
あけましておめでとうございます

　輝かしき新春を迎え、皆々様のご清栄とご多幸を心からお祈り

申し上げます。本年も所員一同協力して、矢作川を取り巻く諸課

題に積極的に取り組んでまいりますので、どうぞよろしくお願い

申し上げます。

　ところで、皆様は棚田百選という言葉をご存知でしょうか。現

在、滝百選、名水百選、日本の里百選、かおり風景１００選など何々

百選というものが数多くあります。私は１０年程前から百選を目

指し全国の棚田を回っています。これは今後日本の「農」はどう

なっていくのか、「食」の安全とどう関わっているのか研究する

ための旅ではありません。趣味であって、強いていえば、幾重に

も重なった雲形定規の田んぼの風景に先祖の暮らしがつながるな

つかしさ、そして心を奮い立たせる先人の並々ならぬ努力の成果

を読み取り、共感を覚えるからです。

　畦塗りを終え貴重な水が一面に張られた田植え時期や青々とし

た葉が風に波打っている夏、黄金色に実った稲穂が揺れ始め、真

っ赤な彼岸花が畦を飾る頃など、色も楽しめます。棚田はそうし

た美しい景観を提供するのみならず、洪水防止、水源の涵養、生

態系保全などさまざまな機能を持っています。森林・水田・河川

など複合的な土地利用が見られる棚田地域では、多様な生物相が

保全されているのです。

　また、棚田は「農民労働の記念碑」ともいわれています。造成、

特に石積みに執念を注いだ先人と、現在も不利な条件のもとで多

くの労力を費やして耕しつづける農民達の一大作品です。

　今年は、１０月１８日から１０月２９日まで名古屋市で生物多様性条

約第１０回締約国会議（ＣＯＰ１０）が開催されます。生物の多様性

に関するこの条約は、リオ・デ・ジャネイロの地球サミットで気
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交流事業、５地域代表が集まって話し合った幹事会、

農家力アップ、連帯力アップをめざした研修会、ホー

ムページや通信による情報発信、都市部住民を農山村

の仲間にする「山里学校」…ほぼどれもが毎月開催さ

れた。豊田市農山村部５地域を横断するネットワーク

の絆と信頼感は確実に高まっている。

　農山村をめぐっては森林分野で早い動きがあった。

「矢作川水系森林ボランティア協議会」「矢作川森の

健康診断」「とよた森林学校」。最近では山主住民自

身が立ち上がり、山の境界確定など自ら行動する「森

づくり会議」「森林の団地化*」が進行中である。本

格的な営みである。この森林分野に続き、２００９年に

は農山村部そのもので「とよた都市農山村交流ネット

ワーク」以外に「同時多発的」な動きが展開され始め

候変動枠組条約（地球温暖化対策）とともに採択され

た条約であります。この生物多様性の保全については

最近、一般の関心を集めるようになりました。このこ

とは、研究所としては歓迎すべきことであります。今

回のＣＯＰ１０では、議長国日本は人と自然が共生する

モデルとして「里山」を打ち出しています。

　この自然との共生という言葉が流行して久しいです

が、この言葉は俗耳には快く響くものです。だから政

治家・行政は好んで使用します。行政の総合計画やイ

メージ・スローガンには頻繁に使用されています。

　そもそも、里山は人間が自然に対して干渉した結果

生まれたもので、棚田も立派な里山です。里山を水田

や畑を含む人間の生活の場と、それを支える周辺の森

林とが一体化したものと捉えてみると、人間の自然へ

の働きかけが極めて重要となってきます。しかしその

一方、自然界では競争や共生など生物同士の自然な相

互関係により、自由に進化・絶滅していくダイナミズ

ムが確保されてこそ、多様性の保全につながる重要な

一面があります。

　人間が自然をコントロールしないで、“人間も自然

の中の一部である、自然の一部に生かしてもらってい

る”という感覚でそっと手を貸すことによって自然と

共生ができ、同時に自然の慧知からも学ぶことができ

ます。

　今年はどんな棚田との出会いがあるか、期待と興奮

を感じている新年です。今年も、自然派で頑張りたい

と思います。

（しばた　かずみ、豊田市矢作川研究所 所長）

　時代が動いている。政権交代のことではない。一昨

年暮れからの豊田市の農山村での新しい動きに私は時

代が動き出していることを感じている。

　２００８年１２月１０日、とよた都市農山村交流ネットワー

クの結成総会がひらかれた（写真１）。参加した８０人

の中心になったのは、志の高い「田舎」の人々であっ

た。３年間、２泊３日で小学校５年生の農山村体験を

受け入れてきた小原・旭・稲武・足助・下山の農山村

５地域の有志の面々である。自らが暮らす農山村をと

ても愛し誇りとしている。だからこそ農山村の過疎化

には心痛めている。そんな有志の面々が、力を合わせ

よう、自分たちでやれることはやっていこうと動き出

した。セカンドスクールなどいままで行政が段取りし

ていたものを自分たちでやり通した。都市と農山村の

写真1　とよた都市農山村交流ネットワーク結成総会 写真2　「日本再発進！若者よ田舎をめざそうプロジェクト」の若者たち
（豊田市役所旭支所提供）
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写真3　千年ゼミ

多和田篤嗣

た。「豊森なりわい塾」では厳選された３０人の若者

たちが農山村で生業を営むすべを模索し、５月から豊

田市で勉強をすすめている。２年後には農山村で起業

することが期待されている。「日本再発進！若者よ田

舎をめざそうプロジェクト」では日本初、１０人の若

者が一気に旭地区へ転居し就農した（写真２）。農山

村振興と農業ビジネスと若者の定住という３年間の試

みが９月からはじまった。とても野心的な試みである。

「里山耕」は昨年から足助地区新盛町で農業や山仕事

の講座を開催してきているが、今年になりエコエネル

ギー講座や里山デザイン講座も加わり持続可能な「あ

たらしい田舎暮らし」モデルを模索している。名古屋

大学大学院環境学研究科の高野雅夫氏がコーディネー

トして足助地区で毎月開催する「千年ゼミ」は４月か

らはじまった（写真３）。参加者は里山関連の自由テー

マで嬉々としてディスカッションする。２０名が３０名に

増え、最近は４０名を越える盛況ぶりである。特別な

宣伝はいっさいしていない。口コミで集まったその３

分の２が女性を中心とする若者たちである。

　市民の「農山村へのシフト」が始まった。「農山村

へのシフト」とは、都市住民が農山村に移住したり、

山林や田畑にかかわったりという「交流居住」ばかり

でなく、もっと広く深い概念として、政策や施策、思

想や価値観、ライフスタイルそのものも農山村を基軸

に「変える・移す・置き換える」、都市や都市住民が

変わるだけでなく農山村や農山村住民自身も変わると

いうこと、持続可能な社会やあり方に移っていくとい

う意味。都市を基軸にしていた社会は、その問題点や

行き詰まりを指摘されながらも存続し発展した。しか

し、それがピークに達し、今、時代というスタンスで

全面転換されはじめているのではないだろうか。

　今必要なのは、一人ひとりが農山村でやってみたい

こと、自らの願いの実現を最大の動機として学び、行

動すること。できれば、私たちが時代的な追い風を感

じ、形にしていくこと。そのことに喜びを感じる人と

連帯し、さらにその喜びを深め広めること。それを支

援し励ます全市的なネットワークを創り上げていくこと。

　３月１４日（日）１０時から足助交流館で「農山村への

シフト　今・未来」をテーマとしたシンポジウムを予

定している。農山村に新しい風がふいていることに共

感してもらいたい。

（やまもと　しげひさ、

　ＮＰＯ法人 都市と農山村交流スローライフセンター・

　　　　　とよた都市農山村交流ネットワーク 代表）

*団地化…伐出を効率化するため山主の異なる隣接した森林   
  をとりまとめること

◆山村活性化事業「里山耕」とは

　新盛里山耕流塾は、平成１７年４月に合併した新豊

田市の過疎対策のモデル事業として、豊田市新盛町で

展開している山村活性化事業「里山耕」の交流事業で

す。「里山耕」は、都市住民と里山住民が交流しなが

ら共同作業で荒廃した里山を再生し、地域資源を活用

して「エコでおしゃれな里山暮らし」ができる都市住

民が羨ましいと感じる地域をつくり、そこに地域づく

りに関わる新たな入居者を受け入れ、地域と行政が共

働で２１世紀の里山のモデルとなる持続可能な地域づ

くりを目指しています。

◆参加者に達成感と感動を

　「作業は大変だったけど、やり終えたらとても気持

ちいい。」

　「大勢で作業を行うと大変なこともできるというこ

とに感動した。」

　「いい汗をかいた。一体感があって良かった。」

　これは、新盛里山耕流塾「そばづくりコース」の受

講生による反省会のときの感想です。当日の講座の内

容は、２０人の受講生が７月の猛暑の中、人の背丈ほ

どある草が生い茂る荒れ果てた田（約１,５００㎡）、いわ

ゆる耕作放棄地の草を刈り、耕起してそば畑に再生す

住民でつくる“里山再生テーマパーク”



　地域の里山再生は、大きな夢を描くことも大切です

が、まず、自分たちができることから始め、地元住民

だけでなく、都市住民など関心のある方も巻き込んで

みんなで楽しく活動を続けることが重要です。続ける

ことで成果が見えてきますし、成果が見えてくると次

のステップにチャレンジする意欲がわいてきます。そ

して、美しくなった自分たちの地域に自信と誇りを持

ち、自分の地域の魅力を子どもや訪れた都市住民に語

れるようになることが、この地域の魅力につながり、

その魅力に導かれて新たな住民が増えていきます。

　行政の役割は、自立した活動を行うための経済的な

支援、活動の成果の情報発信、地元住民と都市住民と

を結ぶ仕掛けづくりだと思っています。

　今後も炭焼き窯づくりなどの里山の資源を活用した

講座を行ったり、名古屋大学と連携した活動や専門家

による「里山デザインコース」を開耕し、「森のデザ

イン講座」で地域の森林整備や森林資源の活用につい

て議論するなど、里山再生への取り組みは続きます。

（たわだ　あつし、豊田市役所足助支所）

るまでの作業を行いました。重労働で危険の伴う作業

でしたが、美しいそば畑に変わり、どの受講者も達成

感と感動を味わいました。後日そばの種を蒔き、そば

の実を収穫し、年末にはそば打ちとそばの試食を楽し

みにしています。

◆新盛里山耕流塾実行委員会の取り組み

　平成２０年度に地元住民を中心に新盛里山耕流塾実

行委員会を設立し、新盛里山耕流塾がスタートしまし

た。講座は、冒頭の「そばづくりコース」の他に田起

しから田植え、田の草刈り、稲刈り、脱穀、試食まで

を行う「米づくりコース」（写真１）と畑作業で収穫

した作物の調理、加工、試食までを合わせて１年を通

した里山の暮らしを体験する「旬栽食」（写真２）を

開催し、地元住民が講師となり、受講生が、地域の田

畑で作業を行っています。

　また、講座のほかには、地元住民の手で耕作放棄地

を市民農園に整備し、「もりの里☆市民農園」として

田を７区画と畑を１５区画開設し、地元住民が教えな

がら都市住民が耕作し、収穫の喜びを味わっています。

◆目に見える変化がモチベーションを高める

　講座などで都市住民が訪れることで、地元では美し

い里山にしようという意識がさらに高まり、耕作が再

開されるようになりました。平成２０年度には耕作さ

れている農地は地域の農地の２割程度でしたが、平成

２１年度には６割が耕作されるようになりました（写

真３）。また森林については、平成２０年度は健全な

森林が地域の森林の１割程度でしたが、間伐やきのこ

の菌打ちなどを行う「山遊びコース」を行ったり、豊

田市の森林施策の森づくり会議という制度を活用して、

地元の方が自発的に間伐を行い、平成２１年度には健

全な森林が３割程度になりました。

写真1　米づくりコース 写真2　旬栽食

写真3　耕作が再開された農地



海上の森のムササビ

　「ムササビ」と聞いて、皆さんは何を連想するでしょ

うか？

　「空を飛ぶ動物」。「モモンガ」。はたまた「忍者ハッ

トリくん」の「ムササビの術」なんかを思い出す人も

いるかもしれませんね。いずれにせよ、「ムササビ」

というとイコール「空を飛ぶ」というイメージを持た

れる方が多いと思います。

　ムササビはリスの仲間です。大きさは頭から尾の付

け根までで３０～４０cm、それと同じぐらいの長さのフ

サフサとした長い尾が特徴です。ほぼ完全な夜行性で、

また、ほぼ完全な樹上性。顔は丸顔にドングリ眼、ダ

ンゴ鼻という、たいへん愛嬌のある顔をしています。

よくモモンガと混同されますが、ムササビとモモンガ

は、大きさも体色もまったく違う動物です（ムササビ

の方がずっと大きい）。巣としては、木のウロ（木に

開いた穴）を主に使いますが、樹上に木の枝を編んだ

ボール状の巣を作ることもあります。

　そして、何といっても、最大の特徴は「飛ぶ」とい

うこと。しかし、ムササビの場合、鳥のように大空を

羽ばたく…というわけにはいきません。木から木へと

グライダーのように「滑空」することしかできないの

です。ムササビの身体には、首の付け根から前足、前

足から後足、後足から尾の付け根の間に「皮膜」と呼

ばれる膜がついており、滑空するときは、この膜を目

いっぱい広げて、空気抵抗を利用して身体を浮かせる

のです。ただし、上記したように、鳥のように上空に

羽ばたくことができませんから、着地（木）点は飛び

出した位置よりも低くなります。通常は１０～４０m程

度の飛行距離ですが、なかには１６０mという驚きの記

録もあるそうです。

　そんなムササビを、多くの人はなかなか目にするこ

とのできない、深山に棲むとても珍しい動物と思われ

ているかもしれませんが、はたしてそうでしょうか？

　２００５年、あの愛・地球博が開催されました。その

会場の１つ、瀬戸会場の愛知県館の建物のなかに、な

んとムササビが棲みついたのです。筆者はその海上の

森で、今から１０年ほど前までムササビの調査を行っ

ていましたが、この『できたての愛知県館のなかにム

ササビが棲みついた』というニュースには本当に驚き

ました。瀬戸会場の周辺には「海上の森」と呼ばれる

雑木林が広がっています。海上の森は近隣の住宅地か

らも、歩いてわずか５分たらずの距離にあります。

また、豊田市にある「豊田市自然観察の森」にもムサ

サビが棲んでいますが、ここも道路を隔てた向かい側

は大きな住宅街になっています。

　この海上の森や豊田市自然観察の森のように、ムサ

サビは住宅街の近くにも棲んでいる意外と身近な動物

なのです。日本人にとって里山がもっと身近であった

時代には、ムササビは人家の屋根裏にも棲みつくよう

な、「おとなりさん」の生きものだったことでしょう。

　しかし、海上の森や豊田市自然観察の森も、ムサ

サビにとっては必ずしも理想的な棲みかではないか

もしれません。これらの雑木林には、ムササビが巣

にするようなウロができる大木が少ないのです。そ

んなウロができるような大木がたくさんある森とい

えば、古くからの神社やお寺の境内に残る「鎮守の森」

です。鎮守の森があって、その周りに季節ごとのエ

サ場となる多種多様な樹木の生える広い雑木林があ

る環境。いわば「昔ながらの村落の里山環境」こそが、

ムササビにとっては本来、理想的な棲みかといえる

でしょう。

　単一の樹木ばかりの人工植林地が増え、鎮守の森と

里山も各所で分断されてしまいました（あまり距離が

開くと、滑空で移動することさえできなくなってしま

います）。また、里山そのものが荒廃してしまった現

在は、ムササビにとっては家も食料も乏しい、とても

棲みづらい時代なのかもしれません。

（とがり　たつや、ＮＰＯ法人藤前干潟を守る会）

戸苅辰弥

ムササビの暮らす里山

かっくう

かいしょ

ひ まく



再生紙を使用しています

ニューズレター『枝下用水日記 ―120年史編集―』を発行しました

▲

　2008年度からスタートしました枝下用水120年史編

集もようやく軌道に乗り、2009年10月26日に第1回

枝下用水史研究会を行いました。テーマを「枝下用水事

件をさぐる」とし、明治35年の枝下用水普通水利組合

設立の前後に起こった様々な事件群を複眼的に検討して

みました。

　これからの編集作業のために、研究会記録をしっかり

とっておこうと始めたテープ起しでしたが、時間が経つ

うちに、もっと多くの方に枝下用水のことを知ってほしい、

私たちもいろんなことを教えていただきたいという思い

が膨らみ、ニューズレター『枝下用水日記 ―120年史

さと暮らしをまもる未来を展望するシンポジウムを開催

します。関心をお持ちの全ての方のご来場をお待ちして

います。

♦講演

　『いのちとくらしを支える生物多様性』

　　涌井史郎（中部大学）

♦対談

　『川に遊び、川の生き物に学ぼう！』

　　中本　賢（俳優）・阿部夏丸（作家）

♦パネルディスカッション

　パネラー：丹羽健司（伊勢・三河湾流域ネットワーク）

　　　　　　新見幾男（矢作川漁業協同組合長・矢作川天

　　　　　　　　　　　然アユ調査会）

　　　　　　大沼淳一（ため池の自然研究会・NPO法人

　　　　　　　　　　「みたけ・500万人の木曽川水ト

　　　　　　　　　　　ラスト」）

　　　　　　浅香智也（三河淡水生物ネットワーク）

　コメンテーター：涌井史郎（中部大学）

　コーディネーター：洲崎燈子（豊田市矢作川研究所）

　＊入場無料、参加申込不要

COP10パートナーシップ事業

編集―』発行とな

りました。これか

ら定期的に発行し

ていこうと思います。

　読んでみようと

興味を持ってくだ

さった方、どうぞ

研究所までお問い

合わせください。

（担当　逵）

平成21年度　豊田市矢作川研究所シンポジウム

テーマ：流域でまもる生命（いのち）の豊かさ

日　時：平成22年1月23日（土）13：00～16：30

場　所：電気文化会館

　　　　〒460-0008　愛知県名古屋市中区栄2-2-5

　　　　Tel. 052-204-1133

　　　　（名古屋市営地下鉄伏見駅4番出口より東へ徒歩約2分）

主　催：豊田市矢作川研究所

　日本では里山に代表される、生活に密着した豊かな自

然が引き継がれ、多様な生物を育んできました。しかし

こうした自然はいま危機に瀕しており、その回復のため

には流域、すなわち山～川～里～海のつながりを意識し

た自然再生を進めていく必要があります。そこで、

2010年に名古屋でCOP10

（生物多様性条約第10回締

約国会議）が開かれるのを契機に、上下

流町村の連携による水源林整備や水質保

全など、住民による環境保全活動の長い

歴史を持つ矢作川流域を中心に、愛知県

における流域を視野に入れた自然保全活

動を紹介し、流域住民の手で生命の豊か

つじ

後記
　2010年最初のRioでは里山の再生に向けた取り組みと、そこにすむ生き物の話題を取り上げました。豊田市で
は2005年の合併後も旧町村部の過疎化に歯止めがかからず、有効な対策も打ち出せていません。活気にあふれ、山
の恵み、田畑の恵み、生き物たちの恵み豊かな里山の再生のための試みに注目し、協力していきたいと思います。（洲）


