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小菅村長作地区で'源流大学の学生達が三十五年振りに田植えを復活して話題を広げている｡晴天に恵

この取り組みは'地元の守重
農村支援課の近藤さん'山田さん'

梨県の富士･東部農務事務所の

セージを紹介する｡

｢今回初めて来

たが'いろいろやっ

てみて'また来た

莱
淳

が多くなって'田

んぼにいるだけ

まる場所になっ

いろんな方が集

れるLt田んぼが

で声をかけてく

た｡こういうイベン

中

村

トを開くと'いろ

しくて'温かい気持ちになれた｡これか

てきたのかなと感じて'すごく嬉しく楽

いと思うようになっ

した｡ここ長作はすごく温かいなと思った｡｣

ていきたい⊥

悪
荊

くれるとは思っ

地元の人が来て

したが'こんなに

｢始めて参加

らも地元の方々と一緒に田んぼを頑張っ

んな人が気にかけて心配してくれて吃驚

｢村の人がいっ

ぱい来て下さって､

がらいろいろ一緒

笑い声をだしな

になってやれたの

たちもいっぱいで'

て無くて'こども

永
富

の人たちと一緒にやっていきたいという目

が一番良かった｡村

｢今回､田植え

的だったので望みが叶って本当に良かった｡｣

月経ったけど'見

｢3月から実際に作業を始めて'3ヶ

始めているので'
ぎらしくなると

違えるようになっ

こんな良い田ん
は想像していなかっ

た｡今日の田植えは感動した｣｡

終わって一段落し

勇
たのでそれが感
酎無量〇田植えが

たけど'これから

もまた来たい｡｣

いう感じのこと

て初めて'農大と

すけど'早大に入っ

｢今'1年生で

緒に田んぼを楽しめてうれしかった｡｣

てくれてうれしかったなと思いました二

一緒にいて､お姉ちゃん'お姉ちゃんと言っ

をして'開墾から

田植えに挑戦する学生達のメッ

ら体験の感想を語っていた｡

頑張りたい｣などと興奮しなが

まれた六月一日'学生や地元の子供や親たちの手で'希望の稲が植えられた｡人口減少など厳しい社会環境
のなか､学生と村民達の明るい笑い声が山々に響いた｡

文俊さんからの田んぼの提供を
そして子供達など五十名近くが

=‖明るい笑い声が山々に響‑

受けて'源流大学の学生達が草
参加した｡

最初はなれない手つきで植え

取り､耕し'代かきへ苗床づくり

などを積み重ね今日の田植えに
員の手ほどきをうけ'時間を追

こぎ着けたもの｡

当日は'所有者の守重文俊さ

うごとに堂に入った手つきになり'

ていた学生達も'地元や県の指導

ん'源流大学の石坂憤悟さんや

参加した子供達にも教えたりし

｢開墾からずっ

と田んぼ復活に

稲にも頑張ってもらわなくてはならない

穫まで頑張っていけたらなと思う｡｣

のでちょっと不安なんですが'何とか収

関わってきて一番

とは､人間の手

印象に残ったこ

｢草ぼうぼう

の一番最初から田

んぼづくりをやっ

ていたので'すご

く大変な時のこ

を体験してよかっ

た｡卒業してから

｢普段当たり

前に食べている

お米を'実際自

分の手で植えて'

育てる大変さを

知ることで生き

るための食べ物を作ることが'こんなに

られたらなと思って今回参加した｡｣

るんですが'こういう自分の経験を伝え

ごくよかった｡教育実習で高校生を教え

だということを自分で実体験できてす

大変でいろんな人の手が加わっているん

始め'小菅のいろんな方々と揺すること

｢田んぼづくりを始めて守垂さんを

ります｡｣

えまでできたので'すごく達成感があっ

とを思うと田植

明日香

外山

学生十一名が中心になり'地元の

文俊さんは'｢こんなに立派な田

んぼに生まれ変わり嬉しい｡水の
管理をしっかりやって'大事に育
てて欲しい｡秋の収穫が楽しみだ｡｣

･‑I.モ涙＼

て稲刈りが楽しみです｡草取りも頑張

･鞄

を入れればこん
これだけ多くの村の人たちが来てくれ

と語っていた｡

参加した学生達は｢田んぼに

て､学生と村の人と一つになって出来たと

なに立派な形になったのが嬉しい｡今日

いるだけで声をかけてくれる｡田

なという感じが

とが広がっている

僕らのやってるこ

たということは'

蓋刀してやっ

｢子供と一緒に

いうこと｡｣

した｡感動的だった｡｣

んぼを通じていろんな方が集ま
る場所になったと思う｡それが凄

く嬉しくて楽しくて暖かい気持
ちになれる｡地元と一緒に田んぼ
づくりを頑張りたい｡｣｢田んぼ
が見違えるように縮殿になった｡
稲にも頑張ってもらって収穫まで

徹行

小林

紗江

霜田

銀河

任

直俊

佐伯

裕樹

三平

て'元気に楽しく作業していた｡
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守重敏雄さん'守垂康子さん'山
ーー▼甲
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降矢英昭新村長にインタビュー
平成二十年六月十三日に小菅村の新しい村長に就任した隆夫英
昭新村長に'村政に対する考えや源流卑生に関する政策L･1 ''D今後の
村づ‑‑への抱負を伺った｡(中村文明)

位置し'大菩薩や三頭山など豊
かな自然環境に恵まれ､歴史と

村長就任おめでとうござ

文化の豊かな村です.1人1人の

中村

います｡源流域は社会的経済的

意しています｡さらに'村民参加

新しい風を巻き起こしたいと決

よい村にしたい｡時代先取の心で

たちの明るい声が聞こえる住み

にされ'若者が元気に働き'子供

すること'またお年寄りが大切

村民が誇りと愛着の持てる村に

な環境が大変厳しいなか'今後
どんな舵取りをなさるか'村民
や流域の市民も期待が大きいと
え方をお聞かせ下さい｡

思います｡まず'村政に対する考

小菅村は､多摩川源流に

時代先取の心で新しい風を
降矢

の村づくりに努め'村づくりに関

する情報をみんなが共有Lt村
境づくりに努めます｡

役場と村民との風通しの良い環

はなんでしょうか｡

りに積極的に取り組みます｡

小菅村に誇りを持ち'次の

中村

世代へ引き継げる村づくりへ

にこだわった村づくりを進めてい

小菅村は'早くから源流

を申請しています｡認められたら'

現在､内閣府に｢元気再生事業｣

この事業を村の発展の新しい起

今春に'各地区で対話集

会を持ち'村民の意見を聞いてま

降矢
わりました｡今村民が一番望んで

ます｡降矢村長は'この路線の発

この森林資源を循環させるため'

村の面積の約九十五%が森林です｡

人口を拡大し観光の振興に努め

上下流連携や交流を図り､交流

十五万人里巾民が暮らしています.

世代へ村民が自信と誇りをもっ

の源流らしさに磨きをかけ'次の

や文化が残っていることです｡こ

えば'源流の豊かな自然と暮らし

降矢

案者と聞いていますが｡

爆剤として活用します｡

森林の間伐や枝打ち･大橋式路

ます｡そのためにも'松姫ーンネ

て引き継げる村づくりに取り組

また'多摩川流域には'四百二

いることは'新しい産業を起こし'

網を促進する事業の導入･拡大

力を注ぎます｡‑ンネル開通後に'

ルの早期開通と周辺整備事業に

みます｡そのために､近隣の多摩

小菅村の特性は何かとい

を図り'国や県にも働きかけて森

川流域の市町村間の対話と協調

雇用を増やすことです｡小菅村は'

林再生事業による新たな仕事づ

ンを作り実現します｡

村が通過点にならない方策･ビジョ

最後に流域の市民の皆さ

んへメッセージを｡

中村

体制づくりに努めます｡

くりと雇用の確保に努めます｡

して暮らせる村づくりへ

人間性を大切にし､安心

さらに｢産地直送･源流の木で家
を造る｣プロジエク‑や｢木づかい
保健室｣プロジエク‑等を推進し

小菅村は'昭和六十二年

に｢多摩源流まつり｣を開始し'

降矢

森林資源を活用します｡また'小

中村

文化や福祉'生活など村

菅村を理解する定住希望者を

民の暮らしへの取り組みはいかが

て､源流を活かし源流にこだわっ

して多摩川源流研究所を設立し

平成十三年に村のシンクタンクと

積極的に受け入れ支援します｡

た村づくりを始めました｡村内

でしょうか｡

た祭りや神楽などの生活･文化を

降矢

には'昔から都水源滴養林が広

源流大学と連携し､源流の

大切にします｡特に国の重要文化

がるなど多摩川源流に位置する

昨年源流大学が開校して

全国で初めて'河川の最

苦から小菅村に伝承され
中村

された古観音遺跡の保存･普及に

財である長作観音堂や最近発掘

良さを活かした村づくりへ

注目されていますが｡

降矢

源を大切にしてきました｡この歴

水源の村として水資源や森林資

史と伝統を活かし'村民の皆さ

努めます｡高齢者の要望に応えて'

んの声に耳を傾けながら'森と川

上流に源流大学が誕生しました｡

と海の繋がりを強め'流域と連

らしでも'障害があっても'人間と

ていける村づくりに取り組みます｡

して大切にされる､安心して暮らし

けます｡

携した村づくりへ知恵と力を傾

見守りと支え合いを基本に､一人暮

の開発や特産品･農産物の源流

さらに'次の社会を担う子供たち

中村

の宝ものを発掘し'アイデア商品

ブランド化等を図り'販売網の整

の健全育成は､私たちの大きな使
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この源流大学と連携し､小菅村

備に取り組みます｡食の安全に

命です｡少人数学級の良さを活か

うございました｡

地域資源を活用した村づくり

応えて'本物を供給するなど源

すとともに進路対策に努めます｡

今日はお忙しい中へ有難
中村

て'源流の良さを活かした村づく

流研究所'源流大学と一体となっ

村民の村に対する期待は
大きいと思いますが'一番の課題

抱負を語る降矢村長(左)

平成二十年三月二十一日'｢多摩川源流自然再生全体構想及び実施計画｣が完成し'当日宮林会長から鹿
瀬小菅村長に提出された｡小菅村は'全体構想と実施計画を関係省庁へ送付した｡この全体構想は'源流域
の森林再生･景観再生･文化再生や新しい流域管理システムの指針を示した診断書と処方等となるもので

失われた自然を復元Ltあ

源流域に残された優れた

鵬の四季◎4◎

らゆる生き物が共存Ltお互い

に支え合い認め合う豊かな生

｢源流らしさ｣を再生するた

態系を守る｡源流から河口まで､

流域の市民が安全で健康で豊

めに'次の三つの部門を設けて再

む｡そして'流域の視点に立って

景観部会‑源流景観の創造

森林部会‑源流百年の森づくり

生事業を推進する｡

かに暮らせる地域再生に取り組

森と川と海の命の繋がりを強
める｡

③自然と人間の繋がりを回復Lt

継承

文化部会‑源流文化の発掘･

地球温暖化を防止するには'

を確立して連携･協働して取り

国民の生活スタイルそのものを

をめざす｡

対象区域は多摩川源流全域に

｢自然に学び'自然と共生す
る｣資源循環型の里づくり

及ぶが'先ず'源流域の山梨県小

組む｡

ある｡また'源流における自然再生の取り組みは'自然環境を保全するとともに源流資源の循環･活用を図
ることによって､小菅村の地域再生に深く連動するものとなった｡

小菅村の将来像を示す
自然再生の目標と事業の概要

め'人と山とのかかわりを再

①源流百年の森づくりを推し進

管理モデルを構築する｡

③独自のゾーニングによる森林

全な水源の森をつくる｡

②森林資源の循環を再生し'健

生する｡

変えていくことが求められてい

る｡自然に寄り添い自然に学

菅村を中心に進めることとする｡

然的'歴史文化的環境は'物があ

び自然と共生する源流の暮ら

しや文化を再評価し広く流域

ふれる現代社会の中にあって大
きく変貌し､存続が危ぶまれる

と人間との本来の関係を再構

社会に啓発すると共に'自然
①自然環境を保全Lt｢源流ら

築する｡自然エネルギーやバイ

厳しい状況になっている｡

私たちはこうした現状に鑑み'

しさ'小菅らしさ｣の里づくり

多摩川源流は豊かな自然環
境に恵まれ'多様な源流文化を

多摩川流域社会の発展に欠かせ
再認識するとともに'優れた自

自然環境を保全するとともに'

源流百年の森づくりは'先人

④流域の市民や民間からの支援

育んできた｡これらの優れた自

をめざす｡

然環境を保全Lt失われた環境

健全な人工林を維持管理し'

達が築いてきた適地適木の山づ

など森林ボランティアによる共

ない多摩川源流域の自然環境を

は再生し'壊れた環境を修復し

生命溢れる森や清らかで豊か

くりや尾根の文化を再生しなが

生林の森づくりを進める｡

て'源流本来の機能を保ち'持続

な水を湛える本来の源流に再

ら'国土保全や水源滴養機能な

社会づくりに取り組む｡

オマスを活用した資源循環型

可能な元気のある源流らしい里

生し'こうした源流の村にふさ

ど公益的な機能のそなわった豊

源流百年の森づくりを進める

①小菅村森林整備計画に基づき'

である｡

◆森林再生基本方針

を構築するために多摩川源流の

づくりに取り組む｡

わしい人間味溢れる元気な村
②豊かな生態系を守り'｢安全で､

たっては'源流域の水や森などは'

流域社会全体の共有の財産であ

健康で'豊かな｣源流の里づく

自然再生に取り組む｡実施にあ

るとの認識から'流域の様々な分

りをめざす｡

かな森林を整備することが目的

野の主体と流域パー‑ナ‑シップ

菅原森林部会長

･宥王‑ pJ

ド

JJ) ,

②森林資源の循環と利用を推
し進める

②特に土砂の流出の防止に向け'
神社仏閣などを源流の村にふさ

整備する｡また'家並み'街並み'

自然資源を発掘し'これを保全'

流間の総合的なつながりを

り入れて'川の上下流や源

ム｣構想を整備する｡

できる｢多摩川源流ミュージア

流文化を体験し'学ぶことの

でなく'人に優しい自然を

1

‑

,

‑縦断的'横断的な視点を取

①古から培われてきた人と自然

文化･民俗･祭り･技能'古道･

位置づけ'そのために'植物･動

地名などの源流資源の調査･

物･昆虫･野鳥などの生態系や

研究を推進し'その保存と活

のかかわりを再生する｡その

文化･民俗･祭り･技能'地名な

の生態系の調査と活用'及び

用を図る｡

を構築し'｢源流大学｣による

③源流大学と連携して'源流学

森林再生と融合させながら源

して整備し､源流景観再生や

｢二十一世紀の人材育成｣を積

体験教育や｢生きる力｣を養

流文化再生を進め'多様な人

②小菅村の食文化を再生し'こ

う地域システムを再生し'発展

たちが参加し'遊び'学び､研

を｢源流大学｣のフィールドと

させる｡源流域と源流文化を

究できる体験キャンパスの整備

極的に推進する｡小菅村全域

ぶ体験教育を構築する｡

源流を愛する人を呼び込む

④｢源流の里｣づくりを理解し'

を進める｡

ど源流文化を掘りおこし'先

｢源流文化交流｣を進める｡

ファンクラブなどの組織化に取

り組む｡

活動のネッーワーク化を図り'

⑤小菅村で行われている多様な

村全体を｢源流の里｣として

自然とのつきあい方など源流

として活かす｡

を源流の里体験交流メニュー

再整備するとともに'各活動

ライフを再生する｡さらに源

◆文化再生基本方針
①源流域に残された連帯感や

する｡

など新たな源流文化を創造

｢森林育｣｢源流学｣のすすめ

⑤源流文化を再生するとともに､

を構築する｡

人の知恵と技を学ぶ体験教育

④古道や民俗'祭りや歳時記な

再生し'先人の知恵と技を学

れからの食育教育へ発展させる｡

小泉文化部長

③森林や河川を活用した自然

ジアム｣を実現する｡

せるため､｢多摩川源流ミュー

どの源流文化を継承･発展さ

ために､植物･動物･昆虫など

②｢多摩川源流ミュージアム｣は'

わしい景観に整える｡景観再生

と連携して'源流サテライーと

多摩川流域リバーミュージアム

つくりだす｡

森林の多面的機能の向上を目
構想への取り組みは'｢森林景観

③流域の市民やNPO'専門家
景観再生｣｢道路景観再生｣の四

再生｣｢河川景観再生｣｢街並み

などと連携Lt森林ボランティ
つの側面から取り組む｡

指す

アによる共生林の森づくりを
①

森林景観再生

進める

‑森林と人のかかわりが見
ある源流という環境に生かされ'

えるような景観づくりを進
める｡

てきた景観である｡そして｢小菅
らしさ｣とは'小菅村に住む人々

またこれを育むことで維持され

の生活がかもし出す景観である｡

‑川の機能を保ち'人の生
業と生きる知恵､遊び'自然

①里の自然づくり

河川景観づくり

体験や文化体験などが有

②

源流における景観再生は､｢源

街並みの景観再生'道路景観の
再生
機的に連結する場として再

森林景観再生'河川景観再生'

流らしさ｣｢小菅らしさ｣の里づ

害する人工物の撤去などを

‑自然素材の利用や景観を阻

生する｡

街並み景観再生

進め'人の営みと自然との

③

くりを実現するために取り組む｡

‑家並み'街並みや神社'仏

具体的な目標として'自然と人
の根源的なかかわりが見えるよ

関係を再生する｡
②優しい源流づくり

発掘し'これを育み'目に見

‑源流の厳しさを伝えるだけ

‑変化に富んだ源流の道路

道路景観再生

観を守り創り出して行く｡

閣などの景観を調査して記

④

えるものとする｡

‑各集落や自然の中にある景

③小菅らしさの構築

景観を生かし'道路関連施
設の修景や眺望点の整備な
どを行う｡

物として磨きあげることに

観資源を見出し'これを宝
より､｢小菅らしさ｣を構築

景観再生の基本方針は'全体

◆景観再生基本方針
の基本方針である｢源流らしさ｣

する｡

イ

④つながりづくり

｢小菅らしさ｣の里づくりを踏ま

えたものである｡｢源流らしさ｣

神谷景観部長

とは'小菅の自然環境の特徴で

'
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録に残し'小菅らしい村の景

醍,I‑‥ :

うな景観づくりを行う｡そして､

1ト

個別には'源流でしか見られない
∴∴よ湖
蕃

まい'地表を流れ下る僅かな雨水

ると'一㌧二ミリの鱗片に分離してし

われてしまう｡そうかと言って'下

低下を招いたのでは'その意図を問

水源地域の森林の
安定へ広く連携

他の植物の成長を

理想像の実現に
針広混交杯へ

こうして七次計画で一歩を踏み

木に妥当な樹種はヒノキしか見当

出した水源の森づくりの改革は'

により容易に林外へと運ばれてし

こうして'｢針広混交の複層林｣

たらない｡

という人工林における水源の森と

第九次計画で一応の完成をみた｡当

阻害Tnるヒノ壬
て'成長を抑制する物質(他感物質)

然'数十年後には検証が必要とさ

上木､下木ともにスギであれば

さらに'ヒノキ以外の植物に対し

前号で触れた｢ヒノキだけの複
を出しているのだろうか､スギ林と

れという大きな代償を払った結果

しての理想像が構築された｡山崩

まう｡

層林がなぜ問題なのか｣について'
同じ林内照度があっても'スギ林ほ

れるが'当面は'この計画に沿って粛々

問題とならない土壌の醸成の面で'

とがなく､さらに林床を覆う植物

枝も落ちず'落葉も堆積するこ

給される異形質の落葉落枝により'

を考えたのである｡広葉樹から供

その解決策として広葉樹の混交

計画で踏み出した変革を'より具

この森づくりを柱として第七次

着実に進めるとともに'より広範

完成を見た水源の森づくり計画を

に第十次計画が進められている｡

現在'水源管理事務所では'すで

ヒノ壬の弊害穏和

少し解説しよう｡

どの植物の進入が見られない'とい

と森づくりを進めるだけである｡

が貧弱なヒノキ林は'密度管理な

した第八次計画が策定された｡

体的な方針を付して進めることと

う現象も引き起こす｡

林業家の間では周知の事実とし

のである｡

土壌の劣化を防止しようと考えた

ヒノキの場合､大きな弊害をもたら

て知られる｢ヒノキ林の弊害｣である｡

起こしやすいのであるo土壌の劣化

どの手入れを怠ると土壌の劣化を

して光合成上不要となった枝を枯

水源の森づくりを目指しながら､

は水源滴養機能の低下をもたらす｡

と思われている人工林も､多くの場

植栽した樹木だけで密生している

して第九次計画が策定された｡この第

十年間の実施の後'若干の手直しを

り'水源地域の森林の安定への寄

に森林に関する団体との連携を図

すのである｡

ヒノキはスギと違い'その特性と
らせた後も'落とすことがない｡ま

た'その葉は､地表に落下して枯れ

東京府が水源林管理に着手して

与も進める'との意思も明記した｡

からすでにT〇八年'再来年には､

これまでの経営計画は'技術者の

東京市が水道事業への寄与を念頭

九次計画では'特筆すべきことがある｡

家だけが読むことを前提としていた

憲法ともいうべき文書であり'専門

入り込んでいる｡複層林化しようと

している六〇年以上の人工林にも'

周年を迎える｡

に水源林管理を始めてから一〇〇

合'植栽木が枯れた場所に広葉樹が

大小多くの広葉樹が侵入している｡

作られていた｡しかし'同じ事務所内

ため'専門用語が随所に使用されて

土壌の劣化による水源滴養機能の

抜き伐り)の際に適宜残し'さらに

それら広葉樹を択伐(更新を伴う

広葉樹も適宜残すことにより'ヒノ

下木を植栽した後に進入してくる

そして都民の理解を得る必要もある'

の事務職員を含め多くの水道局員'

林の歴史を書いてきた｡この連載を

これまで'八回にわたり水道水源

最後に'この連載を企画してく

を抱いてくださったなら幸いである｡

ださった源流研究所の中村所長､

機に'読者の皆さんが'水源林に興味

また'木材収穫を図る林業経営

たカラー刷りの冊子として刊行した｡

を前面に打ち出していた時期はす

中川氏にお礼を申し上げる｡

との判断から'図表を多く取り入れ

考えていない｡広葉樹への期待は異

でに過去のものとなったため'タイ

この広葉樹の導入には'植栽は

形質の落葉の供給源であるため'

ールも管理計画と変更した｡

(資料･東京水道一〇〇年史)
ある｡

樹種を限定する必要がないからで
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弘司

堀越

であったが'ともかくも目標とする

水源管理事務所職員

森林の姿を描くことができた｡

元･東京都水道局
キ林の弊害の緩和を図ったのである｡

活き流れを保つ水源地の川(一之瀬川)

全国源流の郷協議会が定期総会

事務局から平成十九年度事業
報告'同収支決算報告が行われ承

認された｡さらに平成二十年度専

全国源流の郷協議会は'五月二

｢千曲川の源流'人口四千六百名

て'長野県川上村の川上副村長が

また'今年度の新規加入団休とし

動を展開していきたい｣と強調した｡

の開催'森林再生の基盤づくりの

向けての国会議員との意見交換会

ポジウムへの取り組み'政策実現に

で開会される第9回全国源流シン

された｡今年度事業では'木祖村

業報告'佐藤事務局長が予算報告

たあと'中村所長が十九年度の事

会では'宮林運営委員長が挨拶し

営委員会を開催した｡運営委員

日'小菅村役場で平成二十年度運

多摩川源流研究所は'四月十二

局体制は次の通り｡

平成二十年度の運営委員と事務

就任した佐藤英敏課長が挨拶した｡

r認された.運営委貞会では'今年
四月から新しく源流振興課長に

が事業予算をそれぞれ提案し'承

年度の事業計画を'佐藤事務局長

平成二十年度運営委員会を開催

十日'東京都千代田区の都道府県
の源流の村です｡全国の皆さんと一

ための大橋式路網普及研修会'熊

を行った｡続いて'中村所長が二十

業計画'同収支予算を提案し承認

会館で平成二十年度の定期総会
緒になって森や自然､地域を守って

野川源流の自然再生支援などに

◆長野県川上村が新規加入

を開いた｡総会では'串谷副会長が
頑張っていきたい｣と挨拶し､大き

小菅村観光協会会長

菅瞭

泉

東京農業大学准教授

石川

重人

めの研究会を設置し議論している｡

生に恩返しをしようという動きが

源流水を飲んで源流の森林再

組みになっている｡

の森林再生基金に還元される仕

の源流水は'一本飲めば十円が源流

皆さんは先行して源流再生に取り

里全国協議会も生まれているが'

源流の美味しい水を'多くの市民

は'源流にある豊富な資源である

小菅の湯(水と緑と大地の公社)

のせせらぎ館では'夏を迎えて販

心に取り組んでいる川崎市多摩区

特に｢多摩源流水｣の販売に熱

i

みなさんの源流再生に役に立てる

広がっている｡

組まれている｡より一層頑張って欲

売量が増えている｡毎月開かれる

田中喜美子 多摩川と語る会代表

藍≡≡云表

佐藤 英敏 多摩川源流研究所事務局長

望月

徹男

多摩川源流研究所事務局

木下

柘郎

多摩川源流研究所事務局

多摩川源沫研究所事務局

ようだ｡

の流域市民の思いが反映している

の再生に少しでも役に立ちたいと

る｡源流水を飲むことで源流の森

殆どが源流水を買い求め飲んでい

誓詫言∴

>

開会の挨拶を行った｡

小菅人を育てる会

和幸
に飲んでもらおうと､今各方面へ｢多

'

>

積極的に取り組むことを確認した｡

役員改選では'小菅村の村長交代
に伴い新しい降矢英昭村長が会長
に選任された｡

守

広瀬

しい｡私たちも最大限支援したい｣

J

十･1',/

な拍手に包まれた｡

普及に向け研修会

◆大橋式路網の

小泉

車谷副会長は｢源流域の持つ豊
かな自然環境を保全しながら'源
流資源の循環･活用を図り源流の

郷の再生を図る取り組みは益々

水みち研究会代表

多摩川流域懇談会では'参加者の

‑

I

Je

全国源流の郷協議会の役員は
次の通り
降矢英昭小菅村長

続いて'林野庁の吉井森林整備

会長

飯干辰巳五ヶ瀬町長

博

摩源流水｣の普及を図っている｡こ

J

兵悟

大切になっている｡この間国へ政策

部山村振興対策室長'原補佐'国

副会長

車谷垂高天川村長

神谷

と激励した｡

＼

､. 4㍍dr.:Jl

石坂

多摩川源流大学事務局員

伸

提言したが､それが実現するよう
全国の源流の郷が心を一つにして活

土交通省河川環境課の舟橋補佐'

副会長

課長補佐がそれぞれ来賓の挨拶

東京農業大学教授

多摩源流水が｢せせらぎ館｣で好評

環境省自然環境局計画課の野仲
を送った｡吉井室長は'｢昨年来'
地域再生や山村'森林の再生が社

茂幸

小柳

山梨県庁

手塚

水源林ガイド

弘司

堀越

多摩川源流観察会副会長

宮林

よう取り組みを強めたい｡水源の

林野庁では'新しく山村振興のた

会的に大きく注目されつつある｡

平成20年度総会(5月20日)
全国源流の郷協議会

〜森は水の源･水は命の源･JHは命のつながり〜
日時:平成20年8月30日(土)〜31日(日)
場所:長野県木祖村･木祖小学校他
8月30日

◆基調講演/塩野米松(作家)
パネルディスカッション

◆基調提案/高橋

コーディネータ

裕(東京大学名誉教授)

宮林茂幸(東京農業大学教授)

パネリスト 中嶋章雅河川局河川環境課長､山田雅雄名古屋市副市長他
伝統芸能と郷土料理の集い(会費制3,000円)

8月30日

午前9時〜正午

Aコース 『原始の森から流れる水を追って』

定員20名/参カロ責1 ,500円

Bコース 『源流の川辺と薮原の町並みを歩こう』

定員20名/参カロ費1 ,000円

Cコース 『里山文化を子どもたちに伝えたい』

定員20名/参加費1 ,500円

Dコース 『間伐材を使いましょうA』

定員1 0名/参カロ費1 ,500円

8月31日

午前9時〜午後3時

Aコース 『源流の高原の恵みを利用した産業に触れてみよう』

定員20名/参カロ費3

Bコース 『木曽川源流トレッキングと味噌Jllダム探検』

定員20名/参カロ費3

Cコース

定員20名/参カロ費3

『樹齢550年のサワラと森を守ろう』

Dコース 『旧中山道をしのぶ鳥居峠越え』

Eコース 『もうひとつの水源､霊峰と壮大な高原を巡る』
Fコース 『木曽川の水辺で遊ぼう』

定員30名/参カロ費3

Gコース

『木曽川の源流をカヌーで散策A』

定員1 0名/参加費1.

Hコース

『木曽川の源流をカヌーで散策B』

定員1 0名/参加費

定員1

Ⅰコース 『間伐材を使いましょうB』
注意

Gコース､Hコース､lコースは､時間が異なります｡

*各コースとも天候により中止もしくは変更する場合があります｡
*各コ‑スとも参カロへは事前予約が必要です｡全コース昼食代を含みます｡
*全コースとも傷害保険をかけています｡
*第1次募集は6月30日｡先着順になりますので早く申し込んでください｡

問い合わせ･申し込み先
電話

長野県木祖村役場産業振興課

0264‑36‑2001/ファクス

0264‑36‑3344

､ノノ
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