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林道や森林作業道の積極的な整備喝‑

生物多様性の確保及び水土保全'

景観保全の観点から'国としてその

現状を把握Lt各省横断的な連携

こと｡

‑の下'実効ある治山対策を講じる

長

全国源流の郷協議会

会

隆夫

徳也

辰己

英昭

山梨県小菅村長

粟屋

飯干

用を義務づけるとともに'一般住宅

図るため'公共施設への地元材利

◎政府は,国産材の需要拡大を

全国源流の郷協議会が民主党や政府に要望ー
全国源流の郷協議会の降矢会長ら代表は､12月25日'衆議院第15控室で民主党の

一川保夫副幹事長､農林水産省で山田正彦副大臣'佐々木隆博政務官にそれぞれ会

宮崎県五ヶ瀬町長

◎農林水産省は,健全な森林整

奈良県天川村長

岡山県新庄村長

宮崎県椎葉村長

大谷

柿坂禰毒麿

笹野

椎葉

寛

晃充

副会長

拡充するなど'木材の自給率向上

長野県木祖村長

い､源流の郷の再生に関する要望を伝え'源流再生への理解と協力を求めた｡席上､

と｡

に向けて総合的な対策を講じるこ

備の基盤を成す林道及び森林作

小木曽亮弐

建築への地域材利用支援制度を

道の積極的な整備と国産材の需要拡大や自給率の向上などを強く要望した｡要請

の柿坂禰毒麿天川村長'山梨県の

長野県根羽村長

奈良県川上村長

全国源流の郷協議会の降矢会長は'健全な森林づくりに欠かせない林道や森林作業
活動には'民主党の坂口岳洋衆議院議員に同席していただいた｡

水は'日本の財産である｡皆さんの

と{)法的な整備が遅れている森林

業道の整備に積極的に取り組むこ

昌博

忠彦

二一

課長'群馬県の岸良昌みなかみ町

大田昌博道志村長'佐藤光男総務

大田

藤原

山田副大臣､佐々木政務官は､｢林

要望はよく分かった｣と述べた{'

山梨県道志村長

長野県川上村長
長'長野県の川上芳夫川上副村長､

導入を図るため｢森林作業道規程｣

に見て日本には森林資源がある{一

業は将来性のある産業だ｡世界的

作業道に関してはへその積極的な

一川副幹事長は'｢私は石川県

良昌

を定め'安全な場所に丈夫な路体

岸

を構築するための設置基準を設

0政府は'地域再生の柱の一つに

群馬県みなかみ町長

ドイツにも行ったが作業道が整備

けること｡

村源流振興課主任が参加した｡

カやサルなどの深刻な被害を調査

○農林水産省及び環境省は'シ

正予算(地域活性化･きめ細かな
臨時交付金)の柱の一つが森林にお

疎法など他の法律とかぶるところ

源流再生を位置づけ､源流地域対

カによる食害が深刻化Lt大規模

◎農林水産省及び環境省は､シ

するとともに'法に基づき国とし

ける路網整備である｡是非活用し

があるがじっくり検討したい｣との

策特別措置法を定め'計画的総合

な森林朋壊･山腹朋壊が発生して

て鳥獣害対策に積極的に取り組む

見解を示した｡

的に源流対策を推進するために'

いる'世界遺産の登録地でもある

て欲しい｣と述べると共に'源流地

この要請活動には'全国源流の

源流再生基金や源流地域対策室

熊野川源流の弥山周辺において'

こと■'

郷協議会の降矢英昭会長(小菅村

の創設を検討すること｡

域対策特別措置法に関しては｢過

長)､粟屋徳也副会長(木祖村長)へ

岡山県の笹野寛新庄村長'奈良県

山田副大臣に要望を伝える全国源流の郷協議会の代表

出身で森林組合にも関係しているt'

されていた｡日本は遅れている｡作

川源流研究所所長'望月徹男小菅

邪協議会事務局の中村文明多摩

民主党の‑川副幹事長に要望書を手渡す降宍会長

小林透企画課長'長野県根羽村の
大久保憲一振興課長'全国源流の

森林の整備や木材資源の循環活

業道の整備を進めたい｡第二次補
(12月25日)

用を進めていきたい｡都会の方は上
流への感謝の思いが少ないと思う(

盟.ヾ45
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煽り

全回源流の郷協議会は'平成2 1

ために全国森林作業道研究会を

業道を研究し､開設･普及していく

研究会では'今後全国的に森林作

仕組みとしては､まずトへ登る幹

然から教えてもらった｡高密路網の

付ける気になった始まりである｡自

し利用される恒久的な施設として

林経営を実現するために'繰り返

な路体を安価に構築し'持続的森

の現場材料を適宜用いながら丈夫

の土質に応じて'丸太や土石など

われた()研究会では'最後に事務

森林組合から先進事例の紹介が行

で'長野県根羽村や山梨県北都留

檎

新たに｢森林作業道規程｣の創設を提案
0月5日'6日の二日間にわたっ

線が出来てから支線を計画するの

の後会場

年1

が順序であり､支線は幹線が完成

網

て'全国森林作業道研究会を開催
結成することを決定した｡

郷協議会の隆夫英昭会長は｢過疎

してからタナ地形に計画する｡昭

位置づけられる｣と述べ､｢林道を

すればよいか'何が課題になってい

的に開設･普及していくには'どう

｢林道や林道森林作業道を飛躍

主催者を代表して全国源流の

した｡研究会には'地元の小菅村村

根羽村'木祖村､山梨県の北都留

に隈なく到達して作業を行うため

動脈とすると､森林作業道は林内

民をはじめ奈良県川上村'長野県

局の中村文明源流研究所所長が'

森林組合'中央森林組合'大目森

害を被った｡盛土部と路肩の補強･

るのか｡新たに回に﹃森林作業道規

和3 4年の伊勢湾台風で大きな被

程﹄を創設するよう働きかけてい

境は厳しいが､林業の再生なしに村

ため概して高密度に作詔されるが'

の毛細血管的役割を果たす｡その

化高齢化が進む源流域の経済環

組構造物と路面処理工法を用いた｡

排水の失敗体験から'復旧に丸太

くことが人切｡今こそ､林道や森林

に欠かせない林道や森林作業道を

地形に順応させ'低単価で作設す

の未来はない｡健全な森林づくり

恩かなことだと､災害に教えられた｡

大雨で道が荒らされてしまうのは

立行政法人森林総合研究所､上野

急務である一)｣と強調した.続いて､

全国各地に開設･普及することが

力環境部'尾瀬林業株式会社'独
原市役所'西桂町役場など8 0名を

課題として取り組むべきであると

作業道の開設･普及を政治の優先

超える参加者で会場は埋まった{

限の規格構造であることが望まし

私たちは'確信する｡こうした健全

こうした経験から現在の路網の原

な森づくりを担い､森林作業道の

山梨県森林総合研究所の苗村仁

した｡さらに'東京農業大学の宮林

い｣と今後の作業道のあり方を示

型が出来た｣と発言し'参加者に

研究及び普及を推進するための全

所長､東京電力環境部の影山嘉宏
部長'北都留森林組合の山口創生

回森林作業道研究会の役割と使

命は大きい｣と指摘した｡選出さ

可能性｣'清光林業の同橋清一凡社

長が≡口野林業と大橋式路網｣､東

茂幸教授が｢森林の新しい価値と

京都森林組合の久保寺隆文さん

員は次の通り｡

東京大学の酒井秀夫教授は'｢こ

れた全国森林作業道研究会の役

れからの森林作業道｣について｢こ

会

名誉会長

が｢みなと区民の森づくり｣と題し

続いて冒頭発言で｢大橋式路網

れからの日本林業の活性化にとって'

副会長

長

岡橋

宮林

酒井

清元

茂幸

秀夫

大橋慶三郎

全国森林作業道研究会
の特質について｣と題して大橋慶三

林道と'林道を補完する森林作業

道の相互の整備が不可欠｣と指摘

研究会二日目は､路網インスーラ

くりに携わって6 0年､急傾斜地に
も棚田があり'段々畑がある｡葉に

し'｢森林作業道は林道とちがって'

郎先生が講演'大橋先生は｢道づ

は葉脈がある｡これらはずっと昔か

､

クタ‑の橋本さんや東京農業大学

ヽ

コンクリ‑ー擁壁などの永久構造

,

らある｡と考えていたら高密路網

̲

の菅原先生を講師に村有林の大

t

物を設けないが'地形傾斜や土地

乗

./A;I

柳戊

A

が連想された｡これが高密路網を

Y
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林組合'東京都森林組合'東京電

全国森林作業道研究会L l 0月5日〜6Ej)

る必要があるため､実用的で最小

■
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各研究室の取り組みの成果を発表
源流元気再生プロジェクト運営委員会は､10月16日､小菅村役場2階会議室で元

気再生事業中間報告会を開催した｡中間報告会では､｢木づかい研究室｣(古屋金男

自分たちの問題として考えること

民全体が食糧の問題'森の問題を

地方銀行のみではなくて本当に国

てこない時代が必ず来ます｡従って､

お弁当一つは800円かもしれない｡

り'地域の産物でお弁当を作ったり｡

ば'皆さん'自然乾燥の木をやった

うことを私は思ったんですね｡例え

作り方を教えますよというと'2

万円にも3万円にも授業料を取っ

だけどお弁当に入っている料理の

て教えることが出来る｡地元の木

なくして本当に今の日本の地方と

で自分の家を建てることを教えま

いうのは自立し得ないLtわれわれ

しい日本を次代に残していくこと

が遠い祖先からもらってきたこの美

すよ'と言えば'その授業料はもっ

何を言いたいのかというと'私は農

も出来ないんじゃないかという危

業だけとか林業だけで山村再生は

ともっと高くなってきます｡つまり

続いて､京浜河川事務所の山口

機意識からスタートしております｡｣

副所長が挨拶に立ち｢私は2 0年ぐ

ていたように､木材も扱える'地元

出来なくて'昔のお百姓さんがやっ

と語った｡

らい前に多摩川の文化とか歴史を

室長)'｢産業開発研究室｣(亀井雄次室長)､｢健康づくり研究室｣(守重広子室長)､

｢森林再生研究室｣(木下栄行室長)'｢文化再生研究室｣(木下正之室長)から､小菅

集大成した多摩川誌づくりにかか

る'要するに何から何まで全部やる｡

のお母ちゃん達は地元の食も作れ

の木地師の歴史や森林作業道(大橋式路網)が村有林へ1800メートル敷設された
ことなど今年度の取り組みの成果がそれぞれ報告された｡

火事が非常に多かったんです▲一その

まで出来てきたのかという伝統文

そして最後にこの地域が何でここ

わりました｡江戸時代に'江戸って

交通省京浜河川事務所の山口充

川の源流域というのを知りました｡

木材の供給源は'ほとんどが多摩

化'そしてその上に自分たちの明日

告会が実り多い会になりますよう

を考えるという'要するに山で暮

お願いいたします｣と参加者を激

らすことを教えるということをやっ

弘副所長､日本の森を守る地方銀

る江戸と山間部の源流とが非常に

そういう意味で江戸時代は町であ

て来なかったなという思いがとても

力強い行動力が村全体を
動かし始めている

太いパイプで結ばれていたという実

あります｡

小泉運営委員長は｢宮林先生は

績があると｡是非､これからも強い

励した｡

をしておられるが'その山村再生の

山村再生に関する研究会の座長

いければいいかなと思っております｡

パイプで流域全体で源流が繋がって

拶した｡また'樹木･環境ネッ‑ワー

を生かした地域作り｣について､東

クの渋滞寿l理事長が｢源流大学

行有志の会事務局の安田さんが挨

行による中間報告会では'隆夫英

黒川文一源流振興課長の司会進
昭村長'小泉守運営委員長'国土

と健康､この3本の柱を立ててござ

展開方向としまして､環境と教育

いることじゃないかと思っていますo

流元気再生事業にも深く関わって

います｡こうした視点は今日の源

かのご支援なり協力ができればと

われわれ京浜河川事務所が何ら

まさしく多摩川が舞台であれば､

Ltそしてまた源流大学に来る学

私はとても期待をしておりました

実はこの源流大学が出来た時に

京農業大学の宮林茂幸教授が｢連

隆夫村長は｢この元気再生事業

今日お見えの先生方のご助言もい

生さん達の変化を見てへまたはそ
につきましては昨年9月､小菅村を

の変化を見てああ'本当によかった

れを受け入れてくださるみなさん

元気にしようということで発足い

思っております｡｣とエールを送った｡

もの'暮らし全部を教えるという

申しましたような山の暮らしその

なと今しみじみ思っております｡今
ぷ

｢源流大学を生かした
日本の森を守る地方銀行有志

渋滞理事長は､｢実は今日これ

りの内容をアドバイスした｡

ようなことが一番大切｣と地域づく

ただければ幸いだと思っております｣

を確かに動かし始めていると強く

の会事務局の安田さんは｢いずれ

から報告なさるペーパーをさっと見

たしました｡お陰様で'皆さんの力

感じております｡この活気を来年

食糧危機というのは必ず来る｡林

せていただいて'ああ'これだなとい

強い行動力が､意志が小菅村全体

度からの小菅村の施策にどのよう

業も'やがて外材というのは全く人っ

地域づくり｣

に継承していくか'今夜の中間報

と挨拶した｡

それぞれ話題提供した｡

携と協働のむらづくり｣と題して

源流元気再生プロジェクト中間報告会日0月1 6日)
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執
動 政滞る果執
子供たちの笑顔を見ていると'つくづく源流体験をやってきて良か.∩
ったと思う｡平成十一年に開始した本物の自然を舞台にした源流体験/

の輪が広がりを見せている｡今年も小菅川の源流に親子の元気な歓声

京から日帰りできる場所にこんな

みがとても楽しかったようです｡東

て自然に触れ合えてよかった｡自分

しました｡今回は子どもと2人の

森やきれいな川があることに感動

●岩が割れている理由を聞いて驚い

の力を出せました｡(子供)

●いろんな動物など生き物を見られ

が響いていた｡参加者の体験感想を紹介する｡

源流体験･子供たちの感想
●どうしてここはコケがついていないか､

参加でしたが家族全員を連れてき
てあげたいです｡(大人)

のでびっくりした｡水はとても冷た

います｡小､中'高校生にこのよう

源流体験は素晴らしいことだと思

源流体験は素晴らしい

つ/

たことなど自然のすごさに感動し
た｡川に触れながら上っていくこと

どうしてここに穴があいているか､
よく目で見て発見し'考えるという
が楽しかった｡(子供)

●かま淵の水を飲んでおいしかった｡

ことができた｡｢どうして｣が解決
できたことが一番楽しかった｡(子供)

プをうまくつかめなかったらどうし
くて気持ちよかった｡(子供)

でも普通に流れているのを飲んだ

ようと思ったけれど'足のかけ方や

な機会がもっとあればと思っていま

れ具合'また山の大切さがよくわ

す｡水の源や支流や本流'大岩の削

ロープのつかみ方を見て'自分にも

子ども以上に親の

思います｡私も苗吹市に住んでい

かりました｡全国一の源流体験だと

テン,ヨンが上が｡まわ
●

スムーズにいったことが楽しかったで
●

など身体感覚を用いて自然観察を

ました｡(大人)

これをしないともったいないと思い

自然の厳しさは

実際に行って

歩かなければ分かり

知る｣｡この言葉を聞いていろいろ

は｢安全は自分で守る'その原点を

源流体験をして一番印象的だったの

つノ

しているけれど､源流体験みたいに

本気で自然と向かい合わないと身

の危険がある'という状況のような､

こんなに自然と間近で接する機会

は初めてかもしれない｡(大人)

自分の力でやりきる
大切さを学びました

その水によって人間は作物を作る｡

しかしそれは読む､聞くなどで人か

考えさせられました｡山は水を運び'

したイベン‑を行ったことがありま

ら学ぶことができます｡しかし自然

｢今日はケガをします｣の三口が印

す｡そこではもちろん安全管理と

険しく歩きづらい道など実際に行っ

の厳しさ'水が想像以上に冷たい'

象的でした｡私も子どもを対象に

して種々対策をとってきました｡し

て歩かなければ分かりません｡そし

かし｢子どもを守る｣というだけで

〝子ども自身に自覚をもって

マジャクシ'蛇など見て苦懐かしい'

て厳しい自然の中､水中の魚やオタ

なく

という視点に今日気づき

なにを見ても大きな発見だった頃

もらう〟

自分の力でやりきる大切さを学び

の気持ちを思い出しました｡それ

ました｡与えられるものが多い中で'

した｡そして台風や水の流れによっ

ました｡小菅川は本当にキレイで

の場所に帰ったからではなかったの

は源流という大きな命のみなもと

一部なんだあ‑と悟った｡(大人)

かと｡飛び込んだ時'自分も自然の

てダイナミックに姿を変える様子を

⁚

目の当たりにして感動しました｡淵

に飛び込んだときは爽快でした

8/10‑11立川水辺(大雨で中止)

できるかもしれないと思いやったら

す⊥子供)
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稲城市向陽台

8/30

ました｡(大人)

7/22‑23 サイエンスクラブ
7/23‑25 バオバブ保育園
7/25‑6 とどろき水辺
7/28
調布市環境政策課
7/29‑30 サイエンスクラブ
7/30
三鷹市社会教育会館
7/31‑1 狛江水辺

一11･,1,一丁一.一.一丁一.一,一丁一.ll一･[一,T111一.1.lLTtLlt,〟.

参加団体

ますが'小菅の源流のファンになり

港南地区委員会

稲城高田さんグループ

あの多摩川の源流に足を踏み入れ
ているかと思うとそれだけでワクワ

6

7

クして'子ども以上に親のテンション

港区お台場

8/9

源

宮内中学校

8/4‑5

験
榊

が上がりました｡子どもは飛び込

福生水辺

8/3

本気で自然と
向かい合わないと
身の危険がある

小菅小学校
7/1 6

普段行っている野鳥の観察ガイドや

ハイキングの引率と比べると源流体
り多く自然と接しられる気がする｡

験は全身の感覚をフル動員して'よ
他のガイドツアーでもそれなりに目

で鳥を見る'鼻で葉のにおいをかぐ

川崎水辺
矢口小学校(インフル中止)

8/22‑3
8/24

武蔵野市水道部
青山地区委員会

2
6

8/1
8/1
8/1
8/1

多摩リバーコミュニティ

8/7‑9

多摩リバーコミュニティ

8/1 ‑3

世田谷アドベンチャー
7/1 8

杉並東田中
県立ろう学校
7/13
7/14

●かま淵の崖のぼりがどきどきしてロー

天然のヤマメを観察

ともに学び'協力している姿が大

寒い季節になってきても'学生た

している一般の方々と話せて大変

も｢このようなボランティア活動を

変印象的であった｡学生たちから

ちの熱い活動が小菅村で繰り広げ
勉強になった｣といった感想が聞か

緑のボランティア活動
は学びの場

られた｡その一部を紹介する｡

夜'全員で感想を述べ'苦労し

れ､非常に好評な実習であった｡

小菅村の森林で活動している縁の
た点'危険だった点を報告しあう

まず､源流大学基礎コースでは'

ボランティアの方々と一緒に間伐体

ことも大きな学びの場となってい

0

区の伝説について調べ発表した｢源

流大学展展示コース｣'小菅の渇で
だすメニューを開発し'なんと5商

半期自分達でテーマ

始村を対象に自分たちなりの運

開発コース｣'白沢地区にある原

品が販売された｢小菅の湯メニュー

を決め課題に取り組

始村経営コース｣'三ケ村の伝統芸

能について調べた｢伝統･文化コー

営方法などを報告した｢白沢原

菅村役場で行われた｡

ス｣'東部森林キャンプ場に子供が

む実習が行われてき

発表会では'長作地

たが'その発表会が小

応用コースでは'上

限りを

持てる力の

lL▼

P

経験になったに違いな

ちにとっても大きな

われたことは学生た

と協力して実習が行

だけでなく様々な人々

た｡このように村の方々

験を行った｡学生と一般の参加者が
自分の力で切れました

遊ぶためのツリーハウスを作成した

｢子供の遊び場作成コース｣の5班

が今までの活動報告や捷案など

を行った｡どの班も一から自分たち

力よろしくお願いいたします｡

にこだまするように'ご支援･ご協

度も学生達の元気な声が小菅村

がとうございました｡そして'来年

ている｡小菅村の皆様本当にあり

人々の温かい協力によって成り立っ

せていただいた｡これらは小菅村の

生が小菅村でのびのびと活動をさ

このように'今年度も多くの学

り大変盛況なフォーラムとなった｡

や一般の方も会に参加してくださ

激になったようだ｡来賓の先生方

できて'学生たちにとっても良い刺

かの団体の方々と交流することが

も活動報告をしていただいた｡ほ

また'源流域で活動する他団体に

ス､有志団体に実習･体験報告を'

ラムを開催し､基礎コース'応用コー

川源流大学展｣にて'源流大学フォー

催中の｢食と農｣の博物館｢多摩

人にも知ってもらおうと､現在開

また､このような実習を都市の

を出しきれたようであった｡

ただき'自分達のもてる力の限り

うが'小菅村の方々に協力してい

だけに'大変苦労も多かったと思

で作り上げてきたプロジエクー
特別講義Gコースの学生による成果発表会

,
‑
:
i
l

現在､東京農業大学｢食

ノ岳匿の博物館において﹃多

摩川源流大学展.﹄ を開催
しております｡現在まで

示されております｡

の源流大学の活動や学生
有志団体の活動報告が展

ださい｡

また､開催期間中は様々
なイベントも開催してお
りますのでぜひお越しく

●イベント

一一〇一〇年一月十七日(冒)

･郷土食試食体襲会

定

員

二十名

参加費/千円

･きおび･竹かF'JJ編み体簾
二〇一〇年二月十三日(土)
参加費/千円
定 員/二十名

J

二〇一〇年二月一一十七日(土)

･源流大学フェスタ

参加費･申し込み/不要

03

(5477)

2247

お問い合わせ･お申し込み

gpjimu@nodai.ac.jp
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i{d ‑IlT.:

簡傾ぎフンティアによる剛戊寵
流域と一体となっていい森･いい川づくり
今年度､小菅村･多摩川源流研究所は､9月から日月にかけて3回､源流大学と北都留森林組合と協働で､緑のボラン
ティアによる間伐体族を実施しLJ｡流域の市民とJ緒にいい森･いい水･いい川を育てようとの呼びかけに大勢の流域の

ら兵のボランティア活動へ緑のボランティ

れなかったLt引っかかったりもしたが

力して木を倒したとき､なかなか切

る■

さ!左んバランスがとれてて良く切れ

■チェーンソーの目立ての桔術のすぼらし

生)

それでも倒せたのがうれしかった｡(学

■黒川課長の言う'体験ボランティアか
アを発賦して欲しい()

Uルました｡

■テコの応用で立木を倒すのを初めて

なり人変だったっ｢引くときに力を入

■初めて間伐体験して木を斬るのがか

もの｣と今なお体全体で示してくれ

で肌身にしみ､実感がわく｡｢楽しい

チームワークがとれた｡体験すること

た｡運び出すのも重い木が多少あった

が入ってしまったりと色々と難しかっ

存在は大きい｡

る木下さん'河村さん(生涯現役)の

■若い学生諸君は譲り合いの心があって'

り'倒すときにロープを引っ張ること

ても楽しい体験だった二蝦の人と協

(｢)金井先生を招き調査と
学習

｢源流文化再生研究室｣は､平
成2 1年度源流元気再生事業の一
環として｢小菅における木地師

の歴史と文化｣に着目して､8月

6日'木地師の研究家である金
井舟生を小菅村に招いて,小菅
における木地師の歴史と古文書
やろくろ等の調査を行った｡金
井先生の話によれば､小菅村で

2 1所帯)は､水車式木地工房･木

地づくりの伝承を核に体験型交
流事業に取り組み､大きな成果

を上げ平成20年には優秀団体と
して福島県から表彰されていた｡

(3)ろくろ体験H司つくり

｢木づかい研究室｣と｢源流文

地師の文化を復活させようと､

化再生研究室｣は､小菅村の木

月にろくろ3台をレンタルし､

工房を設置する計画をたて､1 0

は 江 戸 時 代 か ら 木 地 師 が 活 躍 し ､ 先進地視察に学び､ろくろ体験

現在も屋号として｢木地屋｣が
残り､責重な木地師文書や道具

2月8日'｢こすげ

れると期待されている｡

ろく

森林資源の循環･利用が一層図ら

ろ体験工房 安全祈願祭｣を実
施した｡太陽熱利用の乾燥室も
完備されたこともあり'小菅の

たり､1

象に指導者養成講座を開くに当

会を実施､1 2月から広ぐ村民対

て､三重県から講師を招き､講習

した｡1 0月と日月の二回にわたっも

が 残 さ れ て い る こ と が 判 明 し た ｡ ろくろの指導者養成事業を開始

した地域づくりを視察

(2)鞭櫨(ろくろ)を活用

+ +郷Ea)の先進地視察を計画･9
●月2 8日･2 9日の2日間下郷町を

■活用した地域づくり(福島県下

村で進めている源流元気再生事
業の木材の有効活用と交流事業
..+の参考にするため､この‑を

●●
｢F源
化室
再｣
生
室で
｣現
｢
.■
.II
j流
い文
研究
は研
,究
合同
在木
小づ
菅

●●●●●●●

‑ . . J

t LI43, +

●

+ ̲
●

視察した｡下郷町の戸赤集落(

もあまり出来なかったがそれでもと

れる｣ということは分かっていても動

しくなり'また小菅の古里に帰れる‑わくわくした気持ちになったものです｡｣など､緑のボランティアを歓迎する声が

1年ぶ

作業'いつもながら良い場を与えてい
ただきありがとうございます

りの伐採'楽しく過ごしました｡

雷里山の保全には携わっておりますが

かなくなってしまって押すときにも力

市民と源流大学の学生が参加した｡参加者からは'｢緑のボランティア復活おめでとう!案内書をもらった時､本当にうれ
多く寄せられた｡参加した方々の感想を紹介する｡
雷新人スタッフの方'発足当初の趣旨(情

雷久しぶりに縁のボランティアに参加し

老若男女とl緒の作業は｡ハワ‑各もら

父作業が進む︿r

熱)を充分受け継いで'役割を果たし

て楽しかったです｡少しでも山の再生
が出来たと思います｡伐採する前と
伐採した後の林の明るさの違いが印

い元気になります̀良い空気の卜での

●縁のボランティア再開に感謝します｢

ています｡若き学生さんが初心者な
らではの脳細胞に'菅原先生の講義
象に残っていますr

りやすい(､本数ではなく､ゆっくり落

■現場での講師､スタッフの説明がわか
ちは百いてがgood

しいですね︿■

日本の山'森'柿を守るための千が欲

I

目をキラキラ輝かせて｡今後の成長に
期待したい｡

に保つのは自分の健康を保つのと全

■間伐の重要性を再認識し､山を健康

ます■上流･下流の交流'老人･若者の

t源流縁のボランティア再開に感謝し

年代物のノコギリをひかせてもらっ

く同じことだと感じました｡平地の

交流､都市と山村との交流'多くの交

て'私を含め'特に学生は見たことも
ないノコギリ引きは良い経験になった

流が'村や都市の人々を清作化させ

間伐と斜面では危険度が全く違った"

源流の大自然に新しい希望の光を当

と思います､

●

●

･････'､h‑･ ･‑J‥こ;､二二二･1‑A‑･:/..ま､ヘー叫･bこ‑.

▼

ます̀l足非このボランティアを続けて
.LLさい二別回の間伐で森の樹木が大
きく育っていました｡今31の間伐でさ

■体力的に数をこなすことはしんどい

と思いました]作業終了後､作業場
所が整増された姿がよかったです︿

二二::=｢

:
･
･
･
､
軍

甘㌦二年度重吉動へ埋堅
■▼▼1

⊥私たちの生命と密接に関わっている

r

て､縁の森林を育てる一﹀｢縁のボランティ

ア隊Iに参加した意義に･･･乾杯 ⁚

らに素晴らしい森になることを期待｡

■午齢に応じて体力が衰えていること
を痛感｡手切りなどノコギリの使い方

案内書をもらった時'本当にうれし
くなり'また小菅の占里に掘れる････

■縁のボランティア復活おめでとう!

若者との共同作業'迫の作業の新鮮

す︿なつかしい方の顔にもお会いでき'

わくわくした気持ちになったもので

など楽しく実習できました｡ボランティ

さを感じました｡チェーンソーの使用

アというより実習という意識でした︿'

も適宜に使ってグーでした｡研修とし

■感じたことは'森の手入れの大切さ､

話もはずみました｡

■農人の若い学生さんが多かったので今

学牛や地止との交流の場､エコロジし

て学べればなおありがたいです(

後の日本もまだまだいけると思いま

牡に.凡気づけられた′ノ

地域活性化につながる｡まじめな学
符い女怪が各班にいたのが良かった︿

した｡

07⑳凍液の四季

■

を吸い取り紙のように岐収してます'

市民と学生による緑のボランティア隊

NPO法人
多摩源流こすげ設立‑
NPO法人多摩源流こすげ設立総会日l月26日)

た｡設立総会では､隆夫英昭村長

菅村役場2階会議室で開催され

こすげ設立総会が日月2 6日'小

特定非営利活動法人多摩源流

割を説明した｡

NPO法人多摩源流こすげの役

の旗振り役を担うものである｣と

下流連携がスムーズに進むようそ

その上で'望月主査は源流にし
かできない村作りへの挑戦としてt

が挨拶､｢源流元気再生事業の取
り組みも2年目を迎え'皆さん方

的な強固な連携の枠組み'(2)小

T)多摩川下流域との人的･資金

ある成果や取り組みが生まれつつ

菅村の資源を生かした特産品の

の懸命な努力がなされ､将来性の

ある｡この活動を引き継いでこの

開発･普及'(3)健全な森林づく

り･森林資源の循環活用'(4)上

組織が交流や特産品の開発･販売
の拠点としてすぼらしい発展が期

下流連携の推進､歴史や文化を
用いた交流の実施など活動の基

待されている｣と挨拶した｡

設立総会では'小泉守運営委

本方向と課題を明らかにした｡
設立総会は､1 0名の理事と2名

員長を議長に選出'法人の設立
趣旨'定款'役員の選任などを行っ

の監査を選出｡理事会は代表に

現地調査してよりよい多摩川づく

多摩川流域セミナ‑を紺催

多摩川流域懇談会(高橋裕会長)

りへ市民の皆さんの意見や提案を
いただきたい｣と挨拶した｡現地で

主催の第3 2回多摩川流域セミナー

が1 0月3日､目野市多摩川河川敷

ワラサイコやカワラヨモギ'カワラナ

は､地元の杉浦さんらが案内Ltカ

デシコなどの植物やカワラバッタな

において｢見てみよう!歩いてみよ

つなげる多摩川の自然〜｣をテーマ

ンセンターでのディスカッションでは'

どの生息を確認した｡日野市クリー

う‑･まるはち⑨空間｣〜未来へ

に開催された｡セミナーには'流域

京浜河川事務所の国頭課長と多
摩川の自然を守る会の馬田隆行

の市民8 0名が参加し'河川敷に広

間)｣を観察し'今後の多摩川の自

がる｢生態系保持空間(通称(co)空

て意見交換した｡参加者からは｢ま

さんが話題提供し'参加者を交え

るはち⑧空間という生態系保持

ンした｡

然保護に関して熱心にディスカッショ

当日はあいにくの雨模様の中'

迷惑行為があるということですが'

ると初めて知巌.ラジコンなどの

興味をもってもらえるか'工夫した

興味のない人にどうやって理解や

空間として残されている場所があ

多摩川流域ネッ‑ワーク代表が｢多

河川敷での開会式で多摩川流域
懇談会の運営委員長の中村文明

めに生態系保持空間がある｡多摩

摩川には河川環境を保護するた

ワラノギクの復元'保全に尺､力され

り考えを｣もが大事だと思う｣｢カ

･ ･ ･ ･ ･ ･ 1 ･ ･ ト ー 1 J T ･ ･ ‑ 1

の挨拶を行った｡

に取り組んでいきたい｣

と閉会

後も皆さんと一緒に流域の課題

ていくことが大切だと感じた｡今

と思えても試行錯誤しながら続け

エネルギーを必要とするが失敗

最後に京浜河川事務所の元永
秀所長が｢多摩川にはいろいろな
方が生活しているので'課題に対
しては知恵と合意形成'さらに

がんばろう｣などの意見が出た｡

の自然を育てていくためにともに

に感銘を受けた｡よりよい多寧川

ている市民グループの皆さんの努力

川らしさを保つ重要な役割を果た

生態系が撹乱されている｡今日は

す一方'現在外来種の侵入により

第32回多摩川流域セミナー( 1 0月3日)

た｡法人の事業計画の説明にたっ

小泉守さん'副代表に古菅正直

村民は期待している｡組織を使っ

た事務局の望月徹男源流振興課

循環と利活用を基本に新たな産

て個人の願いが叶えられるような

さんをそれぞれ選んだ｡小泉代

業を生み出す仕組みづくりが生

取り組みが求められている｡住み

主査は'｢平成2 0年から2 1年度の

まれつつある｣として'｢これから

よいムラづくり､自慢できるムラづ

表は､｢NPO法人で何ができるか

先も継続的に事業を展開するた

くりに取り組みたい｣と決意を述

源流元気再生事業で源流資源の

めには'今後1層下流域との人的･

設立総会には'京浜河川事務

べると参加者は大きな拍手を送っ

した｡｢このNPO法人多摩源流

所の元永秀所長'東京電力株式

資金的連携を強固にする枠組み

こすげは､下流域とネットワークを

会社の苗木裕二環境課長が激励

た｡

結ぶための拠点であり､小菅村の

に駆けつけた｡

を整備する必要がある｣と強調

﹃ひと･もの･しげん﹄をいかした上
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