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　私たちが、“いい川”をテーマに活動を始め
たのはいつ頃のことか判然としない。いまで
はワークショップやシンポジウム、研修会な
どで、保全も含めた“いい川”づくりをテー
マにしているのだが、いつの間にかというの
が正直なところだ。河川整備のあり方に対す
る不満、反対運動の中、ではどうするのか？
という議論の中で、単に技術論の問題だけで
はなく、川と地域の関係、文化、川づくりへ
の住民参画等が相まって、ひとつひとつの川
の形状や流れに個性があるように“いい川”
のあり様もそれぞれに異なるという、これま
た曖昧な理屈で言葉だけが先行してきた。

○いい川・いい川づくりワークショップの開催
　みんなに愛される“いい川”・“いい川づくり”
ワークショップは、1998 年から「川の日」ワー
クショップとして始まる。この目的は、川と
付き合って生活する住民と、河川を管理する
人たちの間の“いい川”に対する視点が明ら
かに違っていたため、“いい川”のイメージを
共有しようとすることにあった。生活者の視
点からは、川での遊びや歳時、自然生態から
のサービス、食料源としての“いい川”観が
あり、河川管理者の、主に洪水排除を目的と
した正しい、良い川観との違いとでもいえる。
このギャップを何とか埋め、少しでも共有で
きるビジョンづくりのための情報交換、議論
をしようというもくろみであった。今年の備
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いい川・いい川づくりの方策私案

図 -1　今後の“いい川”づくり協働型河川管理の推進方策～“いい川”をテーマにしたこの 20 年の経過～
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中高梁（岡山県）での開催で 19 回となり、リピー
ター含めて 1000 団体以上の団体、個人が情報
提供や交換をした。
　私なりの感想からいえば、これに参加した職
員や学識者が将来、政策決定に関わる立場に
立った時、この経験は“いい川”づくりに大い
に作用すると考えている。勝手な評価である
が、「多自然川づくり」（2006 年）の推進や協
働型河川管理である「河川協力団体」制度の創
設（2014 年）につながったのではないかと思っ
ている。

○多自然川づくりから“いい川”づくりへ
　図 -1 に示した「いい川・いい川づくりワー
クショップ」から河川協力団体制度の運用につ
ながるフレームは、1.“いい川”情報の交換と
共有、2.“いい川”づくりに向けての方策、管
理技術を共有する入口として、「多自然川づく
り」の理念と技術の研修、各地での継続的研
修のススメ、3. 河川協力団体の運用による“い
い川”づくり、“いい川”の実現を示している。
多自然川づくりは、まだ未完であり、今後、自
然復元や景観形成技術のみならず、協働で川と
地域の良好な関係、新たな川の文化の創出な
どを含めて改良されていかなければならない。
　現在、都道府県と地域住民等との共催という
形で、2012 年の岐阜県からスタートし、今年
の 9 月の徳島で 25 カ所の県及びエリアでキッ
クオフ研修を行っている。その中で、やはり、
多自然川づくりの技術では解決されない“い
い川”づくりの課題や意見が各地に潜在して
いることに気付く。

○河川協力団体の運用
　現在、河川協力団体の指定は、2014 年から
主に一級河川の直轄区間を対象に参加募集を
始め、今年の 3 月で、国管理河川で 227 団体、
県管理の河川で 3 団体のみ、計 230 団体（77
水系）が指定登録団体となっている。
　この制度は、広範な内容を持つ河川管理（調
査、研究、現場管理等）を、指定団体と河川管

理者が協働で行う。その協働に対しては、費用
を負担するとともに、河川管理者は管理のため
のサービスを行うといった制度になっている。
　ところが、河川法の一部改正によるこの制
度も、指定証をもらったまま管理協議や運用
がほとんどなされないままになっていた。そ
のうち、全国水環境交流会のメンバーから、指
定証もらったきり何も言ってこない、どうなっ
ているのだろうという声がひっきりなしに聞
こえ始めた。その声を国交省に伝えたものの、
何の回答もない状況が続いた。この制度は設
計の段階で、何回か担当者と議論し、双方に
メリットのある制度として運用していこうと
したものが動かない。
　そこで、私たちのメンバーに呼びかけ、押
しかけ型の協議会をつくることにした。国の
指定は、全国 9 箇所の整備局長によるもので
あったため、全国協議会と地域協議会の二重構
造を形成し、とにかく、一堂に会するミーティ
ングを始めることとした。熱意のある団体と
ともにこれがうまく運用されていけば、世代
交代を含めたボランティアの運営継続や“い
い川”づくりに一歩近づくのでないかと考え、
現在各局に押しかけ、まず、議論の機会づく
りを進めてもらうよう説得中である。加えて、
環境管理への協力だけでは軽くあしらわれそ
うなので、水防と環境保全は同じことと考え、
日常的な水防活動も協力の対象にしようと提
案をしている。河川管理者サイドからすれば

「水防協力」のキーワードがあれば、つきあう
大義があると考えるからである。
　“いい川”を実現するためには、相当な時間
がかかる。1960 年代から地先の川を対象に“い
い川”づくりを実践してきた人たちは既に高齢
化し、次代への交代もままならない状態になっ
ている。河川協力団体制度がその課題の解消と

“いい川”づくり促進のきっかけになることを
望むばかりである。

NPO 法人全国水環境交流会　山道省三
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　少子高齢化でこれから急激に人口減少する我が国。
現在の課題と予測される将来の姿から、われわれの身近
な水辺の未来とそのあり方を考えてみたい。

○「里」の本質は持続可能な関係のみえる場所？
　約我が国の約１億 2700 万人口が、2100 年には明治
末頃の人口規模 5 千万人弱まで減少と推計されている。
経済は 2030 年頃にゼロ成長からマイナス成長になる（日
本経済研究センター予測）。ある推計では、人口減少の
進む中で2030年に三大都市圏が全人口の約1/2を占め、
残りが田舎に住み、全国 1800 市区町村の 896 自治体が

「消滅可能性都市」になるという。老年人口割合 40％
以上、年少人口割合 10％未満の自治体がそれぞれ 3 割
超になり、もはや出生率 1.8 にするか海外からの移民でし
か国は維持できないという。深刻なのが田舎だ。耕作放
棄地や放棄森林が増大、集落機能低下だけでなく、か
なりの集落が消滅の危機を迎える。例をあげれば、1940
年末の 7,800 万人の昭和後期人口規模になった時に地
域には昔の時代の技術や仕組みを持った方は存命してい
ないだろうから自然に適応できない脆弱な社会になる。か
つて川で遊び川に育てられ、川を使い、自然に適応して
きたかつての技や仕組みはプールや無人施設、行政・団
体等の管理に切り替わっている。
　かつて「里」には住民の暮らしと野生の自然とが融合
した里山、里川、里潟があり、自然を楽しみながら適応
力のある価値観、技術、仕組みがあった。いま、人口減
で「里」には人影が少なく、獣対策の柵と看板が目立つ。
自然に適応する持続できる関係が薄れたら「里」の冠名
は使えない。再度、里の本質にある、人々が自然との向
き合い適応する価値観、技、仕組み、態勢を地域主体
で再構築することが待ったなしと言える。
○多自然川づくりと近自然河川工法の「川守」
　究極の多自然川づくりは、人手が加わった痕跡が見え

～水辺の現実と未来から鳥屋野潟の再生を考える～
ない自然力で復元したような川づくりという。1989 年に大
熊孝先生達と欧州ツアーで近自然河川工法を指揮する
C. ゲルディ氏を訪ねた。帰国後の日本では「多自然川づ
くり」の“技術”として広まった。私は欧州のそれは“技術”
でなく『思想』だと思った。なぜなら、それぞれの川の
姿が自然の立地状況で大きく違うため自然に近づける川づ
くりでは復元過程での人々の関わりが最も大事になるから
だ。自生植物などを使い、流れに合った設計の復元結果
も多様だから、それを観察しつつ見試しを実践しながら修
正する発想や技術が求められる。欧州の現場には「川守」
のような人物がいた。彼は背中に調査用の道具、スコップ、
スピーカーなどをまるで弁慶のように担ぎ、川を覗きに来る
子供たちがいれば生き物のいる川を絵解きするようなマル
チ技術者のイメージだ。時には発破をかけて魚を気絶さ
せて数え前より増えていると自慢する豪傑のような「川守」
だ。その後、欧州では「生き物ネットワーク」のための近
自然の川づくりと三面コンクリート張り川づくりと区分し施工
していると聞く。なぜか日本では思想でなく“技術”として
導入され、なぜか多くの河川技術者は多自然川施工“技
術”のみに熱中し、自然の復元結果と地域の関わりには
無関心のようだ。
　なぜ改めて、私が「川守」を強調するのか？それは
8 月末に多自然川づくりで再生した通船川で見た光景に、

「ヤッパリこの川の多自然川づくりはまずい。これでは未
成熟の再生だ」と思ったからだ【写真 1】。

　故石月升副代表は欧州の川づくり視察後こう言った。
「ヨーロッパには河原の枯れススキが無い」と。欧州で
は物質代謝が遅いが日本の気候ではあっという間に草が
育ち緑で覆われる。通船川では多自然川づくりが導入さ
れ生き物の居場所や川らしい景色が再生した。川ゴミそ
うじも継続している。だが川の水面が 3 ｍのヨシ原で岸か
ら見えなくなっている。かつては里川が暮らしの一部だっ
たため牛馬の餌やヨシズ材など競って草を刈る多くの「川
守」がいた。そのせいで川面は常時見えていて、川遊

【写真 1】３ｍを超すヨシで川辺の公園から川面が見えない
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○ねらいは潟ブランドづくりへの再生の進化
　1960 年頃まで鳥屋野潟は地域の上水に使われる水源
だった。潟周囲の小潟で子供たちは遊びながら自然を学
び、人々は腰までつかるという農業や潟での漁業、ヒシの
採取、野鳥の狩猟などで生計を立てていたという。まさに
暮らしと潟とが一体の里潟の時代である。

　鳥屋野潟は湖底地権者も明らかになり、湖岸堤の整備
が始まる。だが湖面利用が漁業のみでの現在のプランだ
けでは治水、環境に満足できても1960 年頃までの豊かな
湖面利用や環境の姿が見えてこない【写真 4】。　その
ためより多くの子供たちや市民を潟中に誘い、潟の魅力を
日常的に体感できる場づくりとして、2014 年からとやの潟
環境舟運イベントを試行している【写真 5】。

（※ 20 分の空撮映像
https://www.youtube.com/watch?v=ZTUh-xcPiQg）

　ねらいは再生の進化だ。次世代の子供たちの参加が
あって初めて潟の再生プロセス運動は、世界に発信する
ライフブランド事業の開発につながり、地域のプライドブラ
ンドに育ち、豊かな潟が復活すると信じたい。

代表世話人　相楽　治

びする子供が溺れたらすぐ助けられたに違いない。これ
からの川づくりは、用・強・美の日本的な価値文化のよう
に利水と治水と環境の機能融合が必須だと思う。「使い
手」と「川守」が、できるだけ身近な関係であってこそ
初めて究極の多自然「里川」づくりの持続する姿が見え
てくると考えたい。
○閉じた水辺から開いた水辺への展開が課題
　７月末に、カフェレストラン数棟がある水辺の広場が若
い人たちに評判だという琵琶湖の岸辺に「なぎさテラス」
を訪ねた【写真 2】。

　「なぎさテラス」は、琵琶湖の景観的な付加価値を最
大限生かすため、中心市街地活性化と湖岸の公園整備、
河川整備を一体化した先端的な事業として知られている。
3 セクのまちづくり会社が施設運営している。
　「なぎさテラス」の評判は、４つのカフェだけでなく、水
辺に開いた湖沼景観を最大限生かし、芝広場と一体で
水辺には何もない展望の魅力と365日24 時間常設の視
点場にある。街側には駐車場、森を通ってカフェに入り、
水辺で楽しむ人 を々来訪客が眺める構図。この空間構成
が素敵だ。富岩運河のスターバックス景観も同じ構図だ。
ヨシ原の繁茂で水辺の見えない通船川や鳥屋野潟と大違
いだ【写真 1】【写真 3】。

　鳥屋野潟では拡大したヨシ原が鳥屋野潟の水景を狭
め、場所によっては水景を生かすどころか殺している状態
にある。地権者によるヨシ原の刈り払いもなくアレチウリなど
も侵入し野生化が進んでいる。残念ながら、弁天橋一本
松公園からもレストランからも湖面が見えずまさに閉じた水
辺になっている【写真 3】。

【写真 2】なぎさテラスの水辺の 180 度景観が食の価値を高めている

【写真 3】女池地区のレストランからの水景はヨシ原で遮られている

【写真 4】1960 ～ 70 年頃の鳥屋野潟弁天橋付近のにぎわい

【写真 5】1960 ～ 70 年頃の鳥屋野潟弁天橋付近のにぎわい
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　恒例の大河塾が、今年で最後となる気配であることか
ら、最終回はしっかりと学ぶ必要がある。信濃川下流域
の人達は、上流域の歴史や文化などをあまり知る機会が
ない。同様に千曲川流域の人達は、信濃川流域の歴史
や文化に触れる機会が少ないと思われる。
　そこでこの度は、信濃の北アルプスから湧き出る豊富な
水量が合流する安曇野の「水」「文化」について学ぶ
8月23～24日開催の信濃川大河塾の事前学習会とした。

　講師は、信州のサケ文化について以前長野市で講演
をしていただいた宮下健司さん（長野市立安茂里公民
館長＝当会会員）に新潟まで、出前講義をお願いした。
参加者は、大河塾参加者を中心に 40 名ほどであった。
　演題は、「信州の山と川、水の恵みとその文化」である。
千曲川・信濃川の源流は甲斐、武蔵、信州の 3 県境に
位置する甲武信岳（2,475m）に発するとの話から始まり、
大河塾を始めて第４回目に川上村を訪ねたことを思いだし
た。
　そして千曲川の水源の多くは北アルプスの山々である。
槍ヶ岳、穂高岳、白馬岳などいずれも私が 20 代のときに
友人と一緒に踏破した山々である。これら山々から湧き出
る水が松本、安曇野へと集まるが、扇状地形であるため
地下に浸透しやすく農地には適さない荒地であった。従っ
て、昔からこの地域の農民は水を確保するに大変苦労を
強いられた。
　江戸時代に入り米作が盛んになり、新田開発も盛んに
成るが、全国的に水争いが起きている。これらを解消し
農民の暮らしを楽にとの思いから、地域の代表である資
産を持つ庄屋などの働きが全国に点在し今に語り継がれ
ている。

第 7 回大河塾に向けて　信州の「水」と［文化］について　講演会

　それが佐久市に残る浅科五郎兵衛用水であり、安曇
野に残る拾か堰や勘左衛門堰などである。この地域は水
を確保するために堰を造り、用水路を造り田への水を確保
したのである。
　一方、新潟ではいかに排水するかが、米作りのための
施策である。その代表例が新川開削など新潟平野から
直接日本海へ流す水路が、これまでに２０箇所で掘られて
いる。
　次に、そこに住む人々の暮らしや文化に触れ、
信濃の山々が春に見せる雪形と人々の関わりやブナ林の
根上がり、ミズバショウの群生、クロサンショウウオの卵のう、
そしてイワナ、ヤマメなどのすばらしい写真と語りが、多
義に及んだ。
　信濃の各地では、雨乞いの儀式の文化を今に残す暮
らし、かつてはサケの捕獲が地域の重要な産業であった
ことなどが紹介された。地域の人々が地域文化を大切に
している様子が良く理解できた。

　小休止後に当会顧問の大熊先生と宮下館長との対談
に入った。
　対談の前に大熊顧問から、短いＰＰによる解説がなされ、
日本には、縄文の古来からあらゆるものに命が宿り自然の
中で生かされ、関わり持っている。そして最後は土と水と
大気に還る。との言葉から対談が始まった。
　日本の各地には、地域に根ざした慣習、文化が存在し、
受け継がれてきている。これらを次の世代に受け渡して行
かねばならないと対談を締めくくった。

副代表世話人　山岸　俊男

宮下館長の熱のこもった講演

対談の様子
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　「信濃川大河塾」は初めての参加、というより「新
潟水辺の会」のイベントへの参加が初めてである。
第７回信濃川大河塾のテーマは「梓川上流から下流
新潟の『水と土』を考える旅」。こんな壮大なテーマ
の旅は個人ではなかなかできない。見どころが多く、
しかも参加費が割安なのも嬉しかった。
　集合場所には早めに着いたつもりだったが、すでに
数人が集まっていた。参加者・スタッフ合わせて 23
名で出発。間もなく自己紹介が始まった。みんながこ
の旅を心から楽しもうとしている嬉しさが伝わってくる。
様ざまなエキスパートがいるのにも驚いた。自己紹介
は概して長い。長いのは自分が何者かわかってもら
い、役に立つことがあればいつでも馳せ参じるという
気持ちからなのだろう。それが羨ましい。私が所属し
ている「小阿賀未来の会」は自己紹介は１人１分で
終わってしまう。住んでいる地域と名前くらいしか言わ
ないのは、謙遜なのか、役目を押しつけられるのを嫌
がっているのか。残念なことに後者の要素が多いよう
な気がする。

　自己紹介が終わると、見学場所についての車中講
座が始まった。大熊先生を中心に下見までした世話
人の話だから、面白くないはずがない。打ち解けた
場所での話はわかりやすく、興味がそそられた。あれ
これ話している間にも、バスは上高地へとぐんぐん登っ
ていく。
　濃い緑の中をとてつもなく細く深い谷が貫いている。
１万年かけて水が作った梓川峡谷だ。清らかな細い
流れははるか目の下で、ときおり崖崩れでむき出しに
なった山肌が見えるが、こうして崩れ落ちた石が下流
に押し流され、砂礫層の扇状地を形成するのだとい

「第 7 回 信濃川大河塾」に参加して
う。自然のエネルギーを想像すると背中がぞくぞくして
くる。
　上高地は自由散策で３班にわかれた。大正池から
河童橋までのコース、河童橋と明神橋を往復するコー
ス、河童橋付近の散策コースである。私は河童橋付
近散策を選んだ。日頃の不摂生が積もり積もった軟弱
者には、これしか選ぶことができない。時間を持てあ
ましながら集合時間を待ち、この日は沢渡温泉の上
高地ホテル泊。

　翌日は豊科郷土博物館へ。百瀬館長から「拾ヶ堰」
の説明を受けた。「堰」はこの地方では「せぎ」と
いうのだそうだ。数河川が複数流れ込む扇状地にあ
る豊科地方は、砂礫層で水を溜め込むことができな
い。それを解消するために江戸時代以前から苦労を
重ねて用水を造成してきたが、一番大規模だったの
が文化 13（1816）年に完成した「拾ヶ堰」である。
奈良井川から取水し、標高 570 ｍの等高線に沿って
扇状地を横断する延長 15 ㎞の大規模用水で、関係
する10ヶ村から延べ 67,000 人の農民が出て、わず
か 3カ月で完成させたのだという。この「拾ヶ堰」が
橫堰となり、ここから無数に掘られた縦の水路によっ
て、各田んぼに水が配られる仕組みだ。
　館内の他の展示品を見るために、館長の話を聞き
漏らした部分があった。礫層に水路を設けるとき、水
漏れ対策はどうしたのだろう。帰りのバスの中でもそ
の話題が出ていたから、館長もそれには触れなかった
らしい。
　こうした土地では新田そのものも最初は水漏れした
だろうと思って、「農の学校」（私はここの田んぼ 7アー

バス内での参加者の自己紹介

梓川に架かる河童橋で参加者と一緒に
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ルを借りて米作りをしている）の校長先生に聞いたら、
「田んぼの水はかき回すと沈殿物が隙間を埋めて水
漏れしなくなってくる。あなたの田んぼも代掻きをしない
と水漏れしてくるよ」と教えてもらった。今まで何の気
なしにやってきたけど、代掻きにはそういう意味があっ
たのかと初めて知ったのはその後のこと。

　現地見学も興味深かった。水路の構造は私にはわ
からないところがあったが、「拾ヶ堰」がカーブしてい
る堀金小学校のあたりからは安曇野が一望でき、今
では県下屈指の米どころという眺めは素晴らしかっ
た。強い意志で計画を進めたリーダー、たわわな収
穫を夢見て工事に汗を流した農民たち、そしてこうし
た美田にまで育てあげてきた代々の農家の努力。頭
が下がる思いだ。
　しかしこの工事は果たして正解だったのだろうか、
という疑問がぬぐい去れない。米は 100％年貢の対
象になる。享保の頃から第二次新田開発時代を迎え

（第一次は元禄初年まで）米の増産で米価は低迷
する。一方諸物価は高騰するばかりで、米作りは割
に合わなくなってくる。選りすぐった米は年貢として納
め、残った米をさらに選んで売らなければ生活はでき
ない。あとに残ったのはいわゆる鳥またぎ米。多くの
農民たちが、こんな屑米に根菜や雑穀を混ぜて食べ
ていたのだ。
　豊科郷土博物館展示のパネル「成相組吉野村
で増加した水田の面積と米の収穫量」のグラフには、

「拾ヶ堰」開削前後の水田面積と収量石高が示され
ていた。ちなみに吉野村はこの博物館があるあたりの
ようだ。このグラフから「拾ヶ堰」完成前後を抜き書
きすると、享和元（1801）年 11 反 5 畝・9 石、文
化 4（1807）年 6 畝・6 斗、文化 15（1818）年 10
反 6 畝・9 石 2 斗、文政 3（1820）年 95 反 9 畝・
86 石。「拾ヶ堰」完成直後は急激に伸びているが、

9 年後の文政 12（1829）には 5 反 8 畝・5 石 2 斗
と落ち込み、天保 5（1834）年は再び 83 反 9 畝・
68 石 8 斗と増えている、しかしこの年は天保の飢饉
の最中、奇跡がおきて全国的な豊作になった。大坂
堂島の米相場でも、前年の 6 割ほどの値しかついて
いない。
　家に帰ってグラフの数字を全部計算してみたら、1
反当たりの平均収量は 8 斗 6 升ほど。江戸時代中
期以降に開発された新田は得てして条件が悪いのが
普通で、こうしたことは安曇野扇状地に限ったことで
はない。明治初年頃、湿地帯の亀田郷の一部では
まだ反収 4 ～ 6 斗だったという（『芦沼略紀』）。

　こんな苦労をしてまで何故米を作るのか。幕府や
領主の年貢収奪手段というだけでなく、農民側にも

「米は尊いもの」という気持ちがあったのかもしれな
い。明快な答は私には出せないが、現地を実見でき
たことで新たな興味が湧いてきた。
　興味といえば、帰路のダム見学もそうだった。電気
の安い夜中に水を揚げて再度発電していることを初め
て知った。一度発電した水を山をぶち抜いて遠く高
い所に運び、再発電しているなんて、考えてもみなかっ
た。
　知らなかったことをたくさん教えてもらった旅だった。
机上であれこれ考えていたことに、少し肉付けできた
ように思う。新参者だったけれど、暖かく迎えてもらえ
たのも嬉しかった。機会があればまた是非参加した
い。

小阿賀未来の会　金森　敦子

豊科博物館で拾ヶ堰と安曇野の説明を受ける

豊科博物館にあった安曇野扇状地吉野村の米収穫高
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　新潟水辺の会主催、大河塾に参加したのは、これ
で３回目になるでしょうか？。8 月23日、今回も期待と
二人連れで、駅南でバスを待った。他の参加者も早
めに参集して、定刻前に出発となった。
　長野県も良い天気、安曇野から山へ分け入って行
く。上り坂で勾配のきつい川沿いの道をうねくねと辿
る。左右に急峻な山肌を見上げ、Ｖ字形の深い谷底
を見下ろす。次 に々景色が変化して飽きることが無い。
　沢渡温泉の上高地ホテル( 未だ上高地エリアの外 )
に到着、昼食を摂る。
　再びバスに乗り、トンネルを通り抜けて上高地に入っ
た。( 観光バス、タクシーは直行入域可能だが、マイ
カーは入山禁止でシャトルバスに乗換 )　
　そそり立つ岩壁は、更に険しさを増して眼前に迫っ
て来た。一方、川は様相が変わって、千尋の谷は消え、
道の傍に浅い川原の流れとなっていた。車道も勾配
が緩くなった。少し違和感を覚える。
　2 班に分かれ、大正池班は途中下車。私たちは
終点駐車場で下車。そこでまた数組に分かれ、更に
上流を目指したのは大熊顧問他私を含め数名。梓川
左岸に沿った木陰の遊歩道を進む。道は平坦で歩き
易い。人通りが多い。稀に登山者にも逢うが、大半
はレジャー客で服装、履物とも街中と大差ない。まあ
有名「観光地」なのだからと、自分を納得させる。

　日向では暑く、深山幽谷高標高の割には、涼しい
と言う程では無いが、下界と異なり爽やかな空気だっ
た。それに、川の流れはとても冷たく、手を浸けて見
たがすぐに痛くなって 10 秒がやっとであった。

2016 大河塾に参加して、大河の始まりは、岩峰だった
　林は常緑樹落葉樹混交林、特に暗い程では無く、
林冠を構成する高木と、下草がある。ビルに例えると、
屋上と１階の床はあるが中間木が無く、２階３階が吹
き抜けのような、森の階層構成になっていた。大木
が多くあるが、一部は倒伏したり、伐倒処理されたも
のもある。焼岳の水蒸気爆発による大量の崩落泥流
堆積に伴って創出された土砂ダム湖の出現がここを
平坦地形に変えたのだとのこと。僅か百年位でこれほ
どの大木に育ったのだろうか？。不思議に思うことも多
くある。

　橋を渡り右岸へ、神社で拝観料を支払い、明神池
に立ち寄る。ここは境内なのだ。水面に写る山並み、
そこかしこに立ち枯れの木々、絵はがきのような美し
い眺めであった。今度は下りだが勾配はとても緩やか
で、川岸近くの小径を歩む。川面に陽光が燦めく。
途中で一カ所、そこだけ山肌が崩落して足元迄砕石
が堆積した、新しいガレ場もあった。日本の屋根、北
アルプスの山中に居るのだと意識させられた。
　空を切り裂いて屹立する峰々、遠慮がちな青空。
虫の合唱団、野鳥稀にニホンザルの姿。風の色、囁
きながら征く清冽な流れ、語りかけて来る木々、深く
濃い緑、俗塵を遠く隔てた奥山。僅かな人工物や人々
のざわめき、多少の自動車や電気の使用があったり
はするが、膨大な自然環境に希釈されている。全身に、
そして全心に霊気を感じ心地よさを覚える。あーいい
気分だ。観光客の人気が高いのもむべなるかな。ホ
テルに戻り夕食懇談、温泉に浸かり英気を養う。
　翌 24日は早朝から近くを散歩。緑に囲まれ冷気が

観光地？の河童橋と清流の梓川

上高地駐車場にて参加者と記念撮影
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気持ち良い。それにしても全く休む間もない修学旅行
ではある。
　朝食を済ませて出発、山間を抜け安曇野の扇状地
に下る。
　この一帯は、巨大な山塊が吐き出した大量の砂礫
によって構成されているため、川の水は流れ下るうち
に地下に浸み込み、伏流水と化し用水にことを欠い
ていた。
　日本の民の歴史は、食料増産の営みの連続だった。
この地にあっては、目の前から水が消えてしまって使
えない。ことさら強い思いだったに違いない。
　安曇野市豊科郷土博物館を見学。ジオラマを使っ
て、拾ヶ堰 (じっかせぎ ) の解説をしていただいた。
等高線に沿ってほぼ水平な人工用水路を造成した、
200 年も昔の測量技術の高さに驚いた。更に開削土
木工事が一冬で竣工したなどとは、舌を巻くばかりだ。
　その後再度バスに乗り、土地改良区の方と百瀬豊
科郷土博物館長の案内で現地巡見した。縦に流下
する在来河川、治水や取水、発電のダムも設置され
ていたが、どこも清水の流れで眺めながらうらやまし
い限り。水平に這うような人工水路も今は近代化され、
川と川の平面交差も( 見たかったね ) 無くなり、サイホ
ンに改良済みだった。地下削進シールド工事に使用
したヘッド(ドリルの先端部 ) が現場展示されていた。

　200 年を経た現在まで、手入れをしながら大切に
守って来た「せぎ」は、農地を潤し多くの命を支えて
いる。ワサビ園の豊富な湧水や川の流れも用水や水
田からの流出による恩恵だったとは、少し気付きが遅
かったと我ながら思う。先人の苦労あってこその水の
里だった。それなのに、昨今ゴミが増え、中には自転
車を投げ込む輩さえもいるとのことでご苦労もあるよう

だ。新潟の西川のゴミ、大通り川のゴミを思い出した。
　さて、信濃川の最下流に位置する新潟市、そして
そこに暮らす我らも、水無しでは生きて行けない。か
つては、鳥屋野潟も信濃川も、きれいな水に恵まれ、
そのまま飲めて、洗い物をして、魚を獲って食べたり、
泳いで楽しんだりもした。本来自然河川には水を浄化
する能力が備わっていた。
　草や木、魚や水生昆虫、瀬や淵、時々の洪水と
撹乱が清らかな水を保ってくれていた。人々は川を恐
れ敬い親しんで付き合って来た。今は公共下水道の
整備も進んだと言うのに水は汚れている。
　上流から下流に至るまで、数多くのダム、堰堤、
人工護岸、河道の平坦化直線化、取水排水、社会
インフラ整備が進んだ為に、水が腐ってしまった。堤
内堤外の生物相、生態系、多面的機能、環境相互
作用に配慮せず、自分たちの目先の利益だけを追求
し続け、その結果環境悪化を招いたのである。
　このままで良いのだろうか？。もっと賢明な付き合い
方は無いのか？。上流、中流を経てようやく辿り着い
た水である。感謝しつつ、新しい付き合い方を探る
必要があると改めて思った。
　今回の旅も、事前の現地調査と入念な検討の上で
実施された。効果的なコース取りと時間配分、合理
的な運営に対して、幹事の方々からご苦労いただき
深く感謝申し上げます。

蛇足。私見
　滝や水辺に近づくと、マイナスイオンを浴びて体に
良いと言う向きがある。大方は、テレビのワイドショー
に出演した芸能人の発言、若しくは「健康」食品や
器具の宣伝文句である。仮にマイナスイオンが人体に
有益だとしたところで、健康向上効果がある程高濃
度のイオンは自然空間に於いては存在しない。農水
省林野系の事業のごく一部に、イオンの存在と効果を
訴える表示があるが、信用するに足りない。

自然観察指導員　諸橋　潔

※「信州の「水」と［文化］について　講演会（P5)」「第 7
回信濃川大河塾（P6 ～ 9）」は新潟市の「水と土の文化創
造都市 市民プロジェクト 2016」の助成を受けて実施しま
した。

サイフォンを作る際使ったヘッドを見つめる諸橋さん
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　平成 27 年新潟市里潟学術研究事業で、新潟市北区
の阿賀野川河口右岸にある「松浜の池」の成り立ちと変遷、
水深、面瀬、水位、生物調査などを、松浜地区コミュニティ
協議会と協働で 1 年かけて行った。
　松浜の池は、地元では「松浜の池」、「トンボ池」、「ひょ
うたん池」と呼ばれ、絶滅危惧種のオオモノサシトンボなど
貴重種の居る河口閉塞池で、海からわずか 80 ｍ程しか離
れていない珍しい池であるが、北区の人でも「名前は聞い
たことがあるが、何処にあるのか知らない」と答える人の
多い池である。

◆池の成立と変遷
　松浜の池の成立過程と年代別の形状変化は、国土地
理院の地図及び航空写真を基に調査した。その結果、戦
前にも池はあったようだ。地元の方への聞き取りでは、河口
にある入り江で「輪湖」と呼ばれていた。
　昭和 39 年の新潟地震による津波とその後の洪水で、阿
賀野川河口に突き出ていた砂嘴海岸部の砂丘の大半と池
が消滅した。だが 2 年後には、日本海の潮流と阿賀野川
の吐き出される土砂により、松浜の池の原型が出来あがり、
昭和 46 年には出口が閉塞され現在の池となった。その後、
若干形状は変わったが、阿賀野川の河口の歴史を見続け
ている貴重な池である。

新潟市里潟学術研究 松浜の池の成り立ち、水深調査
◆池の水深と面積

　池の水深は当会の魚群探知機を使い 8 月に行ったが、
藻が繁殖して水深が測れない個所があり、11 月に再調査
した。池は全体に船底型で最深部は 1.7 ｍと意外と浅かっ
た。また、これまで池の面積は 2.6haと言われていたが、
今回のトータルステーションによる電子測量を行った結果、
海風による飛び砂により池の面積は 2.2ha に減少していた。
◆池の生物調査
　7 月の調査で絶滅危惧種のオオモノサシトンボ、セスジイ
トトンボの産卵を多く確認した。

　3月のタモ網、サデ網による調査で、魚類は3目3 科 4 種、
底生動物は 4 綱 9目13 科 15 種が確認された他、鮒や雷
魚などが生息し釣り人も多く来ている。
　また池には、ハスやオニバスも自生している。これまで一
般的には福島潟がオニバスの北限と言われているが、近
い将来松浜の池が北限となると思われる。

副代表世話人　加藤　功

阿賀野川右岸、日本海近くにある松浜の池

阿賀野川

松浜の池

松浜の池は、長さ410ｍ×幅 80ｍ

オオモノサシトンボの珍しい交尾

昭和 21 年 10 月米軍撮影
「輪湖」と呼ばれていた頃

左岸に飛行場滑走路が河川内に

昭和 39 年 9 月撮影
新潟地震の津波で旧松浜橋

砂嘴ともに無くなっている

昭和 42 年 8 月撮影
松浜の池が出来る直前
松浜の町が伸びている

平成 21 年 9 月撮影
阿賀野川河口部に砂嘴が
延び、船の航行にも影響
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r e p o r t07
　最近、新潟の潟を訪れることが多くなった。2014
年 4 月に新潟市に潟環境研究所の所長を、また
2015 年 4 月に水の駅「ビュー福島潟」の名誉館長
をおおせつかったからである。改めて、多くの潟で山
を背景として前面に水面が広がる景色が展開し、「わ
れわれの魂が還りたがる空間」だと癒されている。白
鳥やオオヒシクイが、この景色を空から眺め、居心地
のいい場所として毎年還ってくるのも、むべなるかなと
思う。
　日本には古くから、「山川草木悉有（しつう）仏性」
という考え方がある。これは、山川草木、すなわち
人間のみならず自然界のあらゆるものに仏の心がある
という考え方である。
　この考え方は、鎌倉時代に、法然や親鸞の浄土
教的な仏教や道元の曹洞宗が普及するにつれて明
確になったとのことであるが、この考え方は縄文時代
から自然のあらゆるものに神が宿ると考えてきたことの
延長上にあり、われわれ日本人にとって違和感のない
考え方であったのではないかと思う。
　ここで大切なことは、人間が自然を征服・支配す
るといった西洋文明の考え方ではなく、自然の中のあ
らゆるものは、無機物であろうとも、“いのち”の連鎖
の中で最後は土と水と大気に還るという時空間に存在
し、すべて平等であるという考え方である。
　しかし、平等でありながら、人間だけは“我”があり、

“欲”があり、その世界から外れてしまう。他の命を
むやみに収奪するうしろめたい存在である。そのうし
ろめたさを少しでも自覚したいと、せめてお盆の期間
だけは殺生をしないとか、食事をするときに、いただく
命に感謝して「いただきます」という言葉を発するよ
うになったのではないかと思う。
　さらに、人間は生きているうちはどうしても穢れてし
まうので、せめて死後は自然に還り、浄化されたいと
願うようになったということである。ただ、その還ってい
く先の自然は、なにも深山幽谷でなく、鎮守の森など
われわれの身近にある山、川、森、海辺で、「故郷」
としてアイデンティティを確認できる『場』であれば良
かった。
　この思想を体現している人物として、良寛や小林
一茶などを思い浮かべるが、私の経験では映画『阿

山川草木
し つ

悉有
う

仏性～日本人の自然観を振り返る～
 

賀に生きる』（監督・佐藤真、1992 年完成）に登場
した老人達から、かつての日本人であるならば誰もが
この思想を有していたことを教えられた。『阿賀に生き
る』の老人達は、新潟水俣病を患いながらも、窓ガ
ラスの破れから室内に入り込んできた朝顔を愛で、鮭
の鉤流し漁に自然との共生の根本を語っていたのであ
る。

　しかし、日本は、明治維新以降のこの 150 年間、
国力発展のために、西洋近代科学思想を導入し、自
然の恵みは徹底的に収奪し、自然災害はわれわれの
敵として撲滅することを金科玉条としてきた。しかし、
第 2 次世界大戦ではアジアだけでも3,000 万人を超え
る死者を出し、戦後の高度経済成長の果てには、自
然災害を克服できないまま多くの死者を出し、公害や
福島原発事故では取り返しのつかない自然破壊、人
間破壊を繰り返している。
　21 世紀は、このことを反省して、自然と共生する
以外に歩む道はないと考えられるようになった。そのこ
とはラムサール条約（1971 年制定）や生物多様性
条約（1992 年制定）などで、すでに世界的には確
認されていることなのだが、まだ人類はその域に達し
ていない。
　われわれは、縄文時代以来、生き物を大切にし、
ラムサール条約でいうワイズユースを実践してきてい
た。「山川草木悉有仏性」という優れた思想を復活し、
世界に広めることで、改めて自然との共生を確かなも
のにする時代へと進みたいものである。

大熊　孝（ＮＰＯ新潟水辺の会・顧問）

佐潟　［写真提供・中村　脩］　
角田山を背景とした水面が美しい。ただ、左のゴルフの練習場は弥
彦山を隠しており、新潟人の“心の故郷”を害している。



編集後記 :　10 月初めに母の「一年祭」で故郷の京都へ行って来ました。実家は神道のため「一周忌」では無く「一
年祭」( 式年祭 )と言うそうです。
　お墓は清水寺の近くにありますが、さすが観光地、三年坂などには外国人観光客や修学旅行生などで賑わっていました。
また、坂本龍馬の墓も近くにあります。
　新潟から京都へは以前まで寝台特急や急行がありましたが、今は直行列車が無いので、夜行バスが便利です。
　早朝に到着後、レンタサイクルを利用し街を散策。バス路線も発達していますが、京都の街は余り大きくないので、自転
車がとっても便利です。
　まずは三条堺町の「イノダコーヒー店」へ直行。ミルクと砂糖入りのコーヒーは好き嫌いがありますが、やはりここではエビ
フライサンドとのセットを注文するのがベストです。
　京都で水辺を感じるのは「納涼床」（河原に張り出した木組みの床）から眺める鴨川が有名ですが、木屋町通りを流れ
る高瀬川も繁華街を流れる川としては珍しく綺麗で風情を感じます。
　帰りの夜行バスに乗る前に駅近くの「赤ちょうちん」へ。カウンターで話をした人が京都で生活支援の NPOを運営されて
いる方と知り、話が盛り上がり、色々有意義だった京都での「一年祭」でした。　　　　　　　　　編集人 : 森本  利
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「水辺シンポジウム 2016」のお知らせ
　毎年 12 月に当会が主催している「水辺シンポジウム」のお知らせです。
　今回は基調講演に NPO 法人全国水環境交流会代表理事の山道省三さんより「官民連携によるいい川・いい川づく
り」について現状やこれからの展望を講演いただくとともに、当会の主な活動フィールドである通船川や鳥屋野潟を活用
したまちづくりについてパネルディスカッションを行います。
　シンポジウム終了後は恒例の望年会も開催しますので、会員だけではなくたくさんの皆様からのご参加をお待ちしていま
す。

日時　２０１６年１２月１０日（土）13：30 ～ 16：30（開場　13:00）
会場　クロスパルにいがた　5 階交流ホール（新潟市中央区礎町通 3ノ町２０８６　電話：025-224-2088　車でお越し
の方は本町・古町地区の駐車場をご利用いただくのがお得です）
参加費：無料
申し込み：直接会場へお越しください。（水交流望年会は事前申し込みが必要です）

プログラム
13:30　開会
13:35　基調講演　官民連携参加のいい川・いい川づくりの現状と展望　～いい川いい川づくりWS ～多自然川づくり
～川管理・河川協力団体制度～」講師　NPO 法人全国水環境交流会　代表理事　山道　省三さん
14:20　パネルディスカッションその 1「通船川沿川の産・学・商・住参加・協働による川まちづくりへ」
新潟市市民協働事業モデル事業「連携・協働での通船川・栗ノ木川下流の川まちづくり」のまとめの議論を行います。
15:20　休憩
15:30　パネルディスカッションその 2「鳥屋野潟再生から、潟ライフブランドのまちづくりへ」
潟周辺の治水・環境堤防の整備が進む中で利水や、潟のブランド価値の視点から新しい都心の水辺のあり方を探ります。
16:30　閉会
17:15　親水交流望年会（会費制：事前の申込が必要です）

多自然型川づくりセミナー（仮称）
日時：2017 年 1 月27日（火）　午後（調整中）
会場：新潟市内（調整中）
主催：NPO 法人全国水環境交流会、NPO 法人新潟水辺の会
　大熊顧問の基調講演、吉村伸一 〈株〉吉村伸一流域計画室代表、萱場祐一（独法）土木研究所自然共生研究
センター長の講演の他、当会相楽代表より通船川の川づくりに関する報告もあります。


