今 後 の 活 動 予 定

環 境 市 民 ネ ッ ト ワ ー ク 天 理 第 10号
10 号
ホタルの観察会

☆ 布留川でホタルを観察しよう。そして、布留川をきれいにしよう

日時：平成１５年６月７日（土） 午後７時～９時頃 小雨決行
集合：市役所前駐車場（午後７時）
場所：市街地を流れる布留川（市役所前～丹波市小学校前）
参加費：１００円（保険料・資料代）

川の大そうじ クリーン作戦

～川に入ってごみ拾いをします～

日時：平成１５年６月２２日（日） 午前９時～１２時頃 小雨決行
集合：市役所前駐車場（午前９時）
場所：布留川・布留川北流・布留川南流（天理教本部前～丹波市小学校前）
服装：軍手、タオル、川に入って作業ができる服装（靴は、使い古したズック靴が良い 。）
※ ごみをはさむ火箸などの用具は、ネットワークで準備します。

※ いずれも参加希望者は、電話090-3487-9446（中島 ）、090-8987-3630（増田）まで

山辺広域環境フォーラムで展示

☆ 環境市民ネットワーク天理の活動紹介

日時：平成１５年６月８日（日） 午前９時～午後４時頃
場所：天理市文化センター ３階ロビー
天理市ふれあい・ぬくもりフェスタで展示
日時：平成１５年８月３０日（日） 午前９時～午後４時頃
場所：天理総合駅 団体待合所
編

集

◆５月初旬、北海道でやっとサクラが咲
き出したかと思えば、九州ではホタルが飛
び出した 、とラジオが報じていた 。そして 、
奄美諸島は、早くも梅雨の気配とか・・・
日本列島は長い。この会報がお手元に届く
頃には、この辺も梅雨のはしりに入ってい
るかもしれない。◆第１０号の発行にこぎ
つけた。９８年１０月の創刊から足かけ５

後

記

年、不定期ながら結果的には年２回のペー
スの発行ということに。編集子間では、も
っと会員の声を紙面に、と話し合ってい
る。乞う投稿。◆今年は国連の「国際淡水
年 」。３月には京都で「第３回世界水フォ
ーラム」も開催された。我々のささやかな
取組が天理の水がめを守ることになります
ように。
（は）

ホタルが棲む布留川を後世に残すために
代表 佐藤 孝則
環境市民ネットワーク天理は発足以来、 まで天理ダムの上流で水生生物を調べたり 、
「川」や「水」にこだわって活動をしてき 流域の生き物を観察してきました。特にこ
ました。特に、現在は市街地を流れる布留 の４年間続けているのは、ホタルの観察会
川に焦点をあて、川の清掃活動を目的とし です。布留川流域で元から生息していたゲ
た「布留川をきれいにしよう」のほか、布 ンジボタルを観察しながら、彼らの飛ぶ時
留川の生き物を観察する「ふる里ウォッチ 期や飛ぶ範囲を調べたりしています。これ
ング」などを実施してきました。今年も、 らの実態を知ることによって、川に棲む生
６月 22 日（日）には前者の清掃活動を、 き物たちの生息環境を相対的に知ることが
同月７日（土）には後者のウォッチングを できるのです。まさにゲンジボタルは、布
予定しています。
留川の自然度を示すバロメーターといえま
天理市内に丹波市町と呼ばれる地域があ す。
ります。この場所は、かつて、大和川河口
本誌第９号で少し触れましたが、布留川
から舟で運ばれた海産物と、周辺の田畑で 北流の丹波市小学校付近から上流にかけて
収穫された農産物との交易がおこなわれた の地域では、６月上旬になるとゲンジボタ
場所（市場）でした 。「丹波市」は当時の ルが飛び交います。この地域を流れる布留
交易の要所としての名残を示す地域で 、「 布 川は強固な近代的護岸ではなく、カワニナ
留川」は当時の重要な水運路だったと考え やホタルの幼虫が生息しやすくまたこの幼
られています。
虫が成虫へと変態しやすい近自然型旧護岸
私たちが進めている「布留川をきれいに になっています。長年にわたって自然に同
しよう」は、布留川に棲む生き物がいつま 化した護岸といえます。このような場所で
でも生きられるような自然環境を守るため は、ピーク時にはホタルの乱舞を観察する
に、棄てられた家庭ごみや産業廃棄物を実 ことができます。
際に川に入って拾い上げることを目的とし
市街地にゲンジボタルが飛び交う天理市
ています。それと同時に、布留川に流入す 内は、奈良盆地の中でも数少ない貴重な自
る生活排水などを実際に観察することによ 然環境が残された場所といっても過言では
って、河川汚濁の現実を知ることも大切だ ないと思います。このような豊かな自然を
と考えています。また、後者の「ふる里ウ 後世に残してゆくことが、今を生きる私た
ォッチング」は、布留川に棲む生き物を調 ちのつとめではないかと考えます。
べたり観察したりすることが目的で、これ
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市民の水がめ天理ダム

「 水源の森づくり ～仁興川源流に木を植えよう～」
事 務 局 だ よ り
水源の森の地ごしらえ

今回の植樹の話が出たのは、１年前の総
会の時でした。仁興の乾さんに相談したと
ころ、数年前の台風の被害を受けた山を、
こころよく提供していただく事になりまし
た。また 、「グリーンボランティアならク
ラブ」の石野会長にも協力をお願いし、奈
良県緑化推進委員会にも働きかけ、緑の募
金から支出される助成金も決まりました。
さて、現場の地ごしらえですが、３日の
予定で計画を組みましたが、最終的には４
日間、のべ６０名余りで準備しました。急
斜面と雨や積雪の中での風倒木の処理は、
危険を伴い、ボランティアの皆さん（シル
バーの方が中心）には大変なご苦労を頂き
ました。
植樹の基本方針は、できるだけ現状のス
ギ・ヒノキや雑木を残し、付近のアカマツ
・クロマツ・コナラなどを補植、スギ・ヒ
ノキ・広葉樹の混交林への誘導を目指して
います。
今回の事業を通して、人のつながり（ネ
ットワーク ）・助け合い、行政のサービス
を求めるだけでなく、地域住民（市民）が
主体的に行動する事の大切さ実感しました 。
『 水源の森作り 』は 、始まったばかりです 。
『森作り』を通して『人の心作り』もして
いきたいものです。
（ H.K 記）
水源の森で
植樹・どんぐり・豚汁…

３月２３日（日 ）、幸いにも暖かいいい
お天気に恵まれた 。夫婦 、親子連れも含め 、
参加者は総勢２５名。９時３０分、天理市
役所駐車場に集合。バス、乗用車で出発。
旧２５号線を東に向かい 、天理ダムを右折 、
藤井町を経て、笠荒神近くの「木の子村」
の野小屋に到着。木の子村の川波さんのあ
いさつの後、現場へ。里山へ分け入ること
１５分。今回、植林場所を提供してくださ
った乾嘉一さんの説明を受け、早速作業開
－２－

始。北側に面した斜面に、クワ・スコッ
プを手にコナラ・アカマツ・クヌギなど
の苗木を植えていった。
辺り一帯は、平成１０年の台風７号に
より、たくさんの杉などがなぎ倒されて
いる。この日のために、木の子村やグリ
ーンボランティアならクラブの方達が何
度も入山して風倒木を伐採、整理してく
ださっており、植える木もこの辺に生え
ているものがよいと選んで用意されてい
たものだ。
奈良新聞の記者が取材にきていて、そ
の様子は翌日の紙面を飾った。
植樹作業後、乾さんの案内で付近の山
を歩いた 。沢にはフキノトウが芽を出し 、
里より遅い春を告げていた。見晴らしの
きく所に立って乾さん曰く「こうして山
奥まで道がついて便利にはなったが、谷
あ い に 粗大 ご み を捨 て に 来る 輩 も ふえ
た。現代人は生活の入口から出口まで完
結 さ せ て生 き ら れな く な った よ う だ・
・」聞いて、同感、残念の思いしきり。
途中、ネジノキの根元にとりついてい
る「冬中夏草 」（アリの体から芽が出て
いる）も教えてもらい、皆は順にはいつ
くばって虫めがねで観察した。
野小屋にもどって昼食。準備していた
だいた熱い豚汁のおいしかったこと。
この後、昆虫写真家の伊藤ふくおさん
からドングリの話を聞く。食べられるド
ングリの炒ったものをいただいた。詳し
くは近著「ドングリの図鑑（とんぼ出版
2800 円）に。
シイタケの植菌の体験もした。記念撮
影後、乾さんや川波さんにお礼を申し上
げて車に乗り、現地を後にした。
植えた木々はこれに参加した子どもと
同じである。しっかり根付いて生長して
くれることを願うばかりである 。どうか 、
山を生きかえらせ清流を守ってくれます
ように。
御協力、御参加くださった皆さんに
多謝。
（ S.H 記）

９月11日
９月11日
10月７日
10月16日
11月４日
11月11日
12月６日
１月１日
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【 事務局日誌 】

１月14日
２月４日
３月４日
３月23日
４月２日
４月19日
５月７日

【 入会のご案内 】

「環境市民ネットワーク天理」では、入会して活動を支えていただいたり、共に活動して
いただける方を募集しています。今年度の会費を未納の方は、納入をお願いします。
【 年会費 】
【問い合わせ先】
１口 １，０００円として
・事務局 ： 天理大学おやさと研究所
・個
人 ： １口以上
自然・人間環境学研究室気付
・団体 、企業 ： ３口以上 ・事務局長 ： 中島 欣成
※ 中学生以下は、会費は不要です。
電話 090-3487-9446
【会費の振込先】
・郵便振替 ００９９０－５－１１７１６２
【 北海道自然体験ツアーのご案内 】

日時：平成１５年８月１９日（火）～２３日（土） ４泊５日
場所：北海道空知郡南富良野町落合 どんころ野外学校
対象：小学５・６年生及び中学１・２年生
※ 引率される保護者には、別メニューによるツアーを計画しています。
募集：約３０名
費用：未定
企画：環境市民ネットワーク天理
後援：天理青年会議所他
協力：植村直己・帯広野外学校 どんころ野外学校他
旅行手配：南都観光社
※ 参加を希望される方は、ご連絡ください。詳細は近日中にお知らせします。
連絡先：090-3487-9446（中島）

「北海道の豊かな自然の中でサバイバル生活などを体験してみませんか」

－７－

☆ 産廃処分施設建設予定地の今は

去る３月２７日付けの奈良新聞による
と 、産廃処分場の設置業者が経営難に陥り 、
処分施設の建設そのものが、今後どういう
方向に進むのかわからなくなっているとい
うことです。ただ、設置許可は経営者個人
に出されているために 、設置許可の効力は 、
経営者が自己破産といった状態に陥り、県
が許可を見直さない限り残るそうです。今
後の業者の動きを注視していく必要があり
ます。
「天理市の環境と命を守る会」では、昨
年 はほぼ 毎週行っ てきた県への陳情活動
を、今年からは月に１回活動を続けられて
います。
県の話によると、建設予定地では大きな
３ の予定がまだ５０
岩盤が出て、７０万ｍ
３
万ｍ しか掘れていないために、このまま
では再申請が必要ということです。その場
合は、新法が適用されるために再申請は難
しいのではないかということです。岩盤を
除去するには、さらに多額の費用が必要と

いうことです。しかし、かなりの利権を
伴う事業ですので、資金援助などをする
人達も出てくる可能性もあり、予断を許
されない状態だそうです。
すでに赤土がむき出しになり、環境が
大きく変わってしまった予定地ですが、
たとえ産廃処分場はできなくても巨大な
残土処分地などにならぬよう、水源保護
のために悪影響が出ないような方策を考
えてほしいものです。

工事が中断している予定地

2003

年5月

布留川の上流で活動をされている木の子村の皆さんから、ジャガイモの収穫のお誘いがありました。
標高約５００ｍの大和高原で無農薬有機栽培によるものです。
期日：平成１５年６月２９日（日）小雨決行 １０：００～１４：３０ 場所：木の子村農場
９：３０に天理駅北東ニッポンレンタカー前 または、１０：００に木の子村農場に集合
準備物：弁当・水筒・軍手・農作業ができる服装
参加費：個人・・１人１０００円（新ジャガ５キロ持ち帰り付き）
家族・・１家族１５００円（新ジャガ１０キロ持ち帰り付き）
申込み：６月２２日までに、人数・交通手段をお知らせください。車でない方は、天理駅から車
を乗り合わせて現地に向かいます。
連絡先：「 木の子村」ホームページ『木の子村広場』 または、川波（ 0742-41-6312）まで

【 自然の中でジャガイモを掘ってみませんか 】

水源の森づくりに参加した子どもたちの感想
～水源の森にて～

山本 秀忠
天理ダムから少しはなれた所に、木の子村と
いう村がありました。静かで、鳥の鳴き声がよ
く聞こえました。空気はおいしいく、涼しい風
が吹いていました。
植林活動で、木のことを教わり、そして、木
を植えました。森の中は、木が数本倒れていま
した。これは、台風のせいだそうです。帰りは
布留川の水源を通りました。
その後、豚汁をいただきました。空気のおい
しいところで豚汁を食べるのは、普通の二倍お
いしいです。そして、団栗の話を聞いて、焼き
板を作って、椎茸の菌を植えました。団栗の話
では、団栗を食べてみました。焼き板は、初め
てでした。椎茸の菌を、木の穴に植える時は、
ハンマーで、くぎを打つみたいに植えました。
菌がつぶれた時もありました。植物は、二酸化
炭素を吸収し、温暖化を防ぐのに必要です。植
林活動によって、水源を守り、地球を守ること
を学びました。
豊田 純貴
ぼくは、このボランティア活動でいろいろな
ことを学びました。協力し合うことなどです。
なによりも学んだことは、ボランティアにはげ
む人たちの一生懸命する心が一番心に残り、と
てもいい勉強になりました。 ぼくがボランテ
ィアをしていて、とてもうれしかったのが、つ
かれた後に食べたぶたじるや、終わった後に見
た、みんなのさわやかな笑顔でした。ぼくは、
その笑顔を見たしゅんかん、つかれがなくなる
ぐらいのさわやかな笑顔でした。
ぼくは、その時に、一生懸命にしている姿や
心にふれて、ぼくも、さわやかな笑顔を作りた
いと思いました。

グリーンボランティアならクラブの
皆さんによる「地ごしらえ」

数十本の風倒木の処理は危険な作業でした。

植樹のようす

コナラ・クヌギ・アカマツ・ヒイラギなど
豊かな森になるように願いをこめて

【 仁興のお米を食べてみませんか 】

「環境市民ネットワーク天理」では 、「手作り工房『木の子村 』」の方々と、里山や棚田、そして布
留川の水源地を守る取り組みとして、布留川上流の仁興で減農薬による米作りをされている方々を支
援するために、お米の購入プロジェクトを行うことになりました。
仁興町は、自然に恵まれ、農薬をほとんど使わなくても品質の良いおいしいお米や農産物が収穫で
きる地域です。ぜひ、ご協力をお願いします。
現在、今秋収穫分の購入希望を受け付けていますので、ご希望の方は、至急、電話か FAX で事務局
までご連絡ください。なお、数量に制限がありますので早めにお申し込みください。来秋平成１６年
度米の予約も受け付けています。
仁興産の玄米：１口 10kg 5000 円
生産者： 天理市上仁興町 乾さん他
－６－

植樹だけでなく、
いろんな体験が
できた、楽しい
一日でした。

お疲れさま！
－３－

布留川北流の河川改修計画のその後
苣原産業廃棄物最終処分施設問題のその後
布留川北流は、多自然型工法（ホタル護岸）による改修へ

河川改修が進められている布留川北流の
丹波市小学校付近の工事について、環境市
民ネットワーク天理は、平成１４年７月１
日に奈良土木事務所に出向き、工事の内容
の説明を受けるとともに、生息しているゲ
ンジボタルなどの生き物や環境に配慮した
工事に切り替えるよう陳情していました。
その後の経過についてお知らせします。

布留川北流（丹波市小学校前）

陳情後、丹波市の区長さんを訪ね、布留
川北流の河川改修などについて相談をいた
しました。その結果、布留川を中心とした
地域の自然環境の保護についてのご理解を
いただくとともに、区長さん自身も努力し
たいというお言葉でした。
その後 、県や市に対する要望書を作成し 、
まず天理市長に面会、直接要望書を手渡し
ました。南市長さんからも自然環境の保護
に向けたご理解と心強いお言葉をいただき
ました。

地元の皆さんの一応の理解が得られた
ことにより 、再び奈良土木事務所を訪れ 、
知事宛ての要望書を手渡しました。
ところが、私たちが訪れると、係の方
からすぐに多自然型工法による改修案が
示され、県としても自然環境に配慮した
改修を検討しているとのことでした。天
理市や地元の小学校、そして地元県会議
員などからの働きかけもあったとのこと
でした。小学校からは、水辺で子どもた
ちが活動できる親水護岸にして欲しいと
いう要望もあったそうです。私達が知ら
ないところで関係者の間で進められてい
た動きに驚かされるとともに、うれしく
思いました。
多自然型工法は、自然環境に配慮した
工法で、山口市の一の坂川で始まったホ
タル護岸などがそれに当たります。最近
は、この工法による改修が行われるよう
になり、大和川でも国土交通省が一部で
試験的に採用しています。奈良県が本格
的に取り入れるのは布留川北流が初めて
のケースになるのだそうです。
ただし、多自然型工法による堤防は、
雑草が生い茂るなど、何かと管理に手が
かかるために、地元住民の協力が不可欠
だそうです。今後は、これらの点につい
ても関係者で話し合っていくとともに、
地域の住民が納得いく改修となるための
具体化な詰めも必要となってくることと
思われます。

☆ 水道水源保護条例が制定されました

◇ 天理市水道水源保護条例とは？

みなさまもテレビ・新聞の報道や天理市の広
報紙「町から町へ」などでご存じのように、市
民の飲み水（上水道）の水源の一つである天理
ダムの上流、天理市苣原町に、大規模な産業廃
棄物処理施設の設置許可の申請がなされていま
したが、平成１３年２月２０日、奈良県はその
設置を許可しました。
この産 業廃棄物処理施設の設置計画に対し
て、天理市や市議会は当初から反対意見を提出
するなど反対の姿勢を示してきました 。しかし 、
これらの意見を無視するような形で許可がなさ
れ、市や市議会はもとより、多くの団体や市民
が許可の撤回を求めています。
去る平成１４年６月の定例市議会において、
「天理市水道水源保護条例」が可決され、６月
２５日に公布されました。ここでは、水道水源
保護条例とはどんな条例なのか、簡単に説明を
してみました。なお、説明にあたっては関係資
料をもとにしていますが、専門的で難しい箇所
も多いために、概略だけにとどめました。

◇ どんな目的の条例ですか？

天理市民が使っている水道の水源には、次の
三つがあります。また、その割合は次のとおり
です。 県営水道 ・・・・・・約６０％
天理ダム ・・・・・・約３０％
井戸水（１２カ所 ）・・約１０％
この内、天理ダムの水源を守る目的で作られ
たのが「天理市水道水源保護条例」です。
天理ダムの水は、今でもそんなにきれいだと
は言えませんが、上流に大規模な「安定型産業
廃棄物処分施設」が建設される計画が持ち上が
り、水源の汚染が心配される事態になってきま
した 。この処分施設の建設撤回をもとめるため 、
また将来にわたって水源の保全を目的に条例が
作られました。

◇ どんな決まりがあるのですか？

布留川北流の河川改修イメージ図 （県から示されたものを元に作図）
－４－

ゴルフ場 一般廃棄物最終処分場
産業廃棄物最終処分場
砕石場
残土処分場 その他水源の水質・
水量に影響を及ぼすおそれのある事
業所で別に定めるもの
もし、事業内容が規制事業に該当すると判
定された場合は、事業を行うことはできませ
ん。違反すると、中止命令が出されたり、処
罰されたりすることになります。

◇ 水源保護地域が指定されます

水源の保護のために、天理ダムに水が流入
する地域が「水源保護地域」として指定され
ます。地域の指定は、天理市水道水源保護審
議会をへて行われます。
予定では、天理ダムに流入している藤井川、
仁興川、苣原川、長滝川の４つの大きな川と、
流入するすべての小川の流域が対象となりま
す。そのために、指定にあたっては、地元の
土地所有者だけでなく広く市民の意見を聞く
ことになっています。
水源保護地域の予定面積は、全部で約１０．
７２平方キロメートルに及びます。

◇ 水道水源保護審議会とは？

水源の保護と水道事業がスムーズに行われ
るために、天理市水道水源保護審議会が設置
されます。審議委員には、水源などについて
の専門家や市議会、市民の代表者などで約 10
名で構成されます。
審議会では、水源保護地域の指定に関する
こと、水源の水質及び水量への影響を評価す
る基準や基準に基づいた調査・審議、規制対
象事業場に該当するかどうかの判定に関する
ことなどが審議されます。

◇ 保護条例で産廃処分施設は建設が
できなくなる？

新しい条例は、今回の施設にも適用できる
と考えられていますが、法律的な解釈も立場
が異なるとさまざまなあるようで、そう簡単
にはいかないようです。今後、関係者間で検
討や議論がなされていくことと思われます。
しかし、少なくとも、今後、新しく産廃処
分場などが保護地域内に勝手に作られること
はなくなります。水源の保護にとって、画期
的なことと言えます。

天理市は、水源の保護のために必要なことを
しなければなりません。
市民や事業者は、市が実施する水源の保護
のための施策に協力することになります。
特に、事業者は、指定された水源保護地域の
中で水源を汚染する可能性があると思われ次の
事業をする場合は、厳しく制限されていますの
で、水源の保護に必要な措置を行わなければな
りません。
－５－

