今 後 の 活動 に つ い て

・布留川北流の河川改修やその計画に対する提言や要望を行う予定です。
市民にとって 、布留川はどのような川にしてゆけば良いのか 、関係者間だけでなく 、
広く市民に呼びかけて、話し合える機会を持つことができればと思います。

☆ 布留川北流や布留川の環境保全に向けた活動

・この一つの試みとして、上仁興町の森林での植林作業を、市民の皆様にも呼びかけ
て実施する予定です。この事業は、国の国土緑化推進事業の支援を受ける予定にも
なっています。平成１５年の３月頃には植林が行えるよう準備を進めています。
・天理ダムの水道水源保護条例の制定にともなう問題点や課題についても、折に触れ
て、共に考え理解を深める活動を進めていきます。
また、天理ダム付近や上流での不法な廃棄物やごみの投棄の状況や水質の変化など
についても市民の立場から監視を続けていく予定です。

☆ 天理ダム上流の水源や里山を保全する活動
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■残暑の中にも、秋の訪れを感じる季節となってきました。いかがお過ごしでしょうか。
会報の発行が予定よりも遅れて申し訳ありません 。「環境市民ネットワーク天理第９号」を
お届けいたします。■ところで、今年の夏は暑かったと感じられましたか。あるいは涼し
かった？それとも、夏はこんなものだと思われましたか。最近は近所の方々とのあいさつ
で季節や天気の話をするのにちゅうちょすることがあります。異常気象と言われ続けてい
るせいでしょうか。あるいは、私たちの季節の移ろいに対する感覚が鈍ってきているので
しょうか。それでも、今年の夏はお盆を過ぎると朝夕がしのぎやすくなり、結構めりはり
がきいた夏だったように思われます。ひさしぶりに異常気象ではない平年並みの夏だった
のかもしれませんね。■先日、南アフリカ共和国を会場に、環境や開発についての国際会
議が開かれました。持続可能な社会を目指して、それぞれの国が、それぞれに果たす目標
を設定し合意されたと聞きますが、はたして今後どうなるのでしょうか。そして、この問
題に、私たちはどうかかわって行けばよいのでしょうか。重要な話し合いだということは
わかりますが、今までに何回も同様の話し合いが持たれてきた割には、私たちのまわりで
は何も変わっていないように思われますし、先も見えてきません。■布留川北流では、河
川改修によって、せっかく甦ってきたゲンジボタルたちの命が風前の灯火となりつつあり
ます。天理市の十年先、いや五十年先、百年先の環境について、しっかりとしたビジョン
を持つとともに、今でしかできない施策が求められているように思われます。
（く）
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環 境 市 民 ネ ッ ト ワ ー ク 天 理 第９号
代表 佐藤 孝則
「環境市民ネットワーク天理」は来る 12 月 17 日に発足満５周年を迎えます。発足した
1997 年の 12 月は、京都では「地球温暖化防止・締約国会議」が開かれ、地球温暖化防止
に向けて各国が温室効果ガスの排出規制について論議を深め、そして「京都議定書」を採
択したときでした。 21 世紀は「環境の世紀」といわれ、環境問題に大きな前進が期待でき
ると考えられていた頃でした。今年の９月４日、ヨハネスブルクで開かれていた「環境開
発サミット」が閉幕しました。 1992 年にリオで開催された「地球サミット」のちょうど 10
年目の年で、京都での「地球温暖化防止会議」のちょうど５年目の節目にあたります。と
ころが 、 100 人を超す各国の首脳が出席したにもかかわらず 、 さまざまな問題 （ 例えば 「 京
都議定書」批准の論議）などを棚上げしてきた米国のブッシュ大統領は欠席し、 NGO のみ
ならず EU 各国や途上国の関係者にも失望を与えたようです。５年目、 10 年目の節目は、
どのような場合にも個々の目的を再確認する意味で重要だと思います。
「環境市民ネットワーク天理」は発足５周年の節目にあたる今年度、温室効果ガスの対
象となっている二酸化炭素の排出を少しでも減らすことを目的に、また天理市民の水道水
源の山林を少しでも保護し、さらに里山の生態系をより活性化させるため、 2003 年３月に
天理ダムの上流で植樹を手がけることにしました。森林が濾過し地下伏流水となって流れ
出たおいしい水は天理ダムへと向かい、さらに布留川の下流へと流れながら水道水や農業
用水、工業用水へと姿を変えます。もちろん、そのつど川の生き物たちにとって大切な命
の水としても活かされます 。生命あるものにとって 、まさに水はかけがえのない「 命の糧 」
なのです。
天理の市街地を流れる布留川に 、近年 、ゲンジボタルが戻って来るようになりました 。10
年以上前にはほとんど見かけなかったゲンジボタルが、天理市役所や丹波市小学校周辺の
布留川で観察されるようになりました 。「環境市民ネットワーク天理」は、 2000 年から毎
年、ホタルを含む川の生き物が生息・生育できる自然環境を広げようと、布留川清掃とホ
タルの観察会を実施しています。その結果、ホタルを観察できる水域が少しずつ広がって
いることがわかりました。ゲンジボタルを一つの「環境指標」とするならば、布留川水系
の水は、内外を問わず、生き物にとっては「命の糧」として機能しつつあるのではないか
と考えます。喜ばしいことだと思います。
ただ、残念なことが一つあり
ます。それは、布留川北流で、
丹波市小学校付近よりも下流の
地域から上流に向かって、河川
改修が進められていることです。
せっかくゲンジボタルの分布域
が少しずつ広がりかけているの
に、残念なことです。今後は関
係機関などに最善策を図るよう
働きかけていきたいと考えてい
ます。
これも、大事な節目を迎える
発足５年目のあらたな活動と考
えます。
発足５周年目を迎えて

ゲンジボタルなど多くの生き物が生息している丹波市小学校前の布留川北流
ー1ー

布留川北流の河川改修によって、ゲンジボタルは
生き続けることができる？

今年６月にたくさんのゲンジボタル
が飛び交う姿に感激した丹波市小学校
付近の布留川北流で、河川工事が始ま
っているという話を聞いたのは、ふる
里ウォッチングが終わったすぐ後のこ
とでした。地元ではすでに用地買収が
進められているとのことでした。どん
な河川改修が行われているのか、すぐ
下流の現場に行ってみました。そこに
は、両側に幅３ｍほどの管理道路とい
う道がついた「立派な護岸」が西に延
びていました。両岸はコンクリートブ
ロックでおおわれ、まったく隙間がな
い構造です。水は土色に濁り、どぶく
さい臭いさえ漂っています。とてもホ
河川改修が予定されている丹波市小学校付近
タルなどの生き物が生育できるような
久しぶりの草刈り後の布留川北流
川とは思えません。
市街地を流れる布留川から姿を消していたゲンジボタルが、この川に戻ってきたのはいつ
ごろのことなのでしょうか。あるいは、案外、私たちが気がつかない所で、しっかりと生き
ぬいていたのかもしれませんが。地元の人々の話では、十年ほど前からホタルが生きている
ことに気づかれ、そっと見守ってこられたのだそうです。
布留川は、中京銀行のすぐ南側で布留川と布留川北流に分流します。北側を流れる布留川
北流は、市街地を縫うように流れ、丹波市幼稚園と丹波市小学校の北側を流れ、やがて田ん
ぼの中を流れる川となります。市街地を流れる川ですが、たくさんの水辺の植物、水草、そ
してカワムツ、ヨシノボリなどの魚も見ることができます。ゲンジボタルのえさになるカワ
ニナもたくさん生息しています 。ホタルの幼虫がすめる条件ができていたのですね 。今年は 、
銀行から小学校までの広い範囲でホタルが飛ぶ姿を見ることができました。このホタルや川
で生きている生き物たちにとって、今回の河川改修は大きな打撃になることでしょう。近く
の小学校や幼稚園に通う子どもたちにとっても、こんなに身近な場所にゲンジボタルなどの
生き物が生きている環境は、今時、いくら望んでも手に入るようなものではありません。こ
のままの工法による河川改修が進められることは 、本当に残念で悔やまれることになります 。
管理者の奈良土木事務所に改修計画について話を聞きました。今のところは、自然工法な
どはまったく考えていないとのことでした。しかし 、「天理市や地域住民の同意、それを支
える世論があれば、自然工法の採用も可能である 。」ということでした。市民が力を合わせ
ば、今ならまだ間に合うかもしれません。

改修が終わった布留川北流

－２－

工事中の布留川北流（平成１４年７月）

事 務 局 だ よ り
平成１４年１月以降

１月17日 役員会（出席 10名）
１月17日 会報「環境市民ネットワーク天理第８号」発行
２月13日 役員会（出席 11名）
２月17日 「天理環境フォーラム2002」 於：天理市民会館
映画上映「地球交響曲第四番」 シンポジウム「地球交響曲を奏でる人たち」
３月12日 役員会（出席 10名）
３月28日 奈良ロータリークラブ創立50周年記念事業で、本会が「準友愛大賞」を受賞
４月９日 役員会（出席 11名）
４月20日 平成１４年度総会
於：天理市かがやきプラザ
５月14日 役員会（出席 ９名）
６月８日 第６回ふる里ウォッチング「布留川でホタルを探そう」 於：市役所～丹波市小
６月16日 第３回川の大そうじ「布留川をきれいにしよう」 於：市役所～丹波市小
６月19日 役員会（出席 ９名）
７月２日 役員会（出席 ９名）
７月１日 奈良県奈良土木事務所訪問（３名）
８月５日 役員会（出席 ９名）
８月22～23日 山口市「一の坂川」の視察と山口土木事務所訪問（２名）
８月21日～25日 天理市「ふれあい・ぬくもりフェスタ」環境展 於：天理市文化センター
【 事務局日誌 】

【 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 ： （社）天理青年会議所 気付
・個
人 ： １口以上
「環境市民ネットワーク天理」
・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 ０ ０ ９ ９ ０ － ５ － １ １ ７ １ ６ ２
【 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１５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
※ 代金と現物の交換方法は、後日連絡します。
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山口市を流れる「一の坂川」を訪ねて
布 留 川 の メ ダ カ

天理小学校 ６年 孫工 恵嗣
ぼくは 、布留川で去年メダカを見つけた 。最初はカワムツかオイカワの稚魚かなと思った 。
布留川でよく見かける魚だからだ。本で調べて見ると、しりびれが大きくて長く、背びれが
しりびれの前のほうにあるから「これは、メダカにちがいない」と思った。
昔は、メダカがいっぱいいたそうだが 、「農薬や川の汚れでメダカはいなくなってしまっ
た 。」と言われていたので、ぼくはメダカだとわかったときうれしかった。メダカは、目が
大きくかわいい顔をしている。
夏休み、近所の用水路で、またメダカをたくさん見つけた。その中には、おなかに卵をも
っているメスが数匹いた。昨日、卵が水草にくっついていたので、別の容器に移して観察中
です。ぼくは 、「卵が早くふ化したらいいのにな」とついつい水槽をのぞいてしまう。虫メ
ガネで見ると小さな黒いものが見えるような気がする。今からふ化が楽しみです。
ぼくの家は、去年下水道が通った。天理市の下水道工事が進んでいるおかげで、川の水も
だんだんきれいになっているのだろう。
川がきれいになると、川の生き物も住みやすくなる。メダカが増えたのも、川がきれいに
なったからだろうか。しかし、雨が降らないときの川は、水も少なく汚れた水がたまってい
てくさい 。ドブくさい水の中で 、魚はかくれている 。ぼくは 、メダカもたいへんだなと思う 。
ぼくのつかまえたメダカはメスが多く、オスが少ない。オスだけ取ろうとするとメスがい
っぱい入ってしまう。前に背中が曲がった稚魚を捕まえたことがある。その魚は今も背中か
らしっぽにかけて曲がったままだ。
メダカたちも川の生き物も環境によって変化している。川はきれいに見えても、まだまだ
生き物にとっては、住みづらいのかな。

ぼくの家で飼っているメダカ
－６－

去る８月２３日、環境市民ネットワーク天理の２名が、日本で最初にホタル護岸による河
川改修を取り入れたり、自然工法などによって河川の再生事業を積極的に進められたりして
いる山口市を流れる一の坂川を見てきましたので、紹介させていただきます。

四季を通じて市民のいこいの場となっている「一の坂川」

山口市は、室町時代から戦国時代にかけて約２００年の間、大内氏の城下町として栄えた
町です。その山口市の中心部を流れる川を一の坂川といいます。大内氏は、この川を京都の
賀茂川に見立て 、京都に似た町作りをすすめました 。山口市が西の京都と言われる所以です 。
京の宇治川からゲンジボタルを取り寄せ 、そのホタルが土着したとも言い伝えられています 。
大正４年には川の両岸に吉野桜１７８本が柳の老樹の間に植樹され、川縁は市民のいこいの
場となりました。しかし、一の坂川は洪水に見舞われることもしばしばでした。昭和４６年
の台風による水害を機会に河川改修を行うことになりましたが、国の天然記念物に指定され
ているゲンジボタルを保護するために、生息条件を考えた工法、いわゆる「ホタル護岸」に
よる改修が全国で初めて行われ、昭和４９年に完成しました。また、市街地の大規模な河川
改修が難しいために 、上流に治水だけを目的にした一の坂ダムが昭和５９年に完成しました 。
その結果、一の坂川は一段と安全な川となりました。一の坂川の環境は、流域の大殿小学校
の児童や子供会、地域住民によっても守られ、県や市などの行政もそれを支えています。ホ
タルが生育できる清流をみんなで守ろうという強い思いが息づいているように感じました。
毎年６月には「ホタル祭り」が行われ、
初夏の風物詩となっています。
さらに、一の坂川では川の再生事業
にも取り組まれています。過去の河川
改修によってコンクリートなどで築か
れた三面張りの護岸をホタルが生息で
きる自然豊かな川に再生しようという
試みです。市の中心部約 800 ｍにおよ
ぶ工事が始まっています。右の写真が、
その工事現場です。シャベルカーでめ
くられた川底に使われていた石は、石
垣に再利用されています。美観も考え
られた自然工法により川が再生されつ
つあります。
堅牢な三面張りの護岸をわざわざめくって「 河川再生事業 」が進む「 一の坂川 」
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第６回ふる里ウォッチング「布留川でホタルを探そう」と
第３回川の大そうじ クリーン作戦「布留川をきれいにしよう」

第６回ふる里ウォッチング 「布留川で
ホタルを探そう」が、平成１４年６月８日
の土曜日に行われました。当日午後７時に
市役所前に集まった参加者は、約１３０名
にものぼりました。こんなに大勢での観察
会は初めてのことでしたので、どうなるこ
とかとはらはらしながらの観察会となりま
した。今年も、昨年と同じコースをみんな
で歩きました。布留川南流では時間が少し
早すぎたのか、数匹しか観察できませんで
したが、ホタルはあちこちで今年も元気に
光っていました。布留川本流では、今まで
になく多くのホタルが飛び交い、歓声があ
布留川南流でのごみ拾いのようす
がりました。市役所の北側付近は、数年前
とは比較にならないほどたくさんのホタルが見つかり、毎年少しずつ増えてきているように
思われます。また、今年は、中京銀行南側でも見つかり、丹波市小学校前ではたくさんのホ
タルに出会いました。
続いて、６月１６日の日曜日には、布留川に入ってごみ拾いをしました。今回で３回目の
ごみ拾いですが 、今年は地元企業のみなさんの参加もあり 、半日 、みんなで汗を流しました 。
相変わらず川の中にはごみが捨てられています。空き缶は少し少なくなったようです。魚や
オタマジャクシ、ザリガニ、ハグロトンボなどたくさんの生き物にも出会いました。

－４－

天理環境フォーラム２００２

平成１４年２月１７日の日曜日、天理市民会館を会場に「天理環境フォーラム2002」が、
環境市民ネットワーク天理、リサイクルクラブ天理、天理大学おやさと研究所の主催、天理
市教育委員会、天理看護学院の後援によって開催されました。
「地球交響曲」の上映は、今回で
３回目となります。今回は、昨年の
秋に完成して間もない第四番が上映
され、当日は約７００名もの多くの
入場者がありました。龍村仁監督に
よるドキュメンタリー映画「地球交
響曲」は、毎回違った切り口で、民
族や国家といった枠を越え、地球と
いう大きな視点から、生きていくこ
との意味や自然の偉大さなどを私た
ち一人ひとりに語りかけてくれます。
今回第四番を視聴されたみなさん、
いかがでしたでしか。
「地球交響曲第四番」映画会 ～市民会館～
映画上映の後、今回はシンポジウムも行われました 。「地球交響曲を奏でる人たち」とい
うテーマで、パネラーには「地球交響曲」の龍村仁監督、大阪大学名誉教授の加地伸行氏、
コーディネーターは天理大学おやさ
と研究所長の井上昭夫教授によって
講演とディスカッションが行われま
した。
シンポジウムの舞台は、天理教営
繕部のみなさんによって、ハチクや
ヤブツバキなどがステージいっぱい
にあしらわれたすばらしいものでし
た。シンポジウムが始まって緞帳が
上がると、会場から「わぁっ」とい
うどよめきが起こりました。
龍 村監督 からは 、映 画の作成 だけ
でなく、監督の今までの生き様が語
シンポジウム「地球交響曲を奏でる人たち」
られ、監督が身近な存在に感じられ
る講演でした。加地氏からは、人生や人としての生き方など、哲学的な深い味わいのある話
が、わかりやすく聞けました。特に、会場
とのやりとりでは、笑い声が上がるなど盛
り上がりました。もう少し時間をかけて話
が聞きたかったという感想が多く寄せられ
ました。
シンポジウムの後、龍村監督のサイン会
も行われました。参加者それぞれに多くの
出会いやふれあいができた充実した一日と
なりました。
龍村仁監督のサイン会
－５－

