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自然の中で絵本を読もう !
ココロもカラダもリラックス

行事案内

木々が一斉に葉を広げ、花

…08

が咲き、鳥たちが歌い始める

とれたて！ 環境市民

躍動の季節はもうそこまでやっ

基礎から実践へ ! 環境活動パワーアップ講座を開催

てきています。今回はそんな季

地域の未来をともに考えよう ! 〜島本町地域環境調査事業 報告会〜

節をじっくり感じる遊びを紹介

野外活動の運営スキルを磨いた ! 自然遊びマスター講座
書籍「環境首都コンテスト 地域から日本を変える 7 つの提案」完成！
…10-11

します。みなさんは自然の中で
絵本を読んでみたことはありますか ?
読みたい絵本とレジャーシートを持って出かけましょう。静か
に森林浴ができるところがオススメ。近くの森林や川のほとり、

地球のなかま
第 33 回

編

番外

コレ、ためして
みました。

琵琶湖固有種 3 回目 イケチョウガイ

…12

都市公園など身近な自然で十分です。植生が豊かであまり人が
多くないほうがいいでしょう。写真のような桜の下もとてもいい
場所ですね。絵本は童話やおとぎ話などストーリーが長すぎず、

青き星 碧い風

わかりやすいものを選んでください。ゆっくりできる静かな場所

第 23 回 魅惑する島・バリ

でひと休み。木にもたれたり、寝転んだり、リラックスして深呼

…13

吸。そこで持ってきた絵本の登場です !

読者交流コーナー

「どうしてわざわざ外で絵本を読むの ?」と思われますよね。

みどりのかわらばん

木々や草花、そよ風の感触、木漏れ日、鳥のさえずり、土の感

…14

触など、自然の中には五感を刺激するものがたくさんあります。

1/ 環境市民

そんな周りの環境に刺激され、絵本の中にあるドキドキ・ワクワ

本当の発展を追い求めて

クが湧き出してくるのです。小さい頃から知っている話でも、大

田麦 誠さん

人になって読むとあらためて物語の深さに気づくこともあります。

…15

親が子どもに読んであげるようにゆっくり読み聞かせをするのが
いいでしょう。親子でなくても、大人同士や仲良しグループで
も OK です。物語と自然の声を感じながらじっくりと聞き入って
ください。
もちろん絵本を楽しむだけでなく、歩くことや散策すること、
気持ちのいい場所で休憩することでココロとカラダのリフレッ
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世界的な景気の低迷、増え続ける失業者、深刻化する温暖化。

そ温暖化防止を解決するための「しごと」をつくり、雇用を生
み出すと同時に、温暖化防止につなげる政策が必要です。その
可能性、ヒントを NGO、識者の意見と共に伝えます。
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で野外活動のプログラムとしておこなわれていて、じっくり自然
を感じられると大人の方々に好評だそうです。
絵本は家や図書館など室内で読むものと思っているなら、ぜ

今、持続「不」可能な社会の問題が顕著になっています。今こ



シュ効果も期待できますよ。「絵本の読み聞かせ」は全国各地
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ひ場所を変えて自然の中で開いてみてください。きっといつもと
は違う楽しみが広がるはずです。
（文 / 自然遊びプロジェクトチーム 江川 真理子）

特集：琵琶湖の環境を知る 考える
文 / ニュースレター編集部

千葉 有紀子

琵琶湖は 400 万年前に伊賀上野（三重県）で生まれまし

もともと豪雪地帯で、豊かな水量を誇る川が多くの水を

た。位置は少しずつ変わり、
今の場所に落ち着き、
深くなっ

提供してきましたが、車による汚染物質や、農薬や肥料な

たのは 40 万年前のこと。複雑な地底の形と入り組んだ湾

ども雨とともに、琵琶湖に流れ込みます。周辺住民の努力

の形、中に浮かぶ島など様々な条件の中で、固有の動植物

や下水道の発達により改善された部分もあれば、まだ問題

を始め多くの生き物たちのゆりかごであったこの湖は人間

も多く残っています。

の出現によって、変化を余儀なくされていきます。
岸辺に住む人間たちも琵琶湖と共に文化を育み、独自の

特 集：琵 琶 湖の環 境 を 知る 考える

琵琶湖に寄せて

今回は琵琶湖と水の問題を中心に、森や川、周辺にすむ
人々とのかかわりで琵琶湖を描いていきます。そして「地

文化（特に食文化）が発展していきました。しかし、琵琶

球のなかま」の記事
（今月号 12 ページ、1 月号、11 月号）

湖を近畿の水瓶として、飲料水の確保のための利用が拡大

もあわせてお読みください。

するにつれ、人の手による管理が広がっていきました。

1

琵琶湖で何が問題になっているのかを探ります。

琵琶湖を守るために私達ができること
——琵琶湖へのメッセージ
琵琶湖の環境問題その1

水質

文 / 川那部 浩哉 （滋賀県立琵琶湖博物館 館長）
計算による）。
琵琶湖とほぼ同じ面積の湖には、ハンガリーのバラト

琵琶湖の最近の環境問題を考えるとき、まずは水質で

ン湖があります。透明度がとても低いこの湖をみて、琵

す。京都生まれの私は「海水浴」と言えば琵琶湖でした。

琶湖の方が随分ましだという意見もあります。しかし面

1930 年代後半、大津の港の近くで泳ぎ、喉が渇けば水

積ではなくて体積で考えた「大きさ」こそ大切です。例

をそのまま飲んでいました。その後、60 年代後半に京

えば水を入れ替えるとして、どれくらいの時間がかかる

都市の水道で「カビ臭」が問題になり始め、70 年代後

のか。湖水の体積を流出速度で割った単純な値を計算す

半には「淡水赤潮」が、80 年代前半には「アオコ」が見

ると、バラトン湖は半年足らず、しかし、琵琶湖の場合

つかっています。多くの水質項目は 80 年代後半から平

は 5 年以上かかります。ちなみに世界最大の湖である

衡状態ですが、だから琵琶湖の状態が変わっていないわ

バイカル湖では 330 年です。人間が今、琵琶湖をきれ

けではありません。水質と言わず「水質項目」と言うのは、

いにしようと進めたとして、どれほどの時間が必要かを

選んだ項目や調べ方だけで水質と言い切ってしまってよ

計算すると、事態がよくわかります。そして、さらに生

いのかどうか問題があるからです。とくに、底の深い部

き物の復活まで考えるともっと時間がかかるのです。

分の値は計算に入れられていませんでした。ところが近
年になって、深いところで酸素がない、または極めて少
ない状態が起こりました。それは夏に毎年続いています。

その2

内湖の復活を

次に、沿岸が完全に変わったことです。でこぼこの激

つまり底近くの深いところは、どんどん悪くなっている

しかった湖岸が、ほとんどまっすぐになったことは、地

のです。

図を見ただけでも明らかです。湖と狭い水路で繋がる内

水質項目である窒素・リン・COD の 3 項目について、

湾、琵琶湖の回りでは「内湖」と呼びますが、その多く

湖の自浄能力の限界を超えています。琵琶湖の周辺から

が干拓ないしは埋められて、無くなってしまいました。

人間を一掃したというシナリオを立てて計算した結果、

また、陸地から水底へとなだらかに続いているのが、そ

限界内に落ち着きました。「ちょっとやそっとの治療方

もそもの岸の風景でした。しかし現在では、多くのとこ

法では、琵琶湖は治らない」ということです（現滋賀県

ろが鉛直に近い「壁」の状態になりました。岸「辺」がな

立の琵琶湖環境科学研究センターの所長、内藤正明氏の

くなって岸「際（きわ）」になったわけです。

みどりのニュースレター No190

2009 年 3 月号



特 集：琵 琶 湖の環 境 を 知る 考える

これはやはり元に戻さなければなりません。「内湖を

オオクチバスが最初に日本列島に入れられたのは芦ノ

掘り返せ」「復活させよ」などと、私は言い続けてきた

湖で大正末期のことです。このとき大きい議論があった

のですが、賛成する方々が少しずつ現われてきて、具体

ようです。しかし戦後に各地の水系に、そして古代湖で

的な動きも出てきています。鉛直のコンクリート湖岸を、

ある琵琶湖にまで、持ち込んでしまったのです。オオク

斜めの石積みに戻す工事も少しずつ進んできているよう

チバスさんもブルーギルさんも、来たいと思って来たわ

です。

けではないけれども、お亡くなりになっていただくしか

その 3

水位を自然にまかせて

水位の季節的変動は人為的に変えられてしまいまし

琵琶湖の生き物を守っていくために

た。現在の水位は、6 月に大きく低下し、9 月にさらに

琵琶湖の生き物を考えるとき、2 つの魚を指標にして

少し下がり、10 月に高くなります。冬の間は高く保っ

います。まずは「鮒ずし」のニゴロブナ、琵琶湖の固有

ていた水位を、雨が降って水位が上がると大変だという

種です。昔は高い値段のものではなかったのですが、今

わけで、梅雨に入るときに下げておこうとしています。

はなかなか口に入りません。ニゴロブナの子どもは、流

冬に高い水位を保っておこうというのは、京都や大阪・

れの極めて弱いところに棲み、しかも長く滞在します。

神戸などへ水を供給したいからです。しかし本来の琵琶

同じく固有種のゲンゴロウブナよりも、内湖のようなと

湖の水位は、冬は低く、春に雪解けで増え、梅雨で増え、

ころに依存する習性が強いのです。その内湖が極めて少

台風が来る年にはそれでまた上がる、というものです。

なくなってしまったのが、激減の主な原因です。増やし

現在の水位の季節的な変動は、自然の変動とは正反対に、

ていくには、内湖を中心に陸と水との移行帯を、「岸辺」

ダムと同様の水位管理規則に従っているのです。

に戻さなければなりません。水位の変動も自然の状態に

日本列島の淡水魚は、多くのものが初夏に産卵します。
子魚の餌の一番多い時期に産むのが子孫を残す確率が高

近いものにする必要があります。卵や稚魚を食べてしま
う外来魚を減らし、水質も良くする必要があります。

く、長い時間をかけての自然淘汰の結果、進化的にその

アメノウオすなわちビワマスも、固有種です。刺身も

ような性質になってきたからです。親魚は、夜の長さが

塩焼きもマス飯も旨い、このビワマスの現在の主な棲息

短くなってくること、水温が少しずつ上がっていくこと、

域は、竹生島の周辺といった湖北にほとんど限られてい

水位がある程度急激に上がること、少し濁った水が周り

ます。琵琶湖のあらゆる川にビワマスが溯るようにしよ

から入ってくること、などを「サイン」として受け取っ

うと、努力が始まっています。先ず水質が良くならない

てきたのです。しかし、今は初夏のころに水は急激に下

といけない。湖と川とは水門で分断されずに繋がってい

がるので、「サイン」が無くなったのです。それでも梅

て、たやすく往復できなければならない。また、ビワマ

雨の降水で水位が時々は上がり、その刺激で親は、卵を

スは冷水魚ですから、温暖化がこれ以上進まないように

ヨシの根や水草に産み付けます。しかし人間は、決めら

する必要があります。

れた水位まで急激に下げるよう努力します。従って、ヨ

環境問題に対する認識は、大きく進展しました。それ

シなどに付着している卵は干からびて死んでしまうので

は、環境が悪くなったことの現われでもあります。しか

す。天然湖の水位を、ダムと同じように操作するという

し、具体的に実行に移さなければならないにもかかわら

こと自体が、完全な誤りだと思います。生きものは自分

ず、それはまだ、本格的に始まったとは言えそうにもあ

の性質を、かたちであれ、はたらきであれ、くらしのし

りません。生活習慣を根本的に変える「勇気」が、どう

かたであれ、長い歴史の中でつくってきたのです。従っ

しても必要なのです。

て天然湖では、水位の自然の季節変動を主にして、それ

人間が持続的に生活して行くためには、自然環境が良

を人間が使わせて貰うために少しだけ変えるに留める、

好でなければなりません。それに、水中のことは陸上の

そういうやり方に変えていくべきだと思っています。

人間にはなかなか判り難いものです。したがって、水環

その 4

外来の生き物に制限を

最後に、外来の生きものが入って来たことがあります。

境については、水の中に棲む生きものたちが生活を楽し
めるような状態を考えて、それを阻んでいるものは何と
かして断固取り除き、良さそうなことはおずおずと手伝

敗戦後に、オオクチバス（ブラックバス）・ブルーギルが

うことが、大切だと思います。そのことによってその水

北アメリカ大陸から、ヌマチチブが日本列島内の他の場

環境は、人間にとっても良いものになるのではないかと

所から、人間の手によって持ち込まれ、現在では、重さ

思うのです。

で言うと琵琶湖の全魚類の 90% ほどを、この 3 種だけ

（『平成 20 年度全国高等学校定通教育振興会近畿支部総

で占めています。琵琶湖にしかいないものも含めて、在

会・大会収録集』から千葉有紀子がまとめさせていただ

来魚はわずかに 10% にすぎません。さらに、人の手に

きました）

よって運び込まれた新しい外来の生きものが見つかって
います。


手はないと思います。
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河川整備の問題点を探ります。

特 集：琵 琶 湖の環 境 を 知る 考える

生物と共存するための河川のあり方
近自然河川工法を阻害する日本の制度
文 / 竺 文彦 （本会理事・龍谷大学理工学部環境ソリューション工学科 教授）
ヨーロッパでは、1970 年代、80 年代に、生物と

事の補助金を受けて行う事業、そして、もう一つは、

人間とは、どのように付き合うべきかということが社

下水道の補助金を受けて行う河川工事です。下水道に

会的な問題となりました。そこで議論された結果、人

は家庭から排出される汚水を流す汚水管と、雨水のみ

間と生物は共存すべきであり、多少人間の利益を我慢

を流す雨水管、さらに、雨水を開渠（地下に埋設しな

しても生物の生存を保障することが、人間の役割であ

い水路）で流す雨水渠があります。大津市は、河川工

るという社会的に認識されるようになってきました。

事を雨水管や雨水開渠の工事として行っており、この

今、滋賀県ではダム建設が議論されていますが、ほ

場合は速やかに雨水を排除するため、コンクリートを

とんど人間の利益の話であり、お金の話であって、魚

使わなくてはなりません。では、なぜ河川工事として

にとってのダムの話は全く議論されていません。日本

ではなく、下水道工事としてやっているのでしょうか。

では、生物との共存という話題は、社会的な地位を得

それは補助金の問題です。河川工事の補助金より下水

ていないように思えます。

道工事のほうが圧倒的に国の補助率が高いのです。財

生物と人間との共存の具体的な場面として、ヨー

政難に悩む自治体は、少しでも補助金が多く市の財政

ロッパの河川においては、近自然河川工法が開発され

負担が少ない方がいいわけです。したがって、大津市

ました。ヨーロッパ、特にドイツやスイスなどでは、

では河川工事を下水道の補助金で行っているため、今

日本のようなコンクリートで固めた酷い河川はありま

後も河川はコンクリートで固められていくことになり

せんが、さらに、護岸を土や木でつくったり、蛇行さ

ます。大津市が管轄している小さな河川がコンクリー

せたり、落差工を岩でつくったり、魚道を設置したり、

トで固められていくことは、人間の体に例えれば毛細

さまざまな近自然河川工法が開発されています。

血管にあたる部分が硬化していくことであり、小さな

これらのヨーロッパでの河川の自然化の流れを受け

生物にとって致命的なことではないでしょうか。

て、日本においても（かつての）建設省は多自然型河

最近、外来魚が大きな社会的な問題となってきてお

川工法という名前で河川の自然化に方針を転換しまし

り、在来魚の減少を外来魚のせいだとする傾向があり

た。これに伴い、都道府県においても河川の自然化の

ますが、基本的な問題は河川、湖岸のコンクリート化、

ガイドラインを出すなどして、日本の河川は近自然工

圃場の整備で産卵や稚魚の生息の場を奪ったことであ

法による自然化の方向に向かうのではないかと思われ

り、その状況の上に、外来魚の問題があると考えるべ

ました。しかし、必ずしもそうではなかったのです。国、

きで、外来魚をたとえ絶滅したとしても、在来魚減少

府県は自然化に向かっているのですが、市町村レベル

の問題は解決しないでしょう。

では、必ずしもそのような状況ではなかったのです。
私は、おおつ環境フォーラム のいきいき河川グ
※

生物と人間の共存をどのように深めていくかが課題
ではないでしょうか。

ループに属しています。いきいき河川グループでは、
河川の自然化を進めるために、市の河川工事を行う部
署に行って、河川工事計画を教えてもらい、その河川
工事に対して意見を出そうとしました。ところが、そ
のような意見は全く受け入れられないことが分かりま
した。大津市は、これからも河川はコンクリートで固
めるというのです。これは、多くの市民の願いとは反
対の方向であり、国や府県との方針とも矛盾していま
す。どうしてなのでしょうか。
詳しい話をうかがうと、河川工事の制度をよく知る
必要があることが分かりました。河川工事には、制度
的に 2 種類あるのです。一つは、文字どおり河川工

琵琶湖に流れ込む川。こういう流れを遡って鮎などが
産卵のために川へ戻って行く。（撮影 千葉 有紀子）

※ おおつ環境フォーラム…地球環境問題や琵琶湖の富栄養化に対応するために策定された計画、「アジェンダ 21 おおつ」（大津市環境
保全地域行動計画）に掲げた取り組みを市民、事業者、行政機関の連携によって推進する組織
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琵琶湖を守るために森が重要な理由を探ります。

特 集：琵 琶 湖の環 境 を 知る 考える

水がめを維持するために
—森林と水—

文 / 只木 良也 （国民森林会議会長・名古屋大学名誉教授）

琵琶湖は、400 万年前に出来たといわれる天然の

をよく浸み込ませ、浄化しながら時間を掛けて流し出

ダム。それは下流 1400 万人の生活を支える巨大な

しますから、下流の川は大雨でも洪水にならない、晴

水がめ。大阪という大きな街も、琵琶湖の水のおかげ

天続きでも渇水しない、これを河川水量平準化と言い

で発達してきました。琵琶湖の水が流れ出て至る淀川

ますが、これが降水量の多いわが国での森林の「水源

がなければ、大阪という街自体も今日の姿はなかった

涵養」の働きなのです。森林の使用する水量は、損失

でしょう。それは人々の生活、農業、工業などへの用

ではなくてこの働きに対する当然の代償、もし水の絶

水供給だけでなく、水を湛えた川自体は交通路として

対量だけをいうなら、森林を伐ってコンクリート舗装

の大きな役割も持っていました。

……、なのです。

ところで、この「水がめ」という言葉。この表現を

したがって、森林は水がめの水の補給源として、良

嫌う人も多く、「琵琶湖の持ち主」滋賀県当局もご同

い状態に保たれることが必要です。その状態とは、森

様であるとか。実は私も、かつては天然の「ダム」だ

林が混み過ぎず、林内がある程度明るく下草が豊かで、

とか「水がめ」だとかいう言葉は嫌いでした。しかし、

土壌が安定して、落葉等の分解（腐朽）がスムーズな

ある渇水の年、水源の人工ダムが涸れ上って、そのダ

ものと言えましょうか。そのためには、よく発達した

ム頼りの下流の都会で、1 日 19 時間の断水に至った

原生林など特殊な森林を除いて、森林維持管理のため

とき、その涸れたダムに晴天続きでも細々ながらも水

の人手が必要です、とくに人工林に対しては……。手

を流し込んでいる沢を見て、「水がめ」の意味を改め

入れが遅れて混み過ぎた人工林では、暗くなって下草

て肯定、納得したのでした。それは、水がめは使う一

が無くなり、大切な土が流され易くなるなど、好まし

方では必ず空になる、常に誰かが水を汲み入れ補給し

くない状態になることが多いからです。森林労働力が

てくれなければ、という当たり前の意味でした。

ままならない今日、とくに人工林の手入れ不十分はよ

琵琶湖という水がめに、絶えず水を注ぎ込んでくれ

く指摘されています。

るのは、琵琶湖を取り囲む集水域の山々の森林。琵琶

もちろん、森林が人々の生活環境を保全してくれる

湖の水は、そのほとんどが、近江の国・滋賀県に降っ

働きは、水源涵養だけでなく多々あります。草津市の

た雨と雪です。集水域の山々を覆う里山・奥山の森林

湖畔にある滋賀県立の琵琶湖博物館が、湖だけの博物

は、降った雨を一時にでなく、時間をかけてゆっくり

館でなく、それを取り巻く森林の展示・解説にも力を

と流し出し、琵琶湖という水がめの水量を維持してき

入れている由縁です。

たのでした。

たとえば、適切に手入れされた森林は、地球温暖化

下流 1400 万人のうち、そんな森林の恩恵を認め

対策、大気中の二酸化炭素吸収にも貢献します。08

ている人は、果たしてどれくらいでしょうか。滋賀県

年秋から顕在化した経済不況の対策として、森林労働

は、巨大な水がめのオーナーとして、そしてそれに水

雇用増も考えられ、そのための技術研修などもいくつ

を注ぎ込む森林のオーナーとして、下流に対してもっ

もの県で開始されています。一方、森林の手入れに一

と啓蒙し、威張ってもいいのではないかと思います。

般市民が労力を提供する動きも活発化しています。こ

わが国に、海岸線を持たない県で構成する「海なし県

れは街の人々が、自分たちの水源を守ることに通じる

協議会」というものがあります。下流に対して、水源（森

大切なことです。たとえその労力はわずかであって

林）の重要性を訴える会で、滋賀県ももちろんそのメ

も、また地域が限られたものであっても、状況を理解

ンバーです。

し、それに参画するということが重要な意味を持つの

水源には豊かな森林を……。常識化した知識のよう

です。

ですが、その理由を「森林は水を作るから」と思って
いる人はたくさんいます。だがこれは誤り。森林とい
う生き物集団は、生きてゆくために大量に水を使うの
で、森林があればその分だけ流れ出る水の絶対量は少
なくなります。しかし、豊かな森林は、自らの落葉を
材料にして培って来たその足元の柔らかい土に、降水
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国民森林会議とは
「森林の未来を憂える」有志が集まって結成した会。森林の未来
をグローバルな視点でとらえ、国民的なコンセンサスづくりに
一石を投じようと、行政への提言も続けている。

4

琵琶湖の周りに暮らす人から探ります。

文 / ニュースレター編集部

安

特 集：琵 琶 湖の環 境 を 知る 考える

琵琶湖を守る歴史と今
田麦 誠

全で豊かな地域社会づくりをすすめる NPO 法人「愛のまちエ
コ倶楽部」。田や里山、水といった自然に関わる活動を中心と

する一方、菜の花エコプロジェクトの循環の一翼を担う団体として参
加しています。今回、事務局長の野村 正次さんに菜の花エコプロジェ
クトについて話をうかがいました。

琵琶湖を守る歴史と今

愛のまちエコ倶楽部
事務局長 野村 正次さん

うした市民と行政の協力意識が今の活動の土台になっ
ている」と野村さんは言います。資金面での協力関係

滋賀・東近江市では、琵琶湖の水質保全から始まっ

として、市からの補助金、米からの転作による国から

た循環型社会をつくる取り組みとして「菜の花エコプ

の助成金、企業からの支援も芽生えつつあり、愛東町

ロジェクト」が実施されています。昭和 50 年代、リ

では菜種栽培を通して農業所得が得られる仕組みを

ンや窒素など栄養塩類の増加で植物プランクトンが増

作っています。このように、コミュニティを形成して

殖し、赤潮という水質汚染が近畿の水瓶と呼ばれる琵

いる各主体間の協力関係がうまくできているのも菜の

琶湖でも問題になりました。その解決に向けて、リン

花エコプロジェクトの魅力と言えるでしょう。

を含む洗剤を使わずに、無リンの石けんをすすめる運
動や廃食油を回収して石けんの原料にする活動が始ま

菜の花による循環型社会の創造は今や滋賀県だけに

りました。こうした市民活動が土台となり、ごみのリ

とどまりません。全国で菜の花エコプロジェクトを実

サイクル運動など、滋賀では状況に応じた循環型社会

践する人々によって設立された「菜の花プロジェクト

のあり方が今日まで模索され続けています。

ネットワーク」には現在全国の都道府県で約 150 団

そうした流れの中、琵琶湖を守るため、そして、食

体が参加し、産・官・学・民を超えた情報交換がネッ

とエネルギーの地産地消をめざして行われているのが

トワークを通じてなされています。「各地域に適した

菜の花エコプロジェクトです。東近江市で消費される

資源を循環させながら活用することで、地域が豊かに

食用油を地域内でまかない、従来は石けんの原料とし

なるような仕組みをつくることが大切です。小さなコ

て回収・利用した廃食油を燃料に再利用する計画です。

ミュニティの規模でこそ実現できることがある」と野

具体的な取り組みを見ると、まず、栽培した菜種から

村さんも語るように、東近江市だけでなく、他の地域

搾油した菜種油を販売して流通させます。次に、家庭

の循環型社会づくりにも菜の花エコプロジェクトは貢

などから出る廃食油を回収して、その廃油から軽油の

献しているようです。

代替燃料である BDF を精製し、市内のバスや農耕機
の燃料、発電のエネルギーとして利用します。燃料と

持続可能な社会を作るために何が必要か野村さんに

して利用した際に放出された二酸化炭素は次に栽培し

うかがったところ、「大切なのは、市民が継続してか

た菜の花が吸収してくれ、再び菜種油が精製されます。

かわれる仕組みを作っていくこと。そのことが地域に

こうした一連の過程で環境教育、農業の活性化、観光

も地球にも貢献しているという結果につながっていけ

資源としても菜の花を利用するなど、菜の花エコプロ

れば、運動として発展していくのではないか。地域の

ジェクトには地域が活気づく様々な波及効果も期待さ

資源を生かした内発的発展につながっていくことも重

れています。

要なことだ。その実践モデルが、菜の花エコプロジェ

つながりと共にある循環型社会
菜の花エコプロジェクトに欠かせない要素として、

クトだと思う。コミュニティでの実践こそ、持続可能
な社会への遠くて近い道ではないか」と話します。技
術だけで解決しようとするのではなく、地域の人々や

行政や企業、市民との連携があります。赤潮が問題視

地域資源とかかわりながら琵琶湖を守り、循環型社会

されだした頃、愛東町（現東近江市）では、市民と自

をめざす滋賀の菜の花エコプロジェクト。琵琶湖を守

治会、行政の連携で廃食油の回収システムが生まれ、

る取り組みという枠に納まらず、持続可能な社会の試

その取り組みは合併した後も継続されています。「こ

金石として今後も発展を見せることでしょう。
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まとめ

特 集：琵 琶 湖の環 境 を 知る 考える

琵琶湖特集のまとめにかえて
今回、琵琶湖に造詣の深い 5 人の方の協力を得て、こ
の原稿が出来上がりました。琵琶湖の長い長い歴史の中で、

文 / ニュースレター編集部

味深い固有種の生態を書かれた速水さん。すべての方が琵
琶湖とは深いかかわりと思い入れがあります。

人間によってゆがめざるをえなくなっている琵琶湖の生き

琵琶湖をより良く変えていくために、少しずつ異なった

方（行く方）を示された川那辺さん、これからふさわしい

提案もありますが、それはすぐに答えが出るようなもので

河川のあり方を提案された竺さん、いかに森林が水にとっ

はないと思っています。大切なのは、これからも道を探り

て大切かを示された只木さん、そして市民の側から琵琶湖

続けていくことなのでしょう。環境市民はこれからも琵琶

との共存を図る野村さん、番外編の「地球のなかま」で興

湖とのつながりを考えつづけます。
この特集は千葉 有紀子、田麦 誠、東 広之が担当しました。

行事案内
環境市民
KYOTO

3月

行事についての詳細・お問い合わせは各事務局まで

TEL）075-211-3521 FAX）075-211-3531
IP電話）050-3581-7492
E-mail）life@kankyoshimin.org
http://www.kankyoshimin.org/

環境市民
滋賀事務所

TEL）077-522-5837
E-mail）cefshiga@kankyoshimin.org

SHIGA

●1Dayボランティアデー「お酢の飲み比べ」

●大津京行列への参加

毎月エコな話題をおしゃべりしながら、ニュースレター発送
作業をしています。今月 30 日（月）のトークテーマは「お酢」。
原材料をみると小麦、米、アルコール、酒かす……といろいろ
入っていることもありますが、自然の力でつくった本来のお
酢ってどんなものなんでしょう。味は？ つくり方は？ 飲み
比べしながら学びます。

昨年 3 月 15 日に JR 西大津駅が大津京駅に改名されました。
今年は一周年記念の行事として、大津京行列が、大津市役所か
ら JR 大津京駅（往復）まで行われます。
行列には、天智天皇や額田王などが万葉衣装を着けて行進し
ます。行列の時間は午後 1 時から 3 時までですが、市役所に
10 時に集合して準備が行われます。滋賀事務所としては、こ
の大津京行列のサポーターとして、この行事に参加します。

と

き ： 4月28日（火）午前11:00から午後7:00頃まで
4月30日（木）午後2:00から7:00頃まで
ところ ： 環境市民 京都事務局
備 考 ： 予定時間を過ぎて来られる場合はあらかじめ
ご一報ください。講演ではありませんので、作
業をしながら話をきいたり話したりする状況に
なることをご了承ください。
次回発送日… 3月30日（月）午前11:00から午後7:00頃まで
3月31日（火）午後2:00から7:00頃まで

と き ： 3月15日（日） 午前10:00から午後4:00まで
ところ ： 大津市役所（大津市御陵町）～JR大津京駅間
（大津市役所に10:00集合）
参加費 ： 無料
申込み ： 環境市民滋賀事務所
締 切 ： 3月12日（木）

新会員の方々・寄付
あなたの心に季節の窓を。
旬の話題と暮らし方のヒントを
お届けします。

vol. 45 雛菓子
3 月の雛祭りに欠かせない雛菓子。代表的なものにひ

なあられや草餅がありますが、どちらも奈良や平安の時代
から歴史を持ち、上流階級の人々によって親しまれていま

した。草餅は宮中の女性達が旧暦の 3 月に七草の一つであ
ははこぐさ

る母子草で餅を作り、健康を維持するために食されたとさ

れています。ひなあられは白、緑、赤の三色が基本ですが、
それぞれ雪、芽吹き、桃の花といった自然を連想してもら
いたいというメッセージが込められています。和菓子とい
う日本文化に込められた自然と人間との調和への思い。古
の人々の感性と知恵がうかがえますね。

（ニュースレター編集部
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田麦 誠 )

新会員
飯田 修一
長岡 克文
藤澤 隆則

1 月 14 日から  月 9 日

寄付
福井 善明
吉田 益子

下田 令子
（五十音順敬称略）

新入会員インタビュー：

長岡 克文（ながおか・かつふみ）さん /（宝塚市）1月21日入会
1 月 21 日に京大で開かれたフォーラムで杦本代表理事のお
話をうかがい、地域から持続可能な社会をつくろうという姿

勢にひかれて入会しました。環境市民の活動についていろい

ろ勉強してみた上で、身近なところから持続可能な社会の構
築をめざしている活動に参加していきたいと考えています。

環境市民
セミナー

環境市民の今、そしてこれからの活動をお知らせします

基礎から実践へ !
環境活動パワーアップ講座を開催

1 月 24 日、25 日の両日、大津市市民活動センターを会
場に「基礎から実践へ !

環境活動パワーアップ講座」
（主催：

独立行政法人環境再生保全機構、企画運営：環境市民）が行
われました。関西圏を中心に、岡山県、島根県からの参加者
もあり、27 人が集まりました。
■ 1 日目～自分たちの活動を見直す

NGO にとって必要なビジョンやミッションの考え方、問

■  日目～パートナー

シップでプロジェクト
をつくる

パートナーシップの

必要性と具体的な事例

グループワークの様子

紹介のあと、森林保全

や温暖化防止等の 5 つのテーマに分かれて企画づくりを行
いました。関心は同じなのに認識の違いで議論が進まないと

題（ぼやき）を課題（やる気）にかえて具体的なプロジェク

いった、現実のパートナーシップさながらの体験をした方、

トに組み立てるプロセスを、環境市民のプロジェクトである

みなで議論する楽しさを体験した方、と様々でしたが、いず

「日本の環境首都コンテスト」を例に紹介しました。その後、 れの企画もパートナーシップで自分たちが得るものとともに、
それぞれの活動現場にある「ぼやき」を「やる気」にかえる

相手が何を得られるかを考えた企画になっていました。

ワークを少人数のグループで行いました。
午後は、社会の共感を得るプロジェクト立案のため、社会

参加者からは、「自分が NGO の活動をしていくうえで、

の動きや自分たちのポテンシャル（経験、技量、ネットワー

漠然と " わからない " と思っていたことがより明確になっ

クなど）を見極めるワークを行いました。参加者自身の団体

た」、「まず一緒に、見て体験して問題意識を共有して、同じ

の強み、弱み、機会（追い風となるような社会の動き）、脅威（リ

スタートラインに立つ、ということの大事さを知った」といっ

スク）を分析し、活用や克服の方法を考えるなど、それぞれ

た感想が聞かれ充実した講座となりました。

の団体を見つめ直す一日となりました。

（文 / 事務局

内田 香奈）

セミナー

地域の未来をともに考えよう !
～島本町地域環境調査事業 報告会～
大阪府島本町で 2008 年 5 月から月に 1 回実施され、環

の住民が共有して、一

境市民が企画運営に携わってきた、住民参画の「地域環境調

緒に考えあう場に参画

査事業」の最終回となる調査報告会が 2 月 7 日（土）にあ

する、すすんだ取組み

りました。前半ではこれまでの調査活動の中から抽出され

に繋げたいと思う。そ

た 4 テーマに関して、各活動の参加者の発表があり、後半で

れこそが環境基本計画

は発表内容からさらに議論を深める全員での意見交換会があ

を活きたものにする原

りました。環境市民の堀事務局長から「これまでの調査活動

動力になると思う」も、とても説得力がありました。

に参加した人だけが今後関わっていくのではない。様々な人

発表の様子

意見交換会は 2 グループにわかれ、私の参加した「ごみ問

が活動できる場ができていくと思う」と挨拶があったとおり、 題と環境教育」では、「リユース容器をどのように普及させ
「多くの人を巻き込む」意思を随所で感じることのできた報
告会でした。そのごく一部を紹介します。

るか ?」といった切実な相談の問題提起がなされました。ご
み問題から始まった議論は、「大人が率先すべき」という環
境教育の議論にも自然と繋がりました。「祭りをリユース容

同町の水無瀬神宮は名水百選に選ばれるだけあって、住民

器の普及の場とすることへの賛否」という意見の対立はあり

の水への想いは格別です。その水の報告は非常に印象に残り

ましたが、今後どうするかを前向きに考えたいという共通の

ました。発表者が冒頭で「環境問題の要として水がどこか

想いも感じられ、これから島本町が重ねていく議論の一端を

ら来て、どう処理され、どこへ行くのかを、意識して責任

垣間見ることができたと思います。

を持ちたい。また一緒に考えてください」と発言された想い

住民が参画する、多くの人を巻き込むことは一朝一夕には

そのままに、活動風景を伝えることに腐心した発表内容でし

なりませんが、その原動力となるのは、一人ひとりの想いと

た。立ち止まって考えた護岸の風景や、水無瀬神宮での利き

継続性であると思います。今後、環境基本計画の策定、さら

水の様子、さらには水質調査に使用した道具まで紹介されま

にその後の活動と、住民参画の活動の芽が育ち続けて欲しい

した。括りの言葉「今回の学びと今後のさらなる成果を多く

と思います。

（文 / ニュースレター編集部

みどりのニュースレター No190
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イベント

「実践に活かせる」との声が続出 !
野外イベントスキルアップ講座
野外活動を実施・継続するには、リーダーシップや企画
力はもちろん、裏方的な実務を遂行する運営スキルが必要
です。実施会場の下見、講師・申込者への連絡、資料作成、
危険回避のための準備など、様々な準備・調整によって、
参加者の満足度は高まり、実施主体としての基盤が強化さ
れ、継続的な活動ができるようになります。
2005 年から 2007 年まで、環境市民自然遊びプロジェ
クトチームは、「自然遊びマスター講座（注）」を実施しま
した。この経験を踏まえ、
「2008 年度は新しいことにチャ
レンジしたい」
「より実践的な講座を」という思いが高まっ
た昨年 2 月、上述の「運営スキル」が話題に。「リーダー
や企画者に向かない人でも、運営スキルで活動の担い手
になれる」「リーダーや企画力を養成する講座はあっても、
運営に的を絞った講座は少ない」という思いから、講座実
施に至りました。
新企画だったため、各回のプログラム立案や準備は大変
でした。しかし最終的には、「参加してよかった」という
声を多くいただくことができました。反省点をふりかえり、
次年度にどうつなげていくのか。今後の検討課題です。
注）「自然遊びマスター講座」：自然の中で子どもとの関わりを深め
たい大人を対象に、多様な自然遊びを伝える講座。

第 1 回：参加者が楽しめる雰囲気づくり
～受付からアイスブレイクまで
（2008 年 11 月 2 日、京都御苑）

西村仁志氏（環境共育事

務所カラーズ）によるアイ

ス ブ レ イ ク を 体 験 し た 後、

（2008 年 11 月 30 日、環境市民こもれび小屋）

紅葉の西山で実施した第

2 回 の 目 的 は「 安 全 管 理 」。
余部衛氏（兵庫県立やしろ
の森公園スタッフ）をゲス

トに、アクシデントが起こっ

たときの対処、起こらない
ようにするための予防策を

体験、学習。道に迷った場合の回避法や、焼き芋アクティ
ビティを利用した危険予知トレーニングなどを、様々な
グループ ワークを通して学びました。
参加者の声

• グループで考えることで、短時間ですごく内容の濃い経
験ができた。
• 運営する側は楽しい・おもしろい・きれいと思うだけで
はダメ ! 危険等も見ていかないといけないって思いま
した。
• みんなで歌のデザイン（「どんぐりころころ」の歌のワン
シーンを、登山途中に見つけた自然の物だけで再現をつ
くった）をしたり、火をおこしたり、知らない人どうし
でも楽しめた。危険回避もみんなの意見を聞くことが大
切だと思った。

第 3 回：満足をうみだすディレクション
～事前準備からふりかえりまで
（2008 年 12 月 14 日、京都市北文化会館）

アットホームな雰囲気の

その目的や意義について西

中、運営者として野外イベ

スブレイクは、参加者の不

トを学習。「鴨川公園周辺で

の場にいる人で構成される小社会のコミュニケーション

という仮のイベントを想定

プで「参加者が楽しめる雰囲気づくりに必要な運営ポイ

チェックポイント」「事前に参加者に案内しておくべき

参加者が互いに学び合う時間となりました。

しあい、午後は実際に鴨川公園へ。現地に行くことによ

村氏から話題提供。「アイ

ント前に確認すべきポイン

安を取り払うとともに、そ

親子でバードウォッチング」

規範を作っていくことでもある」と説明。その後、グルー

し、午前中は室内で「下見

ント」を意見交換、発表。秋深まる京都御苑を満喫しつつ、

こと」「当日の受付時に必要なこと」について意見を出

参加者の声

• ワークでは予想外の視点が多く出ました。すぐ役立ちそ
うです。
• イベント実施にあたる基礎的な部分を改めて考えるよい
機会になりました。
• アイスブレイクが “小社会の規範づくり” という視点は
新鮮でした。
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～危険回避と緊急対応
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り、より必要なチェックポイントと、イベント作りに必

要な準備物・確認事項を実践同様に考えてもらいました。
参加者の声

• これからイベントを考える時の参考にさせていただきます。
• 人数が少ない分、スタッフと一緒になって学び楽しむこ
とができました。
• 細かい内容までゆっくりと聞くことができました。

『環境首都コンテスト 地域から日本を変える 7 つの提案』完成 !

環

境首都コンテスト全国ネットワークは市区町村の環境施策を評価する試み「持続

可能な地域社会をつくる日本の環境首都コンテスト」を 2001 年度より 2010

年まで毎年実施しています。コンテストでの先進的な取り組みは、「先進事例集」とし
て毎年まとめており、第 8 回までに 465 もの事例が集まりました。

今回、これらの事例を分析することで見えてきた、日本で持続可能で豊かな社会を創

り出す 7 つのポイントを提案する本『環境首都コンテスト 地域から日本を変える 7 つ
の提案』を作成しました。

市民の実践から生まれた環境まちづくりのバイブルとして、ぜひご活用ください。

目次……

1章

地域からの変革

2章

持続可能で豊かなまちづくりの 7 つのポイント
1 節 人を活かす、創る～地域公共人材、意識を変え、まちを育む
2 節 地域の将来像を描く～持続可能で豊かな将来像を描く
3 節 戦略的に事業を組立てる～将来像実現の道筋を明確にし、実行する
4 節 環境、経済、社会を合わせる～相乗的な効果がある施策を実施する
5 節 パートナーシップを深める～参画と対話を自治体運営の基礎にすえる
6 節 行政を総合化する～縦割り弊害を除去し、施策の総合化を図る
7 節 率先例をつくりだす～成果が人々に希望と行動する勇気を与える

3章

脱温暖化と持続可能な地域社会づくり

3 月 10 日発売予定

この本は全国 13 の環境団体で構成する環境首
都コンテスト全国ネットワーク（主幹事団体：
NPO 法人環境市民）と（財）ハイライフ研究所で、
企画の段階から話し合い、つくりました。
（学芸出版社 / 定価 2,310 円（本体 2,200 円＋
税））※一般の書店でお買い求めいただけます。

出版記念セミナー

平成 20 年度 第 17 回ハイライフセミナー

「地域から日本を変える 7 つのポイント ～日本の環境首都コンテストから～」
（主催：財団法人 ハイライフ研究所、環境首都コンテスト全国ネットワーク、環境市民）

東京セミナー

京都セミナー

と

き：3 月 6 日（金）午後 1:30 から午後 5:00
受付開始・開場：午後 1:00 から
ところ：こだまホール（東京都千代田区神田須田町
1-26-3 エッサムビル 3F）
参加費：無料 定員：90 人

と

プログラム

プログラム

■地域から日本を変える  つの提案
環境市民 代表理事 杦本 育生
■私たちの社会はどのような変革が必要なのか「持続
可能な社会を地域からつくる」
京都大学大学院経済学研究科及び地球環境学堂 教授
植田 和弘氏
先進事例紹介 日本の自治体の挑戦
1）
「ホタルをシンボルとした地域づくり」東松山市
……加藤 敏彦氏
2）
「ボランティア・NPO 1% 支援制度」市川市
……五十嵐 盛春氏
■元気が湧いてくる 映像による日本の先進事例紹介
問合せ
申込み

氏名、連絡先（電話、E メール）、所属を添えて
お申込みください。
財団法人 ハイライフ研究所

TEL：03-3563-8686 FAX：03-3563-7987
E-mail：info@hilife.or.jp

き：3 月 9 日（月）午後 1:00 から午後 4:30
受付開始・開場：午後 12:30 から
ところ：メルパルク京都（京都市下京区東洞院通七条
下ル東塩小路町 676 番 13）
参加費：無料 定員：90 人

■対談 私たちの社会はどのような変革が必要なのか
「持続可能な社会を地域からつくる」
京都府立大学准教授 宗田 好史氏、
環境市民 代表理事 杦本 育生
■地域から日本を変える  つの提案
環境首都コンテスト全国ネットワーク
先進事例紹介 日本の自治体の挑戦
1）
「農村力を生かした環境のまちづくり」池田町
……溝口 淳氏
2）
「職員力をアップ 全庁的改革改善運動がもたら
したもの」尼崎市
……江上 昇氏
■元気が湧いてくる 映像による日本の先進事例紹介
問合せ
申込み

京都事務局まで氏名、連絡先（電話、E メール）、
所属を添えてお申込みください。
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皆さんは琵琶湖で真珠が作られていることを知っていますか？

琵琶湖パールと呼ばれる琵琶湖の真珠は、かつては 40 億円を越える生

しかし、1980 年代から 90 年代にかけて急激に作れなくなり、今はごく

産額がありました。

わずかしか生産されていません。

琵琶湖固有種3回目

第 33 回 イケチョウガイ

●イケチョウガイ

日ほどで幼生が

せます。このヨシノボリを、水槽に網生け

ではゴリと呼ぶ）といっしょにして寄生さ

うになったことが原因ではないかと言いま

すくなったこと、水草が大量に繁茂するよ

んど獲れません。湖底にヘドロが溜まりや

で初めて成功した場所は琵琶湖の内湖です。

作られていますが、淡水真珠の生産に日本

います。今でこそ、霞ヶ浦など他の湖でも

はイケチョウガイという別の種類の貝を使

という貝を使いますが、淡水真珠を作るに

大きくなるまでじっと待たねばなりませ

穫するまではさらに３年。貝の中で真珠が

で育つのには３年もかかります。真珠を収

珠の種となる細胞や核を入られる大きさま

ます。これを育てて真珠母貝にします。真

稚貝になり、魚から離れて水槽の底に落ち

ブルーギルを使わざるを得ないと言います。

難しくなり、予備として簡単に集められる

最近は、養殖に使うヨシノボリの確保も

水が流入しているおかげだと聞きました。

で養殖が続けられているのは、ここには山

多くの養殖場がなくなった今でも堅田内湖

も低下し、斃死がおきるようになりました。

す。１９８０年代以降、養殖場の貝の成長

簀を入れた中で飼うと、

なぜ琵琶湖だったのか？

ん。ただ、大きくなった貝はほとんど手入

ブルーギルは２００４年にできた外来生物

日本で作る真珠のほとんどはアコヤガイ

ケチョウガイが琵琶湖・淀川水系にしかい

れをせずに湖の中につるしておくだけ。付

イケチョウガイの本来のすみ場所は、砂
地あるいは砂が混じった泥底の浅い水域で
す。かつては琵琶湖でもたくさん底引き網

田村太喜夫さん（田村真珠）、琵琶湖博物館

）
http://www.biwa.ne.jp/~tt-pearl/index.html
○参考文献……『琵琶湖の底生生物』西野麻知子著

次回は、
「タンチョウヅル」です。

年、（

『琵琶湖と共に』京都新聞社、 VENTARBER
１９９８
）
http://ventarber.or.tv/talk.html

滋賀県琵琶湖研究所 １９９１年、

（

協力

が来ているとも言えましょう。

と言われ、生態学的配慮が充分でなかった過去のツケ

主としてイケチョウガイ増産に利用するためであった

※そもそも琵琶湖にブルーギルが侵入した原因が、寄

自然の皮肉を感じました。

わ ざ る を 得 な い ※。 そ こ に 何 と も 言 え な い

減少の原因になったと言われる外来種を使

絶滅危惧種の貝を育てるのに、在来魚種

チョウガイの幼生は寄生しません。

使えればよいのですが、これらにはイケ

けが必要です。入手しやすいフナや金魚が

へいし

なかったからです。イケチョウガイは殻長

着生物掃除が大変な海の真珠養殖に比べる

それは、元々イ

㎝ を越え、琵琶湖で最も大きくなる貝の

軒

田内湖に１軒と西ノ湖に１、２軒残るだけ
並んで立ててあり、竹の間に横木が渡して

です。ヨシが茂った浅い内湖に何本も竹が
ある。それがイケチョウガイの養殖場です。
横木からはネットに入れたイケチョウガイ
ところで、イケチョウガイには、貝の中

が湖水の中につるされています。

日ほど魚に寄生して生活するとい

で卵が受精・孵化し、貝から放出された幼
生は

幼生の寄主となる魚がいなければ、イケ
チョウガイは暮らしていけません。
月の連
休前後。堅田内湖の場合、母貝から幼生を

で獲れていました。しかし、今はもうほと

イケチョウガイが産卵するのは

●いなくなった貝・魚

法の規制対象であり、飼うためには県に届

10

と、淡水真珠は手がかかりません。

一つです。
●真珠の養殖

年前には琵琶湖沿岸に

イケチョウガイの養殖は主に内湖で行わ
れています。

92

もの業者があったといいますが、今は堅

25

う面白い性質をもっています。したがって、

10

集めた後、ヨシノボリ（ハゼの仲間。関西
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5

針江の民家の「かばた」。ヨシノボリはこういうかばたや
それに続く水路も住みかとしています。水のきれいなとこ
ろを好みます。（写真・キャプション 千葉 有紀子）

20

速水 祐一
文／ 佐賀大学 准教授

5633平方キロ、愛知県とほぼ同じ広さ

時間で着く。面積は

リ島へは、日本から南へ赤道を超

れを守ろうという運動が各地で起こってい

は棚田が多い。日本では棚田が衰退し、そ

起伏に富んだ地形であることから、バリで

木が見られることも日本との違いである。

ことである。そして田んぼとともにヤシの

に乗った人全員で漕ぎ、ボートを操るス

日本の伝統的な川下りとは異なり、ボート

で衝撃に強いゴムボートで急流を下るもの。

ラフティングがある。ラフティングは大型

できるが、自然を生かしたもののひとつに

バリでは様々なスポーツを楽しむことが

さな落差を乗り切る。そのたびに水を浴び、

なり、大きな岩を避け、カーブを切り、小

ルの扱いになれていく。やがて流れは急と

直後の緩やかな流れの所を利用して、パド

けパドルを持ってスタート地点へ。スター

ヘルメットとライフジャケットを身につ

るブラフマ、ヴィシュヌ、シヴァをそれぞ

ている。各村にはヒンドゥー教の三神であ

いわれるバリ・ヒンドゥー教が大半を占め

信仰、仏教、ヒンドゥー教の習合であると

ランも同様に田んぼビューが増えている。

ある。また主に観光客を対象としたレスト

い部屋はシービューならず田んぼビューで

ウブドなどにある高級ホテルで、室料の高

米人にも通じるらしく、内陸部の芸術の村

につくられた棚田は美しい。その魅力は欧

はウブド近くのアユン川と棚田が美しい

バリで観光客がラフティングを楽しめるの

熱帯のバリでは一年中楽しむことができる。

が当たり前なので冬季には厳しい。その点、

るようになってきたが、川の水をかぶるの

ポーツである。日本でも各地で結構行われ

自然の中でのスリルである。

遊園地の滝下りなどでは絶対に味わえない

Tシャツはすぐに水浸しになってしまう。

ときにはポート内で転げまわる。着ていた

えて空路

だが、標高3.142mのアグン山もあり
るが、バリの棚田は現役である。渓谷沿い

バ
イスラム教徒が最も多いが、バリは土着の

起伏に富んで地形である。インドネシアは

れ祀る寺院があり、寺院ごとに特定の日に

ボートから降りて川に入りぷかぷかと浮い

トを着けているので沈むことはない。見上

て流されることもできる。ライフジャケッ
島内各地に滞在している参加者はラフ

トゥラガ・ワジャ川である。

途中にある緩やかな流れのところでは、

オダランという祭礼がおこなわれる。この
絵芝居、舞踏が奉納されるが、現在、観光

オダランでは音楽・ガムランや仮面劇、影

時間のコースの最後には、約

げれば熱帯の森、周りの棚田も美しい。自

㎞約

メートルある堰が待っていて、そこを垂

川の

ティングを催行している会社の迎えのクル
人くらいずつで行われ

客向けに上演されている音楽や舞踏なども、

人～

漕ぎ、パドルを上げる、頭を下げるなどを

3
かる人々がグループ化される。ガイドはラ

感じてしまう。ゴール地点で用意されてい

に初めて出会ったとは思えない仲間意識を

一緒にスリルを味わった人とは数時間前

直に落下して間もなくゴール。

フティングのプロで世界各地の競技会にも

たバリ料理を食べ感動を分かち合う。

魅惑する島・バリ

文 ／ 環境市民代表理事 杦本 育生

青 き 星 碧い風
連載

第二十三回

参加しているベテラン。

確実に行わないといけないので、言葉がわ

12

然との一体感を感じる。トゥラガ・ワジャ
ボートに

7

る。ガイドの指示に基づいて前漕ぎ、後ろ

4

マで出発地点に集合する。ラフティングは

バリの人たちの生活はバリ・ヒンドゥー教
に徹底的に根ざしている。道端には常に
日々のお供えがなされ、ホテルの敷地にも
神が祀られている。パリの暦はウカ暦とサ
カ暦があり、サカ暦の新年の祭りをニュピ
という。バリの最も大きな産業は就業人口
からも金額からも観光業であるが、この
ニュピの当日は悪霊が去るのを瞑想して待
つ日とされており、観光客もホテルの外に
出ることを禁じられている。
バリが世界各地にあるリゾートと異なる

バリの風景は、日本人にとっては懐かし
さを感じさせる。バリのもう一つの大きな

のではなかろうか。収入の糧として観光は

のは、宗教に基づく人々の暮らし、文化、

景色が、島のいたるところで見ることがで

大切にされていても、バリの人々は生活の

芸能と、観光客の距離が近いところにある

きる。ただ大きな違いもある。それは三期

根本的な価値は変えていない。生活と観光

つての日本の田園風景とあまり変わらない

作が可能であり、青々とした田んぼのすぐ

が混然一体となっている感がある。

産業は農業であり、米作が中心である。か

近くに刈り取りを終えた田んぼがみられる

2

1

ほとんどこのオダランに起源をもっている。

バリの棚田

13
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この連載の奇数回では、世界や日本の豊かな自然を描き、偶数回では日本社会や NGO への提案を載せていく予定です。

読者×読者、読者×環境市民をつなぐコーナーです。
ご意見・ご感想など、お待ちしています。
編集／ニュースレター編集部

風岡 宗人

全国で活躍する環境市民の会員さんが、「みどりの特派員」として地域の活動や思い
を紹介します。この記事がきっかけとなり、新たな環境市民ネットワークの創出がで
きればいいな。

みどりの特派員便り
出口 洋司さん （でぐち米穀店）

「一人石鹸運動」をしています

15 年ほど前からてんぷらの廃油を

キじゃないですか」と言われたのが印

差し上げています。仕事柄食の安全：

石鹸は温度が足りないとうまくでき

回収してその油で石鹸を作り皆さんに
農薬、食品添加物、それに合成洗剤

の問題に関心がありました。当時、京

象深く、現在まで続いています。

ないので、暖かい休日、朝起きて気分

なのかをぼ

つぼつお話

しています。
学校や、サー

のいい時、「さあ石鹸練ろ」とはじめま

ク ル、 個 人

作ります。冬はお休みです。

んの作り方をお教えしたりしています。

じめました。環境市民元スタッフの能

引いていってしまわれますので、「手荒

★でぐち米穀店

タンスで環境問題が語れるなんてステ

るわ」と言ってくださる方になぜ石鹸

都水問題を考える会が京都市左京区

のスーパーの店頭でこの運動をしてお

られ、「ぼくもやってみよ」と気軽には

村さんに「街の商店主さんが普通のス

インフォ＠エコ

す。1 回に 500 から 1000 個くらい
石鹸のことを熱く語るとお客さんは

れへんわ」とか「靴下の汚れよう落ち

石鹸製造機「かわせみ」と手作り石鹸

の方でせっけ

興味のある方はどうぞ。

（京都市右京区太秦安井馬塚町 1）
TEL：075-841-1944

環境に関するオススメの本、映画、音楽などをご紹介します。

『地元学をはじめよう』
吉本 哲郎 著
2008 年 11 月 岩波ジュニア新書（780 円 + 税）

「ないものねだり

リー映像作家、故土本典昭さんの「人は絶

し !」。 自 分 た ち で

を教えてくれた」という言葉、そして網元

でなくあるものさが

たものを新しく組み
合わせる力を身につ
け、元気をつくる方
法論や発想法が「地

元 学 」。 そ の 地 元 学

環境共育チームＳＫＩＰの環境プログラム﹁エコファイターショー﹂をモチーフとしています。

調べ、考え、見つけ

望だけでは生きていけない 水俣はそのこと

で水俣病患者だった故杉本栄子さんの「人

様は変えられないから自分が変わる」とい
う言葉は、水俣が「水俣病」という厳しい

現実を抱えつつ、しかし分断されてしまっ

た地域の中でつながりを取り戻し（「もやい

なおし」）、「環境首都」へ向う人々の確か

は、 水 俣 病 と い う 未 曾 有 の 公 害 に よ っ て、 な動きと、その作法としての「地元学」の
地域や人々が互いに分断されてしまった状

進め方や楽しさを教えてくれる。水俣で生

ある著者吉本哲郎さんは水俣生まれ。水俣

何にでも使える。それは、人と人、人と地

況の中で生み出された。地元学の提唱者で

まれた地元学は、実はどこでも、誰にでも、

市職員として、地域における分断や疲弊感、 域とが再び出会い、互いに好きになり、希

たくさんの間違いや失敗を目の当たりにし、 望をみつけ、つながっていくプロセスその
そこから学ぶことで地元学を鍛え上げてき

ものだからだ。

長退職後の現在も、水俣内外で活動を展開

会会員）

た。環境対策課課長を経て水俣病資料館館 （文 / 永橋 為介さん
されている。本書に出てくるドキュメンタ

立命館大学准教授 / 本

ニュースレターモニター、また読者の方からの
ご意見をご紹介します。

映画「アメリカばんざい」や、堤 未果著『ル

すが……）
。2 月号の「青き星碧い風」を読んで、

ポ 貧困大国アメリカ』
（岩波新書）を読み、政策、 ドイツのように環境優先社会になるよう微力で
経済、貧困、戦争、環境問題がすべてつながっ
ているな、と興味を持ってきました（今さらで
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も働きかけたいと思いました。

（五藤 あゆみさん / 愛知県一宮市）

イラスト：かわみん

●ご意見・ご感想宛先
メール・FAX・郵送で
お送りください
【 E - m a i l 】n e w s l e t t e r @
kankyoshimin.org
【FAX】075-211-3531
【郵送】〒604-0932 京都市中
京区寺町通二条下ル 呉波ビル3
階 NPO法人環境市民 みどりの
ニュースレター編集部 宛

★環境市民の会員を紹介します

no.4

田麦 誠さん

音楽好き、料理好き、お洒落好きで、理想の “主夫” になると評判の田

麦さん。環境市民のニュースレター編集部で活動しながら、環境問題に

限らず興味を持ったことについて積極的に学ぶ。国際関係学を専攻し、
春からは大学院に進学する。研究テーマは「先進国と途上国の協同環境
対策と発展」
。本来あるべき発展の姿を追い求める。

人の心が満たされる、本当の発展を追い求めたい。
当の発展と考えるからだ。

■現場だからこその、出会いと経験
環境問題に対して行動を起こすきっか
けは、人それぞれ。テレビや雑誌などメ
ディアの報じる問題に共感する人もいれば、
過去の経験が影響する人もいる。田麦さ
んのきっかけは、その幼少時代の経験に
あった。
環境市民と出会ったのは、3 回生のと
き。自身のやりたいことを見つめなおした
とき、昔から関心のあった環境問題つい
て行動を起こそうと思ったという。しかし、
大学内には思うような活動ができる場所が
なかった。環境と経済に興味があり、独
学で環境経済学を勉強し始めるが、座学
だけでなく、現場を通して環境のことを知
りたいと思うようになる。
環境市民を選んだのは、その場しのぎ
の対処療法的な解決でなく、問題の根本
解決をめざす考え方に共感したからだ。経
済にも興味があり、企業の環境対策に関
わりたいと考えた田麦さんは、特集など
の執筆を通して企業とかかわりが持てる
ニュースレター編集部を選んだ。
活動を通して、雑誌、学術論文、プレ
ゼンテーション、インターネットなど、媒
体によって異なる表現方法のあり方を知り、
伝えることのおもしろさを知った。NPO で
活動するボランティアとして活動内容を話
してほしいという依頼にも、積極的に応じ
た。プレゼンテーションを通して、NPO
の活動を外部に伝える経験もした。積極
的に多方面で活動し、大学生活では得ら
れない貴重な出会いや経験に恵まれた。
また、「環境」を議論できる人に出会え
たことも大きい。「環境」をキーワードに
人が集まる環境市民という場所で、自身
の想いを思う存分ぶつけられた。議論を通
して、またメンバーとの情報交換を通して、

今月の
ありがとう！

■環境問題に駆り立てた幼少時代の経験
「自分が身近に触れてきたものの影響が
大きい」。なぜ環境問題なのかと尋ねると、
田麦さんはそう返してくれた。
子どものころ、家の近所に広場があった。
遊具は何もなく、木や草が茂るだけの広
場。だからこそ、それを使った遊びを工
夫し、遊び道具を自分で作ることを学んだ。
その広場に、必要なものはすべてあった。
しかし、あるときそこに遊具が建てられ
る。滑り台、シーソー、アスレチック。木
や草はすべて消えてしまった。遊具がで
きて子どもを遊ばせやすくなったと大人は
喜ぶが、結果として、そこで遊ぶ子どもに
とっての “遊具” を奪ってしまった。大切
さらに知識を深めていく。自身のいちばん
なものを奪われた田麦さんはそれが本当に
の関心事を議論できるのは本当に幸せなこ
ショックで、20 年近くが過ぎても鮮明に
とだという。
記憶に残っている。
そこに作ろうとしているものが、本当に
■本当の発展とは
そこで暮らす人たちの利益になるのだろう
春からは大学院生となる田麦さん。研
か。目に見える遊具と、奪われてしまった、
究テーマは、
「先進国と途上国の協同環境
見えない “遊具”。 この幼少時代の経験も、
対策と発展」。CDM（クリーン開発メカニ
田麦さんがこれから追い求める研究テーマ
ズム）について知るうちに、CDM におけ
と強くリンクしている。
る先進国から途上国への技術移転が、実
自身のあり方に真摯に向き合い、努力を
際は途上国に不利なものになっているの
続ける田麦さん。その原動力は自身の幼
ではないかという疑問を持つようになった。 少時代の経験にある。「今思えばこの経験
大学院では、この実情を論証し、改善策
がきっかけ」と話してくれた。社会を動か
の提案をめざす。
す力というのは、元をたどると案外身近に
また、将来的にはメンタル面まで考慮
あるのだろうか。
された途上国の持続的な発展を手助けし
小さな少年が感じた痛みは、発展の裏
たいという。途上国では、先進国からの
側にある見えない副作用。田麦さんは、自
技術提供による発展が期待される一方で、 身が感じた痛みと、途上国で起こり得る事
現地の生活は急激に変化するかもしれな
態に、正面から向き合う。先進国、途上国、
い。そうなったとき、そこで暮らす人々に
大人、子ども、すべての人が笑顔になれる、
はメンタル面で負の影響も心配される。こ
本当の発展の実現をめざして。
こまで考慮されてこそ、途上国にとって本 （インタビュー / 内藤 一樹）

目立たないところでも、
お力を貸してくださった
方々に、感謝をこめて—。

【ニュースレター発送】
近藤 健太／佐藤 寛也／西森 稔朗／
ハン・フェニー／東 広之
（五十音順敬称略）

編集部（五十音順）

編集後記

有川
久保
田麦
内藤
下司

早め早めに仕事を仕上げようとするも原稿
〆切前はいつも慌てる始末。御多分に漏れず 3
月号の取材、執筆も滑り込みでなんとか終える
ことができました。そんな〆切前の慌ただしさ
も 3 月で関西、そして編集員の仕事をしばし
離れる小生には尊く、至福の時間だったように
思えるのが不思議です。思い入れが強いほど去
り際がつらいと言うのはこのことか。
（ニュースレター編集部 / 田麦 誠）

真理子 乾 孝史
風岡 宗人
友美
駒 ゆき香
角出 貴彦
誠
千葉 有紀子 土屋 瑠里子
一樹
東 広之
安江 晃子
智子（デザイン・レイアウト）
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エコトレインで
エコ宣言 !

ぼくたち・わたしたちの「未来のまち」
エコ絵画コンテスト 募集

阪

急電鉄株式会社では子どもたちから環境メッセージを発信する絵画コンテストを実施します。優秀
作品は環境市民が企画監修を行っている阪急電鉄の「エコトレイン 未来のゆめ・まち号」に掲載

されます。みなさんぜひご応募ください。

環境に配慮した未来のまちを描いた絵画とその
実現に向けたエコ宣言文（100 文字以内 / お一人様一点のみ）

● 応募方法：作品の裏に、お名前（ふりがな）、（2009 年
2 月 1 日現在の）年齢、性別、学校名・学年、郵便番号、
ご住所、電話番号を記入のうえ、別紙にエコ宣言文を記入
● 応募資格：小学生、中学生（2009 年 2 月 1 日現在）
して作品の裏に貼付し、応募先まで送付してください。
● 募集期間：2009 年 2 月 1 日～ 4 月 10 日必着
● 応募先：〒 530-8389 大阪市北区芝田一丁目 16 番 1 号
●画
材：クレヨン、クレパス、水彩絵の具など自由
阪急電鉄株式会社ぼくたち・わたしたちの「未来のまち係」
（色鉛筆は作品が見えづらくなることもあるため不可） ● 主催 / 問合せ：阪急電鉄株式会社都市交通計画部
● サイズ ：四切り画用紙（縦 380mm ×横 540mm）に横書き
TEL 06-6373-5397
● 詳細：http://rail.hankyu.co.jp/ecotrain/contest.html

♪ラジオ番組♪

「環境市民のエコまちライフ」
京都三条ラジオカフェ（9.MHz）

身近な話題から旬の話題まで環境の視点から情報発信

【放送時間：毎週月曜午後１:00 から 1:30（再放送は火曜朝７:00 から）】

インターネットでの試聴・ダウンロードはこちら→ URL: http://kankyoshiminradio.seesaa.net/
環境市民は、多くのボランティアと会員の皆さんの参加によって支えられています。
環境市民に入会しよう！ 「持続可能で豊かな社会づくり」のために、ぜひ会員になって環境市民の活動を応援してください
!

会員特典
□月刊会報誌「みどりのニュースレター」をお届けいたします。

会費

種別

年会費

個人会員

4,000円

ペア会員

□行事などの参加費を割引させていただきます。

シニア・学生会員

□環境に関する様々な情報を得たり、また質問や相談ができます。

助成会員

2,000円

一括

営利法人会員 *

（※シニア・学生・助成・特別助成会員は入会金不要）

8,000円

♥

寄付をする…

非営利法人会員 *

ー

1口 50,000 円
1口 10,000 円

50,000円
2,000円

*年会費は一口以上

～あなたのご支援が環境市民を支えます～

住所・氏名・電話番号・寄付金額をご明記の上、下記の振込先へお振り込みください。

会費・寄付のお振込み先 【郵便振替】口座番号：0100--8
（発行）

ー

80,000 円

（2） ご入金を確認後、最新のニュースレターと会員バッジ、入会記念と
してポストカードをお届けします。

ー

10,000円

終身会員

送金内容事項をご記入の上、
「年会費 + 入会金」をご入金ください。

2,000円

50,000円

特別助成会員

（1） 郵便振替振込用紙に、住所・氏名・電話番号・会員の種類・

1,000円

6,000円

3,000円

ファミリー会員

会費の振込み方法

入会金

特定非営利活動法人

環境市民

加入者名：環境市民

（代表）杦本 育生 （発行人）堀 孝弘

二条通

〒 604-0932 京都市中京区寺町通二条下ル呉波ビル 3 階 （月から金

午前 10:00 から午後 6:00）

環境市民 東海事務所

呉波ビル
3F

河原町通

【E-mail】 life@kankyoshimin.org 【URL】 http://www.kankyoshimin.org

寺町通

【TEL】 075-211-3521【IP 電話】 050-3581-7492【FAX】 075-211-3531

【TEL&FAX】 052-521-0095 【IP 電話】050-3604-6182
【E-mail】 tokai@kankyoshimin.org 【URL】 http://www.kankyoshimin.org /tokai/
〒 451-0062

名古屋市西区花の木 1-12-12

AOI ビル 4 階

御池通

環境市民 滋賀事務所

地下鉄東西線

「京都市役所前」

【TEL】 077-522-5837【E-mail】 cefshiga@kankyoshimin.org
〒 520-0046

大津市長等 2 丁目 9-12

本誌の無断複写・複製・転載を
禁じます。
「環境市民」登録商標 第4809505号

京都市役所

竺 文彦気付

この印刷物は風力発電による自然エネルギー
を使用して大豆油インキで印刷しました。
印刷：（有）糺書房

本誌はメーカー側が古紙100%とする
紙を使っていますが信頼性の確認がと
れていないため、古紙配合率100%を
示すR100マークははずしています。

環境市民

Citizens Environmental Foundation

21 世紀

地 球 を 、地 域 を 、生 活 を 、
持続可能な豊かさに

N

