
ていますが'私も島谷さんが河川

鈴木

は不思議な縁がありますね｡

質が汚染され､各所で工場排水

多分昭和6 2年頃だったと記憶し
景観について研究を始めました｡

ると聞いてはいました｡今度所長

な先駆的な取り組みを行ってい

などで魚が浮く事故が多発した｡

摩川のこの4 0年近い取り組みを

私も島谷さんについて多摩川の
景観模擬モニターのような形で

として多摩川を管理する立場に

学生時代から多摩川は様々

あちこち見に来た覚えがありま
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然が残されていますが'水質の悪

ある多摩川には､今も多くの自

もない勘違いでした｡都市河川で

年ですから､現場から変わり始

環境課が設置されたのは平成7

たわけです｡国土交通省に河川

者がパー‑ナ‑シップを組んで考

ます｡そして'市民と河川管理

国初のケースになったんだと思い

守れ'河川敷の自由な空間を守

生息する野鳥や昆虫や植物を

然保護に立ち上がった｡河川敷に

京浜河川事務所が真剣に向き

川づくりの推進でした｡莫剣に
多摩川の環境を考える市民に'

のパー‑ナ‑シップの構築による

市民･企業･自治体･河川管理者

河川環境課を設置した目的は'

画を創ったのも'多摩川が日本で

計画でした｡河川環境を守る計

定された多摩川河川環境管理

案していったのが'昭和5 5年に策
めたといえます｡

れと立ち上がった｡こうした多摩

合って環境を考えた訳ですが､こ

機感を抱いた市民が河川敷の自

化や河川敷の無秩序な利用に危

川の自然を守れという市民の活

れがたぶん川の環境を考える

れていく｡こうした事態の中'い

河川敷が開発されて自然が失わ
きっかけになり広範な市民が自

の自然を守る会｣などの活動も

動を開始していますし､｢多摩川

川行政は､明治以来国民の生命
と財産を守る治水対策を最優

律までも動かしたわけです｡河

水系自然保護団体協議会がお

が発足し'昭和4 9年には多摩川

自然を守る会｣(横山理子代表)

です｡昭和5 0年に京浜河川事務

な影響を与えることになったん

河川事務所の河川行政にも大き

この流域市民の活動は'京浜

この多摩川流域の市民の自然を
守る活動が京浜河川事務所の河

なり自然を守る活動が広がった｡

に､川が汚染され､魚も棲めなく

きた｡ところが'高度成長ととも

るために利水対策に取り組んで

てきたわけですが'最初は市民

都市河川である多摩川には'オー

の人が練習を晃に多摩川に出か
けていました｡大都会を流れる

グランドで練習をしていて､多く

中村

いています｡

た対等な関係を築いてきたと聞

激しい言葉が飛び交ったそうで
すが､議論を重ねる中からお互

は行政を敵対的な関係と思い'

プンスペースとして多摩川の広々

たが'川を良くしたいという思い

い対立やけんか腰の議論もあっ

河川をよく観察し川をもっと良

くさんいらっしゃった｡日頃から'

高い立派な方々が多摩川にはた

た｡こうした市民の中に'意識の

理計画だったんですね｡

働の産物が多摩川河川環境管

るようになったんですね｡その協

行政が協働して川づくりを進め

を共有するようになり'市民と

と河川管理者は正面から向きA

市民がいらっしゃった｡こうした方々

くしたいという思いを持っている

なるほど｡はじめは厳し

いを理解し'お互いに緊張感を持っ

多くの市民を惹き付けていまし

とした河川空間があり､これが

方々が多摩川に関心を持ってい
たし'当時読売巨人軍が多摩川

鈴木 昭和4 0年代からいろんな

緊張感を持った
対等な関係を築いてきた

動そのものだったんですね｡

中村 京浜河川事務所の河川
行政を変える原動力になったの
は､市民の多摩川の自然を守る

初めての取り組みでした｡

理者が川の自然環境の大切さを

動が'河川行政を動かし'河川管

その通りです｡多摩川を

認知するようになった訳ですね｡

鈴木

まから3 7年も前の昭和4 5年に多

然環境を守る活動に取り組んで

愛する市民の活動が'行政や法

摩川の自然環境を保全しよう
いました｡

そらく日本で初めて誕生してい

環境課がお目見えしたんです｡

所に全国の事務所で初めて河川

先にしてきた｡次いで社会の発展
と共に増大した水の需要に応え

と市民が立ち上がり'｢多摩川の

ました｡この年に｢ラブリバー多

J:当軽出口犯しrこrr

る｡その証として事務所内に全
国で初めて河川環境課を設置し

自らの使命として河川環境を守

るという消極的な立場ではなく'

1

その時､河川管理者である京
市民の運動に

くさせた訳です｡

川環境行政の大転換を余儀な

摩川を愛する会｣が河川愛護活

京浜河川事務所に
日本初の河川環境課誕生
京浜河川事務所に河川

川法の目的に｢河川環境の整備
と保全｣が加わった流れを受け
て河川環境課が全国的に広まっ

中村

れたんですね｡いやー驚きました｡

たと理解していましたが､とんで

環境課が全国に先駆けて設置さ

平成9年の河川法の改正で'河
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多摩川の使い方の具体的な指針

多摩大橋付近の河原'玉川上水'

大師橋付近の多摩川の河口'多
摩川台公園'二子玉川兵庫島'

自然を守ることと多摩

中村

整備計画まで取り込んでいるのは'

となる機能空間区分を後に河川

自然という切り口ではなく'自

秋川渓谷､御岳渓谷'奥多摩湖
が多摩川八景です｡ただ美しい

調整していくか'いろいろ苦労が

施設レクレーション空間'運動･健

先施設レクレーション空間､広域

然や歴史'文化や流域の人々の
生活が織りなす複合的な景観

川を利用することをどのように

鈴木

康管理空間､自然レクレーション

多摩川の特徴です｡避難空間'地

か､自然のままとするのかに関し

多摩川の河原を人工利用するの

空間'文教空間､情操空間､生態

市民参加型の協働プロジェクトを
創ったということ
を活用すること｡流域の人口が

て'5つのゾーンと8つの機能空間

そうですね｡具体的には'

鈴木
けです｡景色を見たい人もいれば'

多いだけ､市民のニーズは多いわ

という視点から選ばれています｡

あったんでしょうね｡

理計画｣の値打ちは何かといえば'

例えば､多摩川台公園は'多摩川

そうです｡｢河川環境管

市民参加型の協働プロジエクーを

とは'人と川のよりよい関係を

流域最大の古墳群があり'丘の

系保持空間などが設定されたこ

進めていくことになったのです｡

多摩川を一望できる場所になっ

開けた場所からは眼下に雄大な

上には樹林帯が広がり'今なお
縁が濃く閑静な環境が保たれ､

築いていく上で画期的な事です｡

を保全しながら多摩川の利用を

もいる｡野球をしたい人もいれば､

区分にタイプ分けし､自然環境

サイクリングしたい人もいる｡絵

たい人もいれば､水に入りたい人

れていますが､｢自然環境の保全

川で遊びたい人もいる｡釣りをし

と多摩川の秩序ある利用｣が大
を描きたい人もいれば'音楽を

｢環管計画｣という愛称で呼ば

きなテーマになっています｡具体

創ったということです｡いまでは'

的には､一つ目が多摩川と市民の

八景は多摩川の
文化的歴史的魅力を体現する

ています｡ここは'縁と歴史の貴

のニーズに誠実に対応していくに

は'どんな仕組みが必要かが検

聴きたい人もいる｡いろんな市民

討されました｡

ふれあいの場を提供すること｡
すること｡三つ目が多摩川らしさ

二つ目が'多摩川らしさを維持

うんだ'良し恋しをそんなに簡

の評価は人それぞれによって違

っくりしましたね｡当時は'景観

に選定されていました｡本当にび

は昭和5 9年に多摩川八景がすで

多摩川に来ましたが､多摩川で

昭和6 2年頃に河川景観の研究で

鈴木

でもらうという選出方法を採用

流域の市民の皆さんに直接選ん

が選ぶ多摩川八景｣運動です｡

そこで考案されたのが､｢あなた

鈴木

絞り込んだんでしょう｡

たが､問題はそこから八景をどう

中村 多摩川5 0景が選定され

選んでいます｡

い選定委員会で多摩川5 0景を

ます｡

重な自然空間であり'多摩川ら
しさを集約した顔にもなってい

単に決められるものではないとい

した｡280ヶ所に投票箱が置か

思います｡先ず多摩川の優れた
景観を流域の市民や市区町村か

ところで'多摩川では河

う意見が大勢を占めていたと思

れ､1ケ月間郵便による投票も

川景観に関する取り組みも早か

中村

います｡だから'多摩川八景の決

呼びかけた｡流域全体から88

ら123ヶ所ほど推薦してもら

め方も市民や学識者と河川管

940票が集まり'それを参考

ったですね｡

理者が相当意見交換しながら決

先ほど触れましたように'

めていったと思います｡職員だけ

に多摩川八景が選ばれています｡

難しかったと思いますよ｡

では決めることはできなかったと

23回多摩川流域センター)
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多摩川らしく美しい心安らかな水系の実現
計画の目標は'｢多摩川らしく美

1世紀の川づくりの指針

中村

すが'3つのボインーがあります｡

しい心安らかな水系の実現｣で

2

画が､平成1 3年に策定されまし

となる多摩川水系河川整備計
たが'この計画の内容にはどんな
中村

繰り返し現場を歩くなど､

特徴がありますか｡

具体的にはどんなものですか｡

ですね｡計画の3つのボインーは'

ていますLt策定までのプロセスが

鈴木一つ目は'川の流れを尊重

｢河川整備計画｣は'流域の市民
ら大勢の関係者の汗の結晶なん

大変特徴的でした｡多摩川には

し河岸維持管理法線を設定する

鈴木 実は､この河川整備計画

川を愛する市民が大勢います｡

など､これまで以上に環境に配慮

も関東で‑ップを切って策定され

川の専門家もおられる｡そこで

です｡二つ目が'｢環管計画｣の方

ました｡全国的に見ても'意見や

意見交換をして作り上げていき

持管理や防災情報提供など川づ

ルールを定めました｡三つ目は'維

針を引き継ぎ'機能空間区分な
どを設定し河川の利用と保全の

した円滑な河川管理を行うこと

河川管理者と沿川自治体の職
員が'市民や専門家と一緒に現

立場の違う人たちが集まり､同

中村

くり全般の計画を定めました｡

す｡二つ目は､多摩川の持つ価値

の洪水を治水の目標にしていま

鈴木一つ目は'戦後最大規模

どんなものですか｡

態解明プロジェクーを行います｡

し実態を把握するために水流実

維持管理をめざします｡四つ目
は､水の流れや水質などを調査

し合って'より良い形での協働の

から河口･海まで広がっているとい

鈴木

までを視野に入れた多摩川流

当時と違って'源流から河口･海

すすめます､という五つです｡

五つ目は'スーパー堤防の整備を

また'多摩川では'水辺の楽校が

うことは'素晴らしいことですね｡

市民の活動の舞台が源流

域ネッ‑ワークが生まれています｡

を共有'学習できる仕組みとし
て｢多摩川流域リバーミュージアム｣

河川整備計画や｢環管計

す広がることを期待します｡

‑ワークや水辺の楽校がますま

各地に根づいています｡流域ネッ

を実現することです｡三つ目は'

いろいろな立場の人同士が協力

多摩川をみんなで育むための新たな仕組み

画｣に関して源流域はそのなかに

中村

なかで'パー‑ナ‑シップによるゆ

活発な活動が続いています｡広範

やシンポジウム'現地観察会など

ては､多摩川流域セミナーの開催

より一層進めたいと思っています｡

んでいます｡こうした取り組みを

流体験を通して上下流交流が進

源流大学も生まれていますLt源

を尊重する流れが強まっています｡

るやかな合意形成を図る仕組み

な流域市民の活動を原動力とし

最後に源流へのメッセージを二言｡

は入っていませんが'流域の視点

鈴木 そうです｡平成1 0年1 2月に'

が生まれていますね｡

て､｢いい川づくり｣の中核である

鈴木

置されたのです｡活動内容に関し

府中の森芸術劇場で､多摩川流域

流域懇談会を舞台に'パートナー

辺の楽校にご一緒して､小菅村で

成される多摩川流域懇談会が設
なるほど｡多摩川では､こ

懇談会(会長エロ同橋裕東京大学名

シップによる多摩川の理想像を実

して'豊かな自然とともに'子ど

実施されている源流体験に参加

中村

誉教授)が設立されました｡多摩

本の川づくり･地域づくりにおいて

現する活動が発展し'今後とも日

うした様々な取り組みを進める

川は'｢古来より'その流域にすむ

昨年'私もとどろきの水

人々に自然の恵みを与え'固有の

ました｡源流に立つと川は源流か

ら河口まで繋がっているという実

も達の生き生きした姿に感動し

感がもてますLt多摩川の誕生す

でしょう｡文明さんもご存知の通

り､今年l ･0周年になりますので'

も大きな役割を果たす事になる

秋頃記念の大会を開こうと皆様

る場所を知ることが出来るという

しまれてきた｣こと'社会の発展は､

人々の意識を川からせ項さけてきた

方と話をしています｡

文化を育てる母なる川として親

が'｢今日'多摩川が地域の将来に

中村
されるようになった｣(多摩川流域

ない価値をもつことが改めて認識

域懇談会の設立総会に参加しま
したLt今運営委員として流域

中の森芸術劇場で開催された流

果たせると良いですね｡私も'府

中村

をより一層推進したいと思います｡

山村に繰り返し行きたいです｡源

域の宝です｡私も小菅村や丹波

新鮮な体験ができます｡源流は流

そうした先駆的な役割が
物と美しい風土を育むかけがえの

わたる共有財産として'豊かな生

懇談会趣意)と宣言し'これからの

懇談会に参加させて頂いていま

がとうございました｡

今日はお忙しい中､あり

流と中流･下流との上下流連携
な仕組みとして'市民'企業'学識

すが'市民サイドの取り組みでも

多摩川をみんなで育むための新た

者'流域自治体'河川管理者で構

◎5 ◎源流の四季

場を歩き'川を観察し'何度も

じ目線で話し合う形式は多摩川

5つのアクションプランは'

が初めての試みでした｡河川整備

対談する鈴木所長(右)と中村所長(左)

壁

書

推察の上'源流地域活性化に関す

つきましては'これらの実情をご

のです｡

生･源流地域活性化に関する施策
を実施して頂きたいと切望するも

する地方再生の柱の一つに'源流再

源流地域活性化に関する貴望について

婁

晩秋の候'貴職におかれまして
は益々ご清栄のこととお喜び申し

上げます｡日頃､源流地域の保全
と振興に格段のご高配を賜り'厚

ご承知の通り､全国各地の源流

たく'ここにご要望申し上げます｡

る下記の事項を実施していただき

くお礼申し上げます｡

地域は､社会構造の変化に伴い'基

記

幹産業であった農林業の衰退に起
因する過疎化'少子高齢化'限界

集落の拡大などの急速な進展の中'

加し'シカやイノシシなどによる

1河川の最上流域に位置する源
流地域は'国土保全･環境保全
の最前線であり､国民生活に欠
かせない水や縁'自然環境等を
守る上で特別に重要な位置にあ
るが'広大な森林面積を抱える
うえに､管理放棄の田や畑が増

存立の危機に立たされている自治
体も多数あります｡また'人口の
減少により放置された畑や田､森
林が増加し'特に管理放棄の人工
林では大雨のごとに表土が流出し
河川に流入しており､国土保全や
生態系にとって深刻な事態が発生

しています｡さらに､シカやイノシシ､

困難を抱えている｡特に'熊野川

食害が深刻化するなど特別な

サルなどによる野生獣による被害

が拡大し森林環境の悪化や耕作

進んでいる｡原因の調査とシカの

内における深刻な環境破壊が

適正管理､食害防止対策など源
流の特性に応じた特別措置を

源流に見られるように､天然林

このような同じ課題を持ち地
域の存続に心血を注.ぐ全国各地

放棄に拍車をかけています｡

の源流地域の自治体で構成する

本会では'平成十八年度より源流
再生に向けた政策ガイドライン作

講ずること｡

源流地域の資源を流域全体で

また'健全な水循環の構築や

成に取り組んでまいりました｡河

川の最上流域に位置する源流地

しています｡

域は'国土保全や環境保全の最前
線であり'国民生活に欠かせない
水や緑を守る上で'さらには地球
温暖化を防止する上で特別に重
要な位置にあると､私たちは認識

2限界集落､準限界集落が源流地

こなうこと｡

守る上で'情報発信や上下流連
携が欠かせないので'源流地域の
調査･研究､源流の景観保全､親
水施設の整備'情報発信等'流
域一体管理づくりへの支援をお

れていることに対し'何事にも代え

では'少生産物の販売'山村民泊･

域で増加している｡こうした集落

現在'福田内閣が'都市と地方
の格差是正に本格的に取り組ま

敬意を表するものです｡国が推進

がたい応援であると心から感謝と

源流の四季◎

東日本自然再生協議会の
情報連絡会に参加して
り'心強いものがあります｡

ため'裏負担のない公的資金の
導入を図ること｡また､源流地

農村民泊など'規模の小さい経営

を支える仕組みが求められている｡

するものであることから'下水

て水質を良好に保つ責務を有

域は'水の源であり'下流に対し

アンテナショップの開設や運営'源

全国の源流の実態を把握Lt小
規模経営への融資制度や産品の

な特別な処置を講ずること｡

道及び合併処理浄化槽の設置
及び維持管理に関して財政的

流(限界集落)に人を呼び込むた

等具体的な支援策を講じること｡

めのポータルサイ‑の設置'運営

ている｡森林･林業の担い手がい
なくなり'山が荒れ'田や畑が荒

域の源流を愛する人々の応援があ

人口の拡大を図るため都市と農

さらに'源流域の木材資源の
活用を図るため'国産材による
学級づくりなど公的施設への普
及策を講ずること｡また､交流

れている｡小規模生産を奨励す

NPOなど多様な団体､個人が参加'

山村の交流推進を支援すること｡

ラブ等々'大学､民間団体'地域住民t

3次世代を担う子供たちはへ社会

栽培･共同販売の奨励'アンテナ
主部の設置などの支援を行うこ
と｡さらに'自然環境と地域再
生に精通した人材育成のため'
国土保全や環境･森林･経営に

東日本自然再生情報連絡会が'

法'制度を見直すために意見を求

環境の変化によって社会体験､
自然体験が年々減少している｡
本物の自然に触れ自然を理解
し自然に親しむ源流体験は､環

以上を実現するため'国が推進
する地方再生の柱の一つに'源流再
生･源流地域活性化に関する施策
を位置づけ実効ある法的措置を

十一月十四日と十五日の二日間仙

められました｡

境教育の原点である｡都市部の
小学校や水辺の楽校などが､源
流体験できるよう交通費､講師
料等の支援策を講ずること｡ま
た'循環型社会構築に向けて木
質バイオマスや小規模発電など
自然エネルギー施設の設置'運

講じること｡

わっている協議会がその取り組み

この会の目的は'自然再生に携
山村の生活を支えていたのは森林

る森林ではないでしょうか｡かって

再生といえば総面積の9 5%を占め

し'社会的に評価できる場合'事

1回が必要かつ適切であると判断

の二点を提案しました｡

再生に取り組む支援のあり方'手

状況を紹介し､情報を交換をす
るものでした｡その生業としての材

でした｡木材は平地の米に匹敵す

ところで'小菅村における自然

ることにありました｡内容は'森林'

は国の責任で予算化してほしい｡

報発信'経験交流､研修会など

策を検討すべきである｡また'情

2山林の路網整備は'森林資源を

務局運営費など具体的な支援

経営の魅力がなくなってしまいま

生かす上で重要である｡作業道

益が見込めません｡その結果､森林

最近になって間伐する場合'森

した｡

は間伐だけでなく木材の搬出

価が低迷していて'伐採しても収

持する活動'また'自然を長期に

く100%の公的負担になりました｡

林所有者から負担を求めることな

おける損なわれた自然を取り戻

象とすることから'地域の民間団

管理する方策でした｡自然再生
協議会で行う事業は'長期的な
視点に立って広範囲な地域を対

す事業'現在の良好な自然を維

多摩川源流研究所としては'次

里山･里地'河川'湿原'干潟等に

る機会を得ました｡

情報会議では'環境省から自然

や混交林を育てる上でも有効

営に特別な支援策を講じること｡

協働しており'このことが環境省を

それにもかかわらず山林所有者に

である｡またこれにリンクして､

台市で開かれ'その会議に源流研

体や地域住民の参加'協力を原

意欲がみられないのは森林事業に

他の地域産業の振興も可能と

係わる補助率を1‑0%までアップ
する必要がある｡

4管理放棄の森林では大雨のごと
に大量の表土が流亡するなど国

(各分野の課題については別紙の通り)

再生支援対策の強化を図ること｡

な注目を集めている｡全国各地

急に整備すること｡

の源流地域で環境に適した林内
路綱の導入によるモデル林を早

さらに､森林整備に関して､森

林の公益的機能を向上させる

長山梨県小菅村長

副会長奈良県天川村長
山梨県早川町長
山梨県道志村長
長野県木祖村長
岡山県新庄村長
島根県古賀町長
宮崎県椎葉村長

副会長宮崎県五ヶ瀬町長

会

︻全国源流の郷協議会︼

土保全や河川環境を含め生態

口を設置し､省庁連携による源流

特に'国に源流対策に関する窓

い職員を出向すること｡

関係する省庁から源流地域へ若

るため'販売ルーーの開発､共同

放棄田･遊休地等が年々増加し

5多摩川源流では'放棄林･放置林･

則としますが'現状は釧路の湿原

長期的な展望がないからだと思っ

なる｡

はじめ全国から注目されています｡

回復事業にみられるように大半

ています｡森林の保全はそこに人が

そのためにも現在の路網整備に

究所の中村所長とともに参加す

が行政が主体となっています｡

住んでいてこそ成り立つものです｡

東京農業大学の宮林先生は'｢源

これに比べて'多摩川源流自然再

流の再生のためには､源流域に豊

系にとって深刻な事態が発生し
ているが'山地を保全しながら
治山･治水の役割を持ち'防災

研究所であり'源流大学'東京電力'

この会議に参加して改めて自然

に貢献する目的を持って森林内

生協議会は'事務局は民間の源涜

再生事業は役所だけに依存しては

富にある自然環境や間伐の遅れて
いる森林環境を健全にすることの

ならないこと｡事業の成否は地域

流再生につながる｣と述べています｡

ことを強く感じました｡

ことのできない大きな存在である

文

森林組合'エコセラピー'ゆうゆうク

みではない｡源流域に人が住み'特

住民の自立にあること'そして'山

幸いなことに､この提言の具現化に

菓谷野屋田

に構築する大橋式路網が大き

展させることによって､はじめて源

定の産業が成立し'源流文化を発

村の活力を創出し'次世代につな
げていくには'源流研究所は欠く
あたっては'大学'企業､多摩川流

瀬

虜

谷干

椎中笹栗大辻辛飯

夫

徳昌一垂辰

充勝寛也博幸高巳

晃

守氏(源流研運営委員)

小泉

交流事業の中核を担う｢源流

菅原先生や北島さん'佐々木さん､

つながる｡そのため'多摩川源流研

することが流域を良くすることに

て大切な財産であり､源流を良く

す源流は､流域住民にとって極め

を実施し､｢森林診断自書｣を作

どの基磯丁‑タを集める｢森林診断｣

る｣と'樹木の種類や立木密度な

ためには流域の森を守る必要があ

京農業大学の教授が｢源流を守る

くりへのたゆまぬチャレンジを続け'

このように'同研究所は地域づ

正な維持管理に取り組んでいる｡

の作業を行い森林の機能向上や適

ィアを募集Lt間伐や枝打ちなど

ー｣の一環として'森林保護ボランテ

いることから'｢森林再生プロジエク

心から感謝します｡この受賞は'小

子さん始め流域の市民の皆さんに

川崎市の伊藤多摩川施策推進課長'

ダム所長'大田区の赤坂道路本部長､

中村所長は｢祝う会を準徹して

万三千部発行し'流域市町村の小

性化に大きく貢献している｡

や地域活動の再生'地域経済の活

トによりl層源流のために頑盛li/琴

る受賞を誇りとして今日をスター

頂いた田中喜美子さん'鈴木真智

中学校をはじめとする公共施設

源流研究所総務大臣表彰お祝いの

崎市多摩区登戸の柏屋で多摩川

源流の四季◎8◎

参加した｡また'東京農業大学の

鍔山さん'山道さん'神谷さん'瀧

通省河川局河川環境課の小俣河

究所は'源流域の現実と苦難を広

情報発信事業においては'源流

成した｡

賞したものです｡こうした栄えあ′

菅村及び多摩川流域の市民が受

同研究所の事業内容は'

｢流域の人間が愛してやまない

川崎市で開かれたお祝いの集い

り組んでいる｡

体験教室｣は'主に都会暮らしの

さんら多くの流域の市民や国土交

の魅力を紹介しており､年間延べ

田さん､本木さん､萩原さん'安元

子供たちを対象に源流に直接触
れる体験メニューを整備して源流

二千五百人を超える参加が得ら

義

林璽モデル林整備事業を行い'森林や地域活動の再生に取り組むなどへ地域経済の活性化に貢献｣し
たとして､このほど地方自治法施行六十周年記念総務大臣表彰を受賞した｡これは'山梨県の推薦によ

川環境保全調整官'京浜河川事務
所の林副所長､工藤調査課長､柳

いま､全国的に源流域の町や村
く住民に周知Lt源流の自然と地

民間企業などの賛同を得て'森林

村民はじめ流域住民はもとより

沢河川環境課長､荒川の山田二瀬

れている｡

は急激な高齢化'少子化に直面し

域文化を守り'源流域の復興･再

に関する情報を流域に伝えるため'

源流域の民有林の荒廃が進んで

るものである｡以下､山梨県の推薦内容(要旨)を紹介する｡

ている｡このまま推移していけば'

会報｢源流の四季｣を年四回'約一

l

源流域の町や村はその存立が危う
設立された｡

生を図るべく平成十三年四月に

l功労内容

くなりかねない状況におかれてい

①源流資源の調査･研究

多摩川!その流域に位置する多摩

集いが開催され'多摩川

hll

に配布し､積極的な広報活動に取

資源の調査･研究事業

川源流研究所がこのたび総務省主

長へ源流研究所の
遜.

当日は､小菅村

佐藤課長'

小泉さん､虞瀬さん､中島さんらが

たい｣と語っていた｡

②情報発信
③源流と流域との交流事

業の推進

では'森林の実態を解明

催の﹃地方自治法施行六十周年記
念式典﹄におきまして﹃総務大臣

主任研究員'中村

ヰ戒十九年十首章句

艶暮増収雀

長沢川崎区長らが顔を揃えたo

る｡流域全体に水の恵みを生み出

葦､.. {ヤ4&'･･

泉嚢水

滝や尾根の地名の由来'住

する林相調査をはじめ'

表彰﹄を受賞する栄誉に輝きまし

が招待された｡

大きな柱となっている｡

④森林再生プロジエクーが

民の生活様式や文化など

た｡そこで一緒にお祝いを!と総務

量川渡研究所風

広い視点から調査を実施

大臣表彰のお祝いの集いを計画し

黒川小菅の湯総支配人'河村さん'

奥秋教育長'

希は地域｡共同溝智義だ
取ケ組み布告額聴的に奮J

し'蓄積したデータは解説

ました｡｣(発起人

七十四名が参加'

よって地墓賓十滴凍せ

書や｢源流絵図｣などの形

ん'鈴木真智子さんら十二名)との

地方色背恩展望ド奇与えた
諸はまrJとド瀬煮葦
寒JミJこド泉牽貧サ

で発刊し､源流を知る上で

市民の呼びかけで'十二月七日'川

虞瀬村長､

の貴重な資料となっている｡

田中喜美子さ

又'運営委員でもある東

総務大臣表彰状

大橋式路綱の完成を祝い

餐同番

好天のもと大橋式路網の完成を
い社会経済環境にあるが'東京農業

少子化による人口減少のなか'厳し

祭では､樹齢百年の木を切り倒し'

最後に丹治先生は'｢昨年の繁明

源流の山々を守り
流域に安心安全をお届けしたい
祝い'第二回多摩源流の森繁明祭が

で感じました｡今年は'路網という

芳ばしい香りに命の尊さをみんな
新しい光が溢れることになりました｡

流百年の森づくりが進展し'源流大

これから小菅村が美しい故郷になっ

大学や東京電力の協力で多摩川源
学が開校するなど地域再生への第一

十月二十一日､小菅村･多摩川源流研

歩が踏み出された｡今日大橋式路

ていくことを心からお祈りしていま

究所の主催'東京電力の共催'多摩
林組合の協力で盛大に開催された｡

川源流自然再生協議会･北都留森

たことに心から感謝したい｡｣と挨

網の完成を祝い賓明察が開会され
拶した｡続いて自然再生協議会から

小永田の神楽を奉納

させてモデルケースとして各地へ普

みである｡この森林再生を是非成功

づくり﹄は日本でも初めての取り組

化と同時進行する﹃源流百年の森

が取り組まれているが'地域の活性

感謝します｡日本各地で森林再生

影山部長は､｢繁明祭への参加に

ける｢松鶴のブナ｣がある｡多摩川と

代の中期より時の流れを見守り続

に延びる｢牛ノ寝通り｣に､江戸時

源流に位置する大菩薩峠から南東

ナの保存活動を実施した｡多摩川

に呼びかけて牛ノ寝通りの松鶴のブ

七日〜十八日の二日間､流域の市民

小菅村･源流研究所は､十一月十

す｣とのメッセージを送った｡繁明祭

では'小永田の奉納神楽や路網渡り

I.''堅≡, ",.''･''.･;.‑.烏題

村･源流研究所は'昨年度の源流塾

十二月二日〜三日の二日間'小菅

公務を終えて賓明祭に参加した

の成果を活かし'源流古道･森林再

初め･｢木だし｣の行事が行われた｡

に際して｢大橋式路網が'大橋先生

虞瀬小菅村村長は､路網渡り初め

を喜んでいる｡小菅村は､源流の山

流古道を復活し山地保全や水源滴

今'山づくりで大切なことは'源

くりに取り組んだ｡

生プロジェクーによる共生林の森づ

を荒らさない災害に強い山づくりを

養機能の高い森林へ戻すことである｡

養の要の役割を担う尾根を水源滴

の直接の指導により完成したこと

推進したいと考えている｡源流の山々

進め'多摩川源流百年の森づくりを

ところが'昭和三十年代から開始さ

り'尾根筋は天然林で覆われてきた｡

れた国の拡大造林によるスギやヒノ

我が国では'長い間､先人の知恵によ

さな源流の村ですが'今後とも源流

キの植林事業では'尾根の文化も適

お届けしたい｡人口九百三十名の小

の自然と暮らしを守っていきますの

地適木の原則も軽視された｡

を守り流域の皆さんに安心安全を

に包まれた｡

でご協力を｣と挨拶し､大きな拍手

今回は､菅原先生や地元講師の

学んだのち'三つ子山周辺の林相調

協力を得て､源流学の基礎講座を

査と間伐を実施した｡ノコギリで一

ンボルであり'未来に生命を繋ぐ母

表土の流出を防いでくれると嬉しい｣

少しでも明るくなり'下草が生えて

本一本間伐を行った参加者は'｢森が

樹である｡最近'鶴寝山へのハイカー

と明るい表情で語っていた｡

柵と木道を完成させた｡

指導で技術力をアップ'立派な防護

れない手つきだったが'地元講師の

柵と木道づくりに挑戦し'最初は慣

設置した｡参加者は'手作りの防護

松鶴のブナ･母樹の周りに防護柵を

成果を引き継いで'二日間かけて'

株式会社と共催し､昨年の源流塾の

声が上がっていた｡そこで東京電力

み固めると母樹が弱るとの懸念の

が増え'松鶴のブナの周辺の根を踏

鶴のブナ｣を守る

開会式は'第一回多摩源流の森繁
を囲んで始まり'小菅村を代表して'

宮林先生が'多摩川流域から京浜

明祭で建てられた丹治先生の歌碑
奥秋教育長が｢小菅村は'過疎化'

河川事務所の工藤調査課長が'共

及したい｡また'東京電力は､水を大

相模川の分水の峰にガッチリと根を

境部長がそれぞれ挨拶した｡

催者の立場から東京電力の影山環

量に使用し､CO2排出量が日本の一

保ち続けている｡

張り'風雪に耐えながらその雄姿を

このブナは､多摩川源流の森のシ

割を占める企業だからこそ､森を守

組みたい｣と抱負を語った｡

る活動に今後とも力を入れて取り

大橋式路網の完成を祝い､渡り初めのテープカット

の連携を新たに創造｣したいこと'

全国に源流大学を展開し流域間

また'源流大学のカリキュラムに関

続いて'宮林先生から'カリキュラ

リキュラムは'一年目は'座学と体験

ムと源流学学士認定に関して'カ

による源流大学基礎コースを準備
し'二年目は'森林調査手法など

ムと単位数などが検討中と説明

意見交換では'源流大学コンソー

された｡

源流大学コンソーシアム検討会が､

アムの目的に関して'｢源流大学の

杉野さんから'源流大学コンソーシ

検討会では'源流大学事務局の

芸大学､法政大学など連携可能な
大学から連携を組むこと'源流大
学コンソーシアムを多摩川でモデル

であること'東京農業大学'東京学

くり'国づくりを担う重要な課題

を担うことなどの発言があり､源

し､全体のコーディネーターの仕事

源流の四季◎10 ◎

に創出するか｡

学学士｣の認定を図りたいとの提

3'多摩川源流で始動した産官学

するか｡また源流の自然環境を

民連携による源流大学の成果
と仕組みを全国にいかに普及

案が行われた｡

にプlフットホームづくりを

健康の保持と病気の予防にど
う役立て'環境教育にいかに活

して'三年コース履修による｢源流

にある｡国の推進する｢地方再生

4㌧自然の恵みに感謝し'自然を崇

拝し自然と共に生きてきた源
流文化の継承が高齢化の中で

上級コースを設置して'林業･農業

実習の基礎を学ぶこと､三年目は'

危機を迎えている｡源流文化の
継承と普及をどのように進め

かしていくか｡

のための新たな戦略｣の柱に源流
再生を位置づけるため､国に積極

全国源流の郷協議会が源流政策委員会を開催

たいと思う｣と述べた｡続いて'全

のかが大事で､実際は行動するの
は今日からという観点で協議し

主催す
策委員会が'十一月

政策の基本的な視点は次の通り｡

的に働きかける｡

協議会といたしまして十一月九日'

などの技術を学び実践能力を向
上させ指導者としての役割が果た

国に対して源流地域活性化に関

国源流の郷協議会を代表して'
会長の虞瀬小菅村村長が｢源流

京港区の都道府県会
叩た.政策委員会には'

高橋会長を始め､宮林委員'木俣
委員'竹村委員'渋沢委員'山道
委員が出席した｡また'国土交通

せる力量を身につける'などのカリ

していきたい｣と挨拶した｡

その方向性を決めて行動を起こ

室長が出席し激励の挨拶を送った｡

つくること'源流大学の取り組み

るか｡

5'源流ネッ‑ワークを拡大し政府

キュラムの内容と｢源流学学士｣認

1㌧地球温暖化防止と安心･安全
な地域づくりを源流域でどの

どのように実現させていくのか｡

に源流を守る法的な仕組みを

定に関して'必修条件と選択条件
を示し'必修･選択の合計二十単

する要望書を提出したところです｡

在する源流資源を活用した自

2､誰でも利用し源流に豊富に存

6㌧源流の情報を発信し'国民とマ

開会の挨拶に立った政策委員
会の高橋裕座長は'｢政策ガイド
は重要であり'これをプラッ‑ホー

源流大学コンソーシアム検討会開催

ように進めるか｡

立型の源流の郷をどのようにつ

位を修得したものに｢源流学学士｣

今後ガイドラインを作って頂いて'

意見交換では'抽象的なガイド

スコミ'政治家の理解をどのよ

ラインが示されたが'つくると安

ムにして育てていくことが源流再

省の河川局河川環境課の舟橋課
長補佐'環境省の自然環境局自
然計画課の野仲課長補佐'林野
庁の森林整備部の吉井山村振興
ラインではなくて具体的な政策を

うに得るか｡

心してしまうという傾向がある｡

生の核になること'源流大学の賛

十二月十二日'東京農業大学で開
催され､新たな価値観を持つ人づ

コンソーシアムは従来のコンソーシア

化し全国展開を目指していくこと'

シアム構想は'2 1世紀の新しい人づ

町村の困っている課題'取り組んで

くり'地域づくり'国づくりをめざ

ム形態である大学間同士での協定

基礎コース･実習･体験を得て源流学学士取得へ

を授与することなどの認定システ

くりあげていくか'資源を活か
した新しいビジネスをどのよう

これに基づいてこれから何をする

同者を募り'広げ'コンソーシアム

いる現状を情報として収集し'全
国が共有できる情報ネッーワーク
をつくることなど具体的な意見

す源流大学のコンソーシアム構想に

を組み全国に普及すること'各市

や提案が数多く示された｡

源流大学コンソーシアム準備室に各

= ･ ‑ ‑ ･ ◎

にとまらず企業･行政･NPOとも
‑ ‑ ‑ ‑ ◎

ついて意見交換を行った｡検討会に
‑ ‑ ≡ ‑ ◎

団体から職員を派遣し体制を強

◎

流による授業の多様化二島度化'②

連携Lt①大学間相互の協定･交
源流政策委員会で議論された
源流政策のガイドラインは次の通り｡

国土保全にとって河川の最上流域

のシンクタンクとしての役割を果た

していくことが確認された｡

流大学コンソーシアム構想を推進

化すべきこと､源流研究所は本来

は､東京農業大学の営林先生'源
流大学事務局の杉野さん'石坂さ
ん'東京学芸大学の木俣先生'井

連携による地域振興を図る｡また'

厳しい社会･経済環境にあって､

多摩川流域をモデルケースとして'

今後河川の最上流域に位置する

がそれぞれ参加した｡

村さん'法政大学の神谷先生'東
京電力の矢野さん'小菅村の青柳
源流振興課長'望月さん'源流研
究所の中村所長､中川主任研究員

行政･企業との連携による源流大
学講座の設定'③委託研究等の受
け入れ窓口拡大'④商品開発等､
大学を中核とした多様な主体の
である源流は'安心･安全な地域づ

源流の郷がいかに生き残っていくか｡

くりの上からも極めて重要な位置

源流再生政策委員会(1 1月29日)

bっi･

働幽

多摩川山が敬大作戦

多 摩 川 流 域 ネ ッ 与 ‑ ク

安 元

多摩川流域セミナー開催
● ●

順

になる｡そして'自然と気が付くの
である｡どうしてライフジャケッ‑が

問題を考えながら楽しんでいた｡

本来の生きものの姿や外来種等の

準備体操を終えて､八時四十分
に松姫峠を出た｡鶴寝山から､松

りのヌタ､棚倉'狩場､牛の寝'玉蝶

鶴のブナへ｡続いて'栗ダツ'山沢入

出合い'石丸峠'大菩薩峠と歩き'

それぞれの調査が一通り終わる

る｡その前に'皆で｢カッパの川流れ｣

午後四時十分に介山荘に到着した｡

と､ヤマメの試食の時間が待ってい

を楽しんだ｡｢カッパの川流れ｣は

大菩薩峠にある介山荘は改築記

ら大歓待された｡益田さん日く'｢小

念のオープン日で'益田さん親子か

その名の通り'多摩川の流れに身
をゆだね､水面を漂って行くとい

う川遊びである｡ただそれだけの
ことであるが'水を知り'水と仲

良くならなければうまく流れる

だいて'介山荘も喜んでいます｡本

当に有り難うございました｣と感

菅村と多摩川源流研究所のみな
さんに改築後初めて利用していた

赤いライフジャケッ‑を着て'や

ことはできない｡

いて戦後二番目の水位に達した｡

バンモロコシやカンエンガヤツリなど

河川敷の河原を散策しながら'セイ

一方､昆虫･植物調査のグループは､

らふっと思った｡身をもって川の楽

く子どもたち｡そんな姿を見なが

ば屈託のない笑顔で川を流れてい

なびっくりであるが'一度水につかれ

川に入る大人たち｡最初はおっか

参加して良かった｣と感想を述べうそ

ような神秘的な美しさに出会えた｡

染まり､この世のものとは思えない

木源三さんは｢西の空が黄金色に

が素晴らしかった｡参加者のl人､村

で川へ入っては駄目なのかを｡

必要なのか｡何故素足やサンダル

これまでの多摩川流域セミナー
幸いにして東京側のような被災を

を教わったり'イナゴやショウリョウ

の説明と簡単な植物図鑑の作り方

しさと恐ろしさを理解するという

の光景をくいいるように眺めていた｡

念撮影をして峠を後にした｡途中

七時四十五分に出発'介山荘の益
田一家に感謝を述べ'大菩薩峠で記

最終日は､雨の中､大菩薩峠を

夕食の前の夕焼け(表紙の写実)

は会議室の中での話し合いを中

バッタなどの昆虫を採取し'身近な

の方なのだと｡

こと｡忘れているのはやっぱり大人

謝の言葉を贈られた｡

心としていたが､今回は趣向を変
え'実際に大人も子どもも川に
受けなかったため'十分な下見を
行い'安全管理を徹底した上で'水
中生物調査と昆虫･植物調査の二

そのたくましさを実感すると共に'

自然の中に生きる命に実際に触れ'

る気満々でありながらも恐る恐る

ジャブジャブと入り'多摩川という

水中生物調査のグループは'河川

グループに分けて活動を開始した｡

｢多摩川ジャブジャブ大作戦｣(多摩川流域懇談会が主催)をテーマに
した第二十六回多摩川流域セミナーが､平成十九年十月二十日(土)､川
崎市中原区のとどろき水辺の楽校を会場に開催され'とどろき水辺の莱
校の親子を中心に百十三名が'参加した｡多摩川流域ネットワークの
安元順副代表から手記が届きましたので､紹介します｡

いう目的を持って'青空の下'川崎

自然を楽しみながら学習しようと

突っ込み'マハゼやカワエビなどを採

いる植物の根元に網を勢いよく

市中原区の河川敷で開催された｡
九月六日に関東地方へ上陸した

台風九号の災害の爪痕が各地に広

敷のゴミを拾った後､水辺に生えて

台風九号は'石原水位観測所にお

取する｡最初はなかなかタイミング

がっていた'参加者はその規模の大

たが'そのうちだんだんと生物の姿

遊物しか入らない子どもたちだっ

木さん'鈴木さん'小美野さん'麓

莫里さん'二平さん､村木さん'青

旅Aコースが始まった｡常連の島田

小菅村･源流古道水源林体験の

姫峠から大菩薩峠､柳沢峠'笠取山'

がります｡これから三年かけて'松

すがtAはBに繋がりtBはCに繋

れました｡今日はAコースでありま

執り行う｡中村所長から｢源流古
道水源林体験の旅がついに開始さ

代表して､麓さん夫婦に感想をいた

事に柳沢峠に到着した｡参加者を

に到着､午後一時五十分に全員が無

峠を過ぎ十一時五十分に六本木峠

尾峠に十一時二十五分に着く｡天庭

十時五十分に丸川峠を出て'寺

きさ､被害の深刻さに驚いていた｡
を確認できるようになってくる｡浅

さんなどが小菅村にやってきた｡み

唐松尾山'将監峠､竜喰山'狼平'

生の思い出です｡｣と｡奥さんは'｢本

後も是非続けたい｡｣と語った｡

◎11◎源流の四季

をつかめず'綱の中には木の枝や浮

い場所では活発に動き回れても'

んなが源流ファン｡小菅ファン｡九月

膝上を越すような水深になってく

二十七日の午後の三つ子山探索は'

だいた｡ご主人は'｢あの夕焼けは一

ると'水の抵抗で歩きにくい｡また､

中川徹君がガイドし好評だった｡

当に思い出に残る言い旅でした｡今

水底は平らではなく､すべる箇所
もあるので更に注意が必要だ｡そ

るく楽しく古道を歩きましょう｣

九月二十八日の朝､源流古道水
源林体験の旅に出発した｡松姫峠
に八時二十分に到着し､出発式を

のような環境の中'最初は戸惑い
を見せていた子どもたちも､次第
に適応Lt自在に移動できるよう

と挨拶した｡

雪取山'鳴沢までを巡る壮大な旅
です｡今日は怪我をしないよう明

水中生物を観察(第26回多摩川流域セミナー)

瀬川流域'耳川流域､縁川流
域の住民が連携して'協働で
極めつけの源流体験を参加者

｢源流の再生をめざして｣
をテーマに第8回全国源流シ
ンポジウムが'1 0月27日と2 8日

NPO法人五ヶ瀬川流域
ネッーワークの土井祐子代表

ことが大きな特色になった｡

を五ヶ瀬川源流から発信する

に提供し源流の魅力と価値

350名が参加して開催され
た｡今回のシンポジウムは､五ケ

の司会で開始されたシンポジ
ウムでは'主催者を代表して､

秋本治実行委員長が挨拶し､
｢この源流一帯は'日本の神話
発祥の地である｡参加した皆
さんが源流の神になり日本の
源流の再生を議論し'源流の
新しい時代の幕開けを担って

欲しい｣と訴えた｡基調講演
した月尾嘉男先生は｢自然再
生‑生命圏域からの発想｣を
テーマに幅広い視点から日本
の現状を分析し'｢世界的に
環境破壊が進む中'いい環境
を築く鍵になるのが'同じ自

然風土を共有する生命圏域
で､縦割りの行政圏域から生

中心とした社会づくりが重要

命圏域へ転換し'自然再生を

である｡源流が元気になれば
日本が元気になる｡源流は非
常に重要な位置にある｣と指
摘し'源流の再生がいかに大
続いて'国土交通省河川局

切かを強調した｡

河川環境課の小俣河川環境

V.りの事例を紹介し'水の源'

保全調整官が基調提案し'上
下流連携による源流資源の
保全と活用を図る仕組みづ
文化の源である源流地域の再
生の必要性を訴えた｡基調提
案を受けてNPO法人樹木･

流の魅力を発掘し

生業が必要｡源

していくには

源流ネッーワークの中村代表'

環境ネッーワーク協会の渋沢
寿一理事長tNPO法人全国

た体験ツアーをつくり'

都市住民との交流に繋

椎葉村の尾前義則狩猟儀礼

作法伝承者､秋本治実行委員
長､熊本県山都町の那須昇九

換が続いた｡

今回のシンポジウムでは'地

げよう｣など､活発な意見交

州ハイランドインスーラクタ‑

協会副会長､NPO法人五ヶ

元や周辺の歴史'自然'商店
街などを巡る体験ツアーを用
意し'計3回の魅力発見･体
験ツアーを実施し源流の魅力

瀬自然学校の杉田英治代表

NPO法人全国水環境交流

を全国へ発信した｡

行われた｡ディスカッションではt

によるパネルディスカッションが

会の山道省三代表がコ‑ディ

ネ1‑'｢自然をよく知り自

然に学ぶことが何より大事｣
｢子供たちに本物の自然に触
れさせることが大事｣｢流域
に住む人が､源流の貴重な資

源に対して共通認識を持た

可能でなくなったときに'どう

ないといけない｣｢都市が持続

次の時代をイメージするか｡
机上でなく'体で命について学

ぶには源流の人々の暮らしが
参考になる｣｢源流域で暮ら

活発なパネルディスカッションの様子

の2日間､同現地実行委員会
の主催で五ヶ瀬町の｢荒踊り
の館｣を中心とする五ヶ瀬川
源流域で'五ヶ瀬町内外から

第8回全国源流シンポジウム(宮崎県五ヶ瀬町)

地元の神楽が披露された

