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源流百姓の会の古菅丁会長

マコモクケの販売で六雪な反響

マコモサケの知名度拡大が課題

マコモタケを小菅村の特産物とし

販売で狛江市民や川崎の関係者

げて取り組んだ︒特にマコモタケの

マコモの存在を広く周知する工夫

知らないことが大きな壁になった︒

くの市民がマコモタケとは何かを

参加し︑現地のマコモ農園を見学

新潟で開催されたマコモサミットに

らなかったことである︒会長らは︑

短期間に一気に収穫しなければな

て定着させ︑ヤマメやワサビととも

の協力などでかつてない反響を呼

したところ︑田んぼへの水張りが小

マコモタケの知名度が低いこと︑多

に小菅村のお土産品の﹁顔﹂に成

なった︒

と戦略がこれからの大きな課題と

4月から11月上旬まで全力を挙

長させようと︑NPO法人多摩源
財産になった︒

んだことは︑来年に向けて大きな

源流百姓の会︵古菅丁会長︶は︑

流こすげの協力を得て︑植え付け︑

していた点に注目し︑来年度は︑採

水から浅水への転換もろの選択

古菅会長によると︑今年は夏の

菅と比べて浅く畑の水を温かく

草取り︑水の管理︑収穫︑販売へと

ら︑マコモクケの成長が遅れたこと︑

にして時間差を確保するか︑研究

猛暑の影響と栽培方法の困難か

かったことなど予期せぬ出来事に

課題はいろいろ出てきた︒

に一気に出ることについてどのよう

げた︒特に狛江市は︑いかだレース

ぶつかりながら︑マコモタケの収穫

肢になった︒また︑マコモが短期間

販売を一手に引き受けたNPO

を通して︑市民と市民の交流が活

を続けた︒特に頭を悩ませたのが︑

昨年に比べて小振りを商品が多

法人多摩源流こすげの望月事務

発に積み重ねられてきた実績が

狛江市民が各地で販亮へ協力

局長は︑9月〜10月に下流域の狛

あり︑今回のマコモタケの販売に対

マコモの正月飾りの注連縄や枕が

さらに︑古菅会長の話によれば︑

い︒マコモの畑に木道を造りマコモ

の食を広く流域に紹介できればい

してジャガイモやそばなど小菅村

小泉守代表は︑﹁マコモタケを核に

収穫体験もできるといい︒川崎の

今検討中だという︒ここ数年で耕

作放棄地にマコモを栽培する農家

が︑イベントを通して新しい出会い

が広がった︒狛江をはじめ各地の

中原区民祭りへ販売に出かけた

大切になっている︒マコモの品質は︑

市民とマコモを通して大いに交流

が徐々に増えつつあり︑その中で小

環境と水で決まる︒広葉樹の森か

︒
た

を広げたい﹂と今後の抱負を語っ

NPO法人多摩源流こすげの

育てていくのも今後の課題である︒

モタケをどこにも負けない品質に

ルいっぱいの源流の水で育てたマコ

ら流れ出る椅麗で瑞々しいミネラ

菅ブランドをどう築いていくかが

好評でこれをどう広めていくか︑

マコ壬の枕や注連縄に應かな手応え

江市を拠点に販売活動を繰り広

して狛江市民が積極的に協力︒
lAマインズ︑野川地域センター︑
上和泉センター︑南部センター︑古

がり大きな手応えを感じた︒

店等での食材としての販路も広

た︒さらに︑レストランや中華料理

好評で販売の際の大きな力になっ

が料理したマコモ料理の試食品が

販売所では︑源流百姓の会女性部

小瀬球場の山梨県商工祭りや川
崎市中原区民祭りに出店した︒

の会は源流研究所と共に甲府市

ることができた︒また︑源流百姓

立って活動し大きな成果を挙げ

市民自らがマコモ販売の先頭に

民家園祭典のそれぞれの会場で
にぎわうマコモ販売の会場（川崎市中原区民祭り会場・10月17日）

源流の毎◎2◎

森林整備進む﹁NOS百年の森﹂
尾崎会長へ森への想いをインタビュー
昨年︑相月1日︑日本橋に本社のある日本オフィス・システム株式会社︵NOS資本金

12億円︑従業員数600名︶が︑社員ボランティア間伐体験を実施︒春には新人研修︵別
名︶として広葉樹の植栽を行い︑この秋にも尾崎嵩会長自らも参加する間伐体験を実

身近なところで社会貢献出来るとこ

社にとって創立記念日という特別な

員が参加しやすいかなと︒さらに会

中村 会長の発想力は凄いですね︒

日なので︑環境保全活動を開始する

創立記念日は︑会社は休みなので︑社

会社が環境保全に取り組むには︑社

は︑社員には年間3日間のボランティ

日に相応しいと思いました︒その後

ろはないかと探し始めました︒

汗をかいてもらうと︒

員もその気になってもらう︒社員も

ア休暇を活用してもらっています︒こ

明るい日の当たる山へ
変化して嬉しい

れは会社の作った制度で︑このほかに

パンフレットなどを持って会社までこ

いいですね︒なかなかユニークな制度

中村

社会貢献活動の担当の安達

られた︒資料の中に東京農業大学の

会長

その方が強烈ですしアピールも出来

宮林先生の講演の記事もあり︑山梨

子どもの誕生日休暇等の制度もあ

るかなと︒ところが︑海外で社会貢献

もお持ちなんですね︒ところで︑会長

が︑首都圏で活動可能な場所として

たいと考え︑その趣旨を関係者に周

をやっている兄弟会社に聞いてみると︑

県でこういう活動をしていると︒小

様子は変わりましたか︒

が最初に間伐されたときと︑現在の

多摩川源流︑荒川源流︑利根川源流

知し︑理解を得てスタートさせまし

本音ではうまくいっていないと言うん

し︑日帰りで行けそうだと思い︑事前

菅村だと上野原からアクセスできる

ります︒

た︒以来︑一年も欠かさず︑病院の院
で
す
︒

にそれぞれ連絡を入れたそうです︒

内学級や障害者生活支援施設など

中村

しています︒当初は真っ暗な森で︑下

会長

に森林保全活動に対する想いをインタビューした︒︵文責中村文明︶

施するなど積極的に森林保全活動に取り組んでいる︒12月8日︑本社を訪ね尾崎会長

中村

に︑継続して支援しています︒

に小菅に行ってみましたら︑とてもい

創立記念日に
環境保全活動開始へ

る山や森へと姿を変えています︒本

中の森では︑崖崩れも起きています︒

草が全く生えていませんでした︒途

今︑NOSが行っています社会

中村 小菅の印象はいかがでしたか︒

ば︑村有林でやりたいと思っていまし

当に良かったと思っています︒できれ

間伐が進んで明らかに変化

らいの社員の参加しか出来ない︒後

みんな口々に言っていますけ

すると︑山梨県の担当の方が最初に

貢献活動の森林保全活動が村民の
中村

いところだったのでここでやろうと決

こどもの誕生日休暇︑これは

大きな注目を集めています︒以前か

まくいっていないのでしょう︒

めました︒

発想を転換し
社会貢献活動へ

ら社会貢献活動に積極的に取り組

支援や障害者施設などへの支援を

会社からは年1回︑せいぜい20名ぐ

会長 ゴビ砂漠の植樹事業などは︑

は︑全部お金で現地の人にお任せす

会長

海外での貢献活動は︑何故う

まれていますが︑どんなことがきっか

たに︑環境保全活動に乗り出されま

やってこられたわけですね︒今回︑新
したね︒昨年から小菅村に入られて︑

ることになると︒だから︑社員の方も

ど︑大変好評です︒森林浴もいいし︑

なるほど︒長年継続して教育

けになったのですか︒

今年の秋までにあっという間に7回

自分は行ったことがないとか︑あんな

私が︑この会社の副社長に就

任したのが︑平成9年10月でした︒当

も間伐や植栽に取り組まれた︒非常

の外向けだけの格好だよと本音が聞

会長
時は︑会社と会社の付き合いとして

に熱気を感じるわけですが︑環境保

それが今回の間伐で明るく日の当た

お中元や年末年始のお歳暮をそれこ

全・森林保全活動参加の動機は何で

たが︑村の担当の中川徹さんから民

ています︒大吉さんにも親切にして

そ数百社に送っていましたが︑こんな

ああいう秘境っぼい環境に若い社月

頂き本当に良かったと思っています︒

形式的儀礼的なことは止めて︑これ

こえてくるんですよ︒

材での反省会がとてもいい︒そういう

何よりも︑身の丈で無理をせず継続

す
か
︒

て︑木下大吉さんの山でやらせて頂い

有林が荒廃しているのでと勧められ
中村

け近くていいところなので︑小菅村と

意味では︑小菅村は︑会社からこれだ

することが大切です︒この﹁NOS百

からの時代を見据えて発想の転換を

も触れたことはないと︒それから︑間

をイメージされているのですか︒

年の森﹂の名前にも︑長く関わりたい

社員が汗を流し
達成感を得る活動を
会長

会長

出会えて幸運でした︒

というそんな私の想いを込めました︒

海外での社会貢献は
出来ないかと模索
とか特集番組をテレビで見ています

をかいていないんです︒今度の環境保

間伐ボランティア活動が開始されま

中村

中村 会長︑今日はお忙しい中︑時

会長はどんな環境保全活動

と︑乱伐された森のことや砂漠化の

全活動は︑多くの社員が汗を流すこ

したね︒

5︑6年前から︑プロジェクトⅩ

ことが報道されていましたので︑環境

とで達成感が得られるような活動が

会長

10月1日にこだわったのは︑こ

の日が会社の創立記念日なんです︒

これまでの支援は︑社員が汗
に関わることに関心がありました︒

理想なんです︒そのためには︑無理な

昨年10月1日に︑第1回社員

業績が少し改善しましたので︑従来

く参加できるところがいい︒出来れば︑

日帰りできて疲れも癒せるといい︒

これからもよろしくお願いします︒

間を取って頂き有難うございました︒

に何か支援できないかと考えていま

の社会貢献に加えて環境保全活動
した︒当初は︑海外で何かできないか︑

◎3◎源流の四季

伐をした後の小菅の潜と美味しい食

森への想いを語る尾崎会長（12月8日）

したんです︒そのお金を社会的な弱

者を支援する社会貢献に振り向け

r＼

第1回全国源流サミットは︑道志村の歴史と文化に学びながら︑
全国の源流でどんな取り組みが実践されているか︑未来に向かっ
て何が出来るかを真剣に議論し源流の価値と可能性を共に探求
することを目的に︑第1回全国源流サミット実行委員会︵大田昌
博実行委員長︶の主催により10月22日から24日までの3日間・山

梨県道志村で開催された︒全国源流サミットには︑全国各地から
550名が参加し︑未来を拓く源流新時代の幕開けを目指して

﹁源流宣言﹂を採択︑国民共有の財産である源流を社会全体で守
り︑そして育んでいく国民的運動を展開することを力強く宣言
した︒

、一一一、−−

環境がいろいろ問題になっているが︑

森があるからこそ国土がきれいに

なっている︒もう一回考え直す意味

で呼吸税を創設すること︒一回呼

よ︒木が大事だ︑水が大事だ︑空気
が大事だ︑土が大事だ︒この人間

れでもってみんなはっとするんです

吸をしたら幾らか税金を取る︒そ

が生きていく一番基本中の基本が

盤をなす林道や森林作業道を柱

の源流サミットが源流の未来に明

に前進するよう強く要請する︒こ

日本で一番大事なことは何か︒源

都会の人には忘れ去られている︒

とする路網の開設・普及が飛躍的

になるよう祈念する﹂と挨拶した︒

るい希望を兄いだす実り多い大会

てくださいと︒都会の人たちを現

て立派な人間に成長させることで

めに水を飲んでいる人は源流に来

か真剣に考えさせる事だ︒そのた

流という一番の源をどうしたらいい

続いて︑横内正明県知事︑藤原忠
彦全国町村会会長︑元永秀国土
交通省京浜河川事務所所長︑小
桧崎隆横浜市副市長がそれぞれ

地に来させて実際自分で苦労し

﹁先を読む 時代を読む﹂を

来賓の挨拶を行った︒

す﹂と講演を結んだ︒

続いて岸良昌みなかみ町長と

テーマに特別講演を行った日本将

小迫幸弘五ヶ瀬町地域振興課長

棋連盟の米長邦雄会長はユーモア

いる︒水にも関心がない︒水という

日のサミットが広く大きな輪にな

ものは︑蛇口をひねれば出てくる︒

が源流の郷の地域づくりに関する

大河となり︑海に注ぐように︑本

る︒それじゃ困る︒何といっても土

金を払えばいいだろうと思ってい

くしようと利根川源流森林整備

特別報告を行った︒岸町長は︑利
根川の源流の郷として森林をよ

血森林整備隊の活動と
盲農家民泊の実績報告
られた︒

ですね︒やっぱり土が生物の一番の

人は全て金で解決できると思って

事さんをはじめ多くの来賓の方々

全国源流の郷協議会の降矢英
昭会長︵小菅村長︶は﹁横内県知

根源ですが︑都会ではそうでない︒

を交えながら﹁都会に住んでいる

ミットが開催できることは光栄で

道志村で第1回の記念すべきサ

を迎え︑全国から多数の参加者で

るよう祈念する﹂と開会宣言を

あると述べた後︑﹁21世紀は水の

盛大にサミットが開催されること

行うと会場から大きな拍手が送

問題など多くの問題を抱えている

世紀︑環境の世紀︒主役である水
源地は過疎化︑遊休農地︑人工林

実行委員長の大田道志村長は︑

両新しい社会モデルと
血我々の将来像

特別講演する米長邦雄会長

ている︒しかし︑まったく分かってい

本だ︒土からの恵みで我々は生き

定の認定書を獲得するなど森林

参加し︑群馬県からCO2吸収認

して110ヘクタール︑580人が

参加人数643人︑21年度実績と

年度実績として62ヘクタール︑述べ

けという極めて重要な時期に開

ない人種の方が日本人は多い︒今

隊を立ち上げ流域に呼びかけ︑20

催される︒地球温暖化が進む中︑

何をするか︒小学校︑中学校で土

ている現状を報告した︒

整備の取り組みが大きく進展し

土がどんなに大切か︑田んぼでも
一体となって解決し︑高齢化社会や

森林の役割は益々重要になる︒森

の尊さを教えることが非常に大

畑でも林業でもこれは生活の基
温暖化対策に取り組む社会モデ

林・林業の再生なしに源流地域の

事である︒そこで提案がある︒今

源流サミットは源流新時代の幕開

ルをつくり上げ活力ある地域作

再生はない︒私たちはこの10年間

を心から御礼申し上げる︒全国

りの先に我々の将来像がある︒大

で国の責任において森林整備の基

ではない︒この間題を上流・下流が

る︒一滴の水が沢となり︑川となり︑

地のエネルギーは︑水を通して現れ

が︑これは決して地方だけの問題

盛大に開催された第1回全国源流サミット

山梨県知事
横内正明

源流新時代の幕開けめざし

第1回全国源流サミットを道志村で開催

「

流浪の尊翠◎4◎

コ第1回全国源流サミット開催

の教育力があると確信したと述べ

表層崩壊から深層崩壊という新

﹁地球規模での気候変動が進む中︑

ク協会の渋沢寿一理事長︑全国源

屋徳也村長︑樹木・環境ネットワー

林業の同橋清元会長︑木祖村の粟

不平不満ばかりを言っていた地区

源流に生きる私たちは、持続可能な循環型社会の構築のため、上流域と下流域が一体となって、

普及に取り組みます。
みどり
一 源流に生きる私たちは、未来永劫、豊かな森林を育み、伝統と文化を継承し、その暮らしを紡いで
いくために、「源流文化体験」を通して流域の内外で人材教育、担い手の育成に取り親みます。
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循環システム構築を

恵と技を若者に伝えるため、各地の大学やNPO・企業等と連携して全国に向けて源流大学の開設、

︒
た

小迫課長は町の景観と特産物

ちゃんと対応できる社会の仕組み

しい危機が生まれている︒これに

が大きく変化し︑地域の良さを再

一

源流と下流が結びついた

を活かし︑平成18年度に宮崎県で

源流に生きる私たちは、国土や生物多様性の保全、地球温暖化や自然災害の防止のため、水源

うことは︑どういう意義があるの

高橋先生は︑﹁水源を守るとい

などが熱心に議論された︒

ある︒そこにいくと楽しくなる︑活

か︒それは単に物理的な治山治水

解決に向けて今何をやるべきか︑

力が湧いてくる︑ストレスが解消で

ということではなくて︑水源にあ

い︑安心とハートに感動のある社会

健康を考えるような社会︑都市社

下流域は︑その本物を消費する︒

経済とは︑源流域で本物をつくる︒

しい流域経済圏を構築する︒流域

ているのではないか︒そのために新

ていくパートナーシップの時代が来

を出し合って一つの地域社会を作っ

いうものが大変薄弱になってしまっ

んでいる人が多くなって︑自然観と

が︑今は生まれた時から都会に住

の人達が都会にやってきた︒ところ

は︑郷里が農山漁村の人たちでそ

本の戦後の復興を支えた人たち

は自然を忘れたからだ︒かつて日

もおかしな状況になっている︒それ

こと︑日本人が今非常に精神的に

こうした源流と下流が結びついた

た︒源流こそが日本人の自然観を

る日本人の心の故郷を取り戻す

循環システムを構築することが求

生み出す本当の教室だろうと思

を取っていく社会︑両者がいいもの

められている﹂と源流の今後のあ

を守ることであり︑日本を守るこ

う︒水と流域を守ることが︑国土

とだという意識を多くの方々に情

﹁源流に新たな光を照らす﹂を

あり︑それは日本を精神的な事を

ることが日本の国土を守る基本で

報発信して欲しい︒水と流域を守

テーマに行われたパネルディスカッ

含めて守ることだということをお

︒
た

り方を示唆する基調講演を行っ

会と山村社会︑源流地域が連携

きる︒豊かさを考え︑安全を考え︑

であること︑それはまさに源流に

それぞれ出席した︒ディスカッショ

発見し喜んでいる様子を生き生

流ネットワークの中村文明代表が

最初に農家民泊の免許を取得し︑

一

が求められている︒21世紀が求め

き報告︒とくに中国︑韓国︑シンガ
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源流こそ日本人の
自然観を生み出す教室

ネーターにパネリストとして東京

ションには︑宮林先生をコーディ

ると大きな拍手が巻き起こった︒

互いに確認したいと思う﹂と述べ

大学名誉教授の高橋裕先生︑横
浜市の斎藤義孝水道局長︑清光

◎5◎澄渡の四季

ポールなどの外国からのお客が増

下流の交流・連携を推進し、日本の希望と未来を拓く源流の魅力と可能性を情報発僧しながら「元

大字桑野内地区の9戸の農家が

一

気な源流づくり」を進めます。
源流に生きる私たちは、低炭素社会実現に向けて、木質バイオマスや水力、風力などの自然エネ

民泊を開始︒地区全体で取り組

森林の再生に取り組みます。森林内路網の整備を促進させ、多様で健全な森林の整備や木材の
有効的な活用を図り、源流の特質を生かした「源流産業」の振興を目指します。
一 源流に生きる私たちは、安全で心安らぐ健康的な国民生活の実現のため、源流と都市などとの上

ンでは︑源流域の現状や課題︑上流

の滴養や教育・福祉のさらなる充実を求め「国民参加による源流再生」を進めます。

と下流域との交流の進め方︑課題

私たちは、源流新時代の幕開けを切り拓くために、国民共有の財産である源流を社会全体で守り、
そして育んでいく国民的運動を展開することを誓います。よって、ここに源流宣言を発します。

るものは環境︑健康︑新しいエネル

生物多様性の保全や地球温暖化防止への取り組みとして持続可能な循環型社会の構築が求め
られる昨今、豊かな資源に恵まれた私たちの源流を再生し、確実に次世代に引き継ぐことが、私た
ちに森せられた喫緊の使命であると痛感いたします。

ギー︑これは環境に負荷をかけな

今、源流は、急速な少子・高齢化が進み、古来より培われた歴史や文化が消滅し、大切な森林が荒

﹁源流新時代の幕開け﹂と遺し

廃の一途を辿っています。地球規模での異常気象が進行するなか、このままでは、山は崩れ、河川
は暴れ、国土の荒廃へと進んでしまいます。

て宮林茂幸東京農業大学教授は︑

してきました。

加していることが特徴で︑こうし

豊かな森林（みどり）に覆われる源流は、清らかな水を湛え、綺麗な空気などの恵みをもたらし、

た活動を通して源流にはある種

人々の暮らしを支え、元気な心を養い人間らしい生き方に大きな影響を与えると共に、国土を保全

む中︑この4年間に3︑000の宿

岬一軒落掌漆工際蒸軒時津湾

泊客を受け入れ︑以前は疲弊して

蔑轟き膏

ルギーの研究、活用に取り組みます。さらに、次代に備えて、源流の暮らしが育んできた本物の知

うと年間通水にしたこと︑昭和58年に水

なった︒

ている﹂と述べ︑今後の課題も明らかに

自然再生の河原復旧の
現場を視察

とりわけ︑私どもにとって嬉しいことは︑

備計画﹂が策定されて今年で10年目を

平成13年3月に﹁多摩川水系河川整

水調査を年2回20年以上に渡って継続

透桝の設置と普及や水質︑水量などの湧

みが進められ︑緑の保全をはじめ雨水浸

ら市民と共に湧水や水辺を守る取り組

課題﹂についてはハリエンジユに閲七て星野

の国頭環境課長が︑﹁自然再生の現状と

の環境の変化﹂について京浜河川事務所

スカッションを行った︒会場では︑﹁多摩川

みなどを視察し︑福生市商工会館でディ

市民が参加した︒参加者は︑かつて石の
河原だった場所が樹林帯に変わるなど
環境が変化した箇所を元に戻す取り組

11月14日に開催された第36回多摩川
流域セミナーには︑流域各地から70名の

村民69名が地元講師に名乗りを上げ︑源

川の川づくりの稔点検﹂としてこの10年

迎える中︑多摩川流域懇談会は︑﹁多摩

し︑データを蓄積しているなど多面的な

路清流課を立ち上げたこと﹂などを詳

流大学の体験講座の講師として活動を開

を振り返り︑10月2日に水流︑11月14日

を与えた︒

活動が報告され︑参加者に大きな感銘

み﹂に関しては多摩川の自然を守る会の

生が︑﹁今後の生態系保持空間の取り組

湧水保全の先進的な
取り組みを学ぶ

始したことです︒学生達と接することに

に環境をテーマに多摩川流域セミナーを

環境市民会議の酒井さんは﹁用水カル

講座は104回に達するなど小菅村の活

る要望書を手渡した︒降矢村長は︑平成

よって︑源流の暮らしの中で自らが身につ

開催した︒

テプロジェクトを立ち上げ︑月に2回一日

カワラノギクの保全活動に取り組んでい

柴田さんがそれぞれ話題提供を行った︒

小菅村の降矢英昭村長は︑12月14日︑

19年5月に源流大学が開校して以来︑こ
の4年間で6千名を超える学生が小菅村

立っていることに目覚め︑生き甲斐をもち

けてきた知恵や技が学生の成長に役に

10月2日の第35回多摩川流域セミ
ナーは︑﹁水流のふしぎ 日野の湧水に

126キロに渡って用水が残っていた︒用

かけて歩き︑市内地図を元に歩いたら

﹁東京農業大学の源流大学存続﹂に関す

して活動しています︒村づくりの基本に源

温かい源流の郷

ンが行われた︒日野駅北口に集合した参

が参加して湧水観察会とディスカッショ

野市をはじめ流域各地から80名の市民

が判明﹂したことや︑湧水マップづくりに

起源とした形で十分成り立っていること

が︑豊田用水と黒川用水だけは湧水を

ていて︑湧水と関係ないと当初思っていた

水というと多摩川や浅川から引き入れ

河原で多くの花を確認できたので参加

ない貴重種である﹂ことを報告︒当日は︑

全国的にも多摩川と数カ所しか見られ

の危険性が高い種という位置づけである︒

分布範囲が狭く︑近い将来における絶滅

る倉本先生は︑﹁カワラノギクはレッド
データブックに載っている絶滅危倶種で︑

生達も実学に参加して大変勉強になって

う大澤学長に要望した︒大澤学長は︑﹁学

流大学との協働を中核に据えた新しい村

加者は︑マイクロバスに分乗して黒川清

取り組んだこと等︑市民らしい調査とそ

しく紹介︑その後市民参画という視点か

を訪れ農業・林業体験に参加し︑地域作り

小菅村は︑今年度から﹁源流を誇りにみ

人生への大きな励ましになっています︒

に開かれた︒セミナー当日には︑地元日

学ぶ﹂として︑日野市の湧水群等を会場

づくりにチャレンジしていく決意です︒

流公園湧水群と図書館下湧水群に向

の成果が報告された︒

性化へ大きく貢献しています︒

に大きく貢献している現状を説明し︑平

んなで協働する村づくり﹂をテーマとする

東京農業大学の大澤貫寿学長に面会して︑

成23年度以降も源流大学が存続するよ

第4次総合計画をスタートさせ︑﹁元気で

小菅村の源流再生に大きく貢献してい

の原課長がそれぞれの湧水の特徴につい

かった︒湧水群では︑日野市緑と清流課

先生が︑カワラノギクに関しては倉本先

られるよう努力したい﹂と回答した︒

いると聞いている︑皆さんの期待に応え

るこの事業の意義を理解していただき︑東

ディスカッションでは︑﹁日野市の湧水

われた︒コーディネーターの神谷博先生

き︑参加者による活発な意見交換が行

河川事務所の坪谷調査課長の報告に続

が行われた︒自然再生の現場を観察し

んがコーディネーターとなって︑意見交換

の山口副所長と水と緑研究会の佐山さ

目■国■胃

保全の取り組み﹂について行政側として

は︑全体のまとめで﹁地下水の調査を日

こすげ﹂の実現を目指

初冬の候︑貴職におかれましては益々

京農業大学としてこの取組推進体制を存

降矢村長が大澤学長に手渡した要望

ご清栄のこととお慶び申し上げます︒日

書は次の通り︒

頃︑多摩川源流域の地域再生に特段のご

菅村としても︑白沢キャンパスの維持管理

日野市の原課長︑市民側として環境市

携した小菅村のこの取り組みは︑テレビや

例が制定さ

あった︒原課長は︑﹁昭和51年に清流条

う︒湧水のデータの蓄積を全市的にきち

野市以上にやっている自治体はないと思

めの実験︑研究の現状は大変面白かった

た市民から﹁従来の自然を維持するた

ディスカッションでは︑京浜河川事務所

等に関して︑大学と協議して地元負担を

民会議の酒井さんの双方から報告が

者は歓声を上げていた︒

ご承知の通り︑源流地域は基幹産業で

検討するなど︑最大限の誠意をもって望み

ディスカッションでは︑小倉先生や京浜

続していただきたいと切望しています︒小

ある林業の衰退や森林の荒廃︑過疎化や

たいと考えています︒東京農業大学と連

て分かりやすく解説した︒

高配を賜り︑厚くお礼を申し上げます︒

ど国土保全や生物多様性にとって深刻な

少子高齢化の進行︑耕作放棄地の増大な

新聞でも大きく取り上げられ首都圏にお

こうした中︑平成19年5月20日︑小菅

はないか﹂とか﹁カワラノギクは自然に任

のですが︑結局自然には逆らえないので

事態が惹起しています︒

湧水保全の先進自治体と言っていい︒最

うが﹂など意見や疑問が出されたことに

せて放置するのか︑その方法がいいと思

んとやっている非常に先駆的な場所だ︒

近︑ゲリラ豪雨の発生が頻発し︑今まで

れ︑湧水や水

やっていた流出抑制︑雨水浸透桝の設置︑

辺の保全が
開始されたこ

川や下水の処理などでも限界が見え始

された意見や疑問に対して︑来年度に向

いるばかりか︑全国の源流にとっても大き

と︑以前は田

めている中︑外国ではすでに取り組まれ

ける画期的な取り組みとして評価されて

んぼの時期し

ているが建築学会で雨水建築の基準づ

めることにしている︒

けてワークショップを行うなど議論を深

村白沢地区に東京農業大学の現代GPに

か通水してい

くりが開始された︒時間差を作って流す

多摩川流域懇談会では︑セミナーで出

対し︑専門家からアドバイスが行われた︒

なかったが生

など都市全体で洪水対策も必要になっ

よって︑多摩川源流大学が開校したこと

大澤学長におかれましては︑小菅村民

な希望となっています︒

の源流大学存続の願いをご理解いただけ

を与えてくれました︒開校以来︑源流大学

は︑小菅村と村民に大きな励ましと希望

による森林体験︑農業体験︑源流文化体

ますよう心からお願い申し上げます︒

校以来︑6︑229名にのぼり︑その体験

験などの体験学習に参加した学生は︑開

る用水にしよ

き物も棲め

第35回多摩川流域セミナー
（日野市10月2日）

源流。四季◎6◎

多摩川流域水辺の楽校連絡協議会

回り︑シンポジウムを運営したり︑発表

どを活用して発表した︒元気に明る

したりする様子に参加者から大きな

く︑活発にこどもたちが会場を動き

声援が送られていた︒開会式では︑多

は︑12月4日︑狛江エコルマホールで第8

した︒今年のテーマは﹁ふるさとの川・

回多摩川子どもシンポジウムを開催

だことや水辺の楽枚で調べた発見や魅

力をお友達や先生︑家族︑市民の前で

発表し交流するもので︑狛江市や立川

参加した︒この事業は﹁平成22年度多

多摩川大好き﹂で︑多摩川学習で学ん

市︑調布市から子どもや市民90名が

摩・島しょ広域連携活動助成﹂から

した︒

育長が挨拶

摩川流域水
辺の楽校連
絡協議会の
野口昌男会
長や狛江市
教育委貞会
の本橋昇教

支援を受けて実施された︒

当日は︑狛江第一小︑第三小︑第六小︑

密な関係を築いてきた︒こうした緑

第一小学校特別活動教室

調布布田小︑立川第二小など6枚︑35

名が作文や模造紙︑紙芝居︑パソコンな

狛江市は︑平成21年︑22年に︑源

流 の 木 を 利 用 す る こ と で 源 流 の 森 がきっかけで︑小菅村からの間伐材

狛江第三中学校体育館にそれぞれ

林 の 再 生 に 貢 献 し よ う と 源 流 の 間 利用の要里に応えて︑和泉小学校図
伐材を校舎や体育館で活用した︒書館︑狛江第一小学校特別活動教室︑

狛江市は︑い

用した腰板や

か だ レ ー ス 間伐材を利

を通して小

いずれも大変

菅村と熱心 床︑壁板がお
に交流を続 目見えした︒

け︑住民交

流 友 好 都 市 好評で︑市民
宣 言 を 調 印 から歓迎され
するなど小 ている︒
菅村との親

和泉小学校図書館の床

第8回多摩川こどもシンポジウム（12月4日）

小菅村の地域振興の様子と源流の村の景観や話、食を

甲州市、奥多摩町、丹波山村、小菅村で構成する多摩川源流協

楽しみたいと流域の市民が小菅村を訪れている。11月17日

議会は、11月30日、甲州市勝沼ぶどうが丘センターで4市町村合

は、昭島市公民館主催の小菅村見学会（23名）が、

同マップ検討会を開催した。当日は、法政大学講師の神谷先生、甲

11月18日は、小平市環境保全課主催の多摩川源流探訪の

州市の政策秘書課の中村リーダー、奥多摩町の加藤企画財政課

長、丹波山村の田中総務企画課長、小菅村の岡部源流振興課

方々（22名）が、11月25日は、川崎中原歴史散歩の会（51

リーダー、事務局の中村所長が出席した。これまで、源流協議会は、

名）が、12月3日は、日本の森を守る地方銀行有志の会の

主としてシカの食害対策に取り組んできたが、今年度の稔会で観

（13名）が小菅村にやってきた。小菅村では、源流研究所と
NPO法人多摩源流こすげが、橋立の上の山や箭弓神社を

光擬興など、源流域への交流人口を拡大させて、源流全体に新し
い光を当てる活動を行うことを確認し、その具体的な活動として4

案内したり村づくりの様子を話したりした。参加者は、源流の

市町村合同マップ検討委員会を設置し、合同マップづくりに取り組

景観や暮らしに関心と興味を持ったようで、帰りには物産館
でお土産を買っていた。日本の森を守る地方銀行有志の会

むこととなった。

当別ま、出席者から・「ここ3、4年で電車の利用客が爆発的に増

えている。バスの売り上げも2千万円増収している」・「登山客でなく

は、森林整備にとって今

てハイキング客が増えていて、健康ブームとか環境に刺激されて増

緊急の課題になってい
る森林作業道の視察に

えている」・「それぞれの温泉施設を繋げたり、恵林寺の拝観料や
鍾乳洞も割引にする工夫もある」・「これまでは観光も競合、つぶし

訪れ、小菅村の村有林
に開設された大橋式路

合いだったが、折角この時代に魅力的な地域を持つ4市町村が集
まったので、競合は止めて協調しながら魅力的なことを発信すれば

網を見て回った。

観光客を減少させないで増加させる要因になっていく」・「この4市
町村が連携し、地形的に結びついてそれを一つにして巡るツアー
にしたら面白い」・「玉川上水なしに江戸の発展はなかった。首都圏

日本の森を守る地方銀行有志の会代表

と多摩川との関係は強い。都会の人が健康と環境という切り口で源
流へ来てもらえれば源流の村が元気になる」・「単なる観光マップと
いうより、地域資源を紹介する形がいい」・「ワインツーリズムでワイナ

リーを歩いてめぐるツアーに2000人が参加している」など、最近の

新しい傾向や意見、提案が出された。
源流協議会では、検討会を積み重ね、合同マップづくりを通して、
汁．●

県境を越えて奥多摩の知名度と甲州の歴史と文化との融合、大都
会と大自然の共存など新しい切り口によって、多摩川源流の新たな

魅力を引き出し、源流と多摩川流域・首都圏との大きな交流・連携
のうねりを巻き起こし、源流域全体に新たな光と活力を蘇らせること
を目指している。

川崎中原歴史散歩の会ご一行（小菅の湯11月25日）
◎7◎源流の四季

激触趣
全国源流の郷協議会民主党及び政府へ要請活動
全国源流の郷協議会の降矢会長ら代表
は、12月1日、衆議院第15控室で民主党

の森本哲夫企業団体対策委員会副委員
長（農林水産省担当）、農林水産省で皆
川芳嗣林野庁長官や皆川治篠原副大臣
秘書官に会い、源流の郷の再生に関する

要望や全国源流サミットで採択した「源流
宣言」を伝え、源流再生への理解と協力、

支援を求めた。席上、降矢会長は、外国

資本による水源

民主党へ要請活動する全国源流の郷の代表（12月1日）

地購入に関する法的規制の措置や健全な森づくりに欠かせない
林道や森林作業道の積極的な整備と国産材の需要拡大などを強
く要請した。要請活動には、坂口岳洋衆議院議員、米長晴信参 一一

議院議員に同席して頂いた。

当日は、全国源流の郷協議会会長の降矢英昭小菅村長、長

農水省副大臣秘書官へ要請

野県木祖村長の粟屋徳也副会長、岡山県新庄村の笹野寛村長、
奈良県天川村の柿坂滴寿麿村長、長野県根羽村の小木曽亮式
村長、山梨県道志村の大田昌博村長、長野県川上村の小林企
画課長、高知県津野町の野瀬企画課長らが参加した。
民主党及び政府に提出した要望書は次の通り。

皆川林野庁長官に要請

記
1政府は、源流再生を地域再生の一つに位置づけ、源流地域対策特別措置法を定め、計
画的総合的に源流地域対策を推進するための源流再生基金や源流地域対策室の創設を
検討すること。

2

政府は、国土及び水源林保全のための法整備を行い、外国資本による水源地購入への
法的規制措置を早急に確立すること。さらには、山地崩壊の防止に努め「地下水」を「公水」
と位置づけその保護対策を図ること。

3

農林水産省は、国産材の需要拡大を図るため、公共施設への地元産材利用を義務づける

と共に、木材の利用促進に必要な補助制度を創設すること。また、「路網整備対策事業
特別措置法」の制定など国の責任による森林整備の基盤づくりに積極的に取り組むこと。
4

農林水産省及び環境省は、源流地域におけるシカやサル等の野生獣の深刻な被害の実態
調査を実施すると共に、その対策として狩猟法の改正及び捕獲奨励等に積極的に取り組
むこと。

5

文部科学省は、源流の暮らしが育んできた本物の知恵と技を若者に追体験させることで

人材教育の面で大きな成果を上げている源流大学の実態を調査し、各地での開設・普及
に積極的に取り組むこと。

