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　環境省は昨年、「生物多様性基本法」を公布・施行しました。

これは持続可能で予防的な取組の明記と地方戦略の策定義務付け

や民意の反映などを明記した、極めて画期的な法律です。折しも、

地元愛知県では、２０１０年の「第１０回生物多様性条約締約国会議」

（ＣＯＰ１０）開催決定に伴い、環境関連イベントが目白押しで、

上記基本法の愛知県版である「あいち自然環境保全戦略」が、私

達研究者や自治体、ＮＰＯ、経済・農林業関連組織などが検討委

員として加わり策定されようとしています。今まさに大きなうね

りを伴って、自然環境保全の大合唱が起こっています。

　大切なことは、生息する生物の多くの情報を捉え、生物と環境

との相互作用を解明する事が基本であるということです。一連の

動きは、その現場での調査の重要性を一層際だたせているのです。

　当研究所では、一貫して矢作川と流域の生物などに目を向け調

査・研究をして参りました。矢作川の水を利用している施設の死

活問題となりうる特定外来生物カワヒバリガイは、秋に殻の長さ

の分布が稚貝と成貝の二山型となり、成貝の死滅に植物プランク

トン量が関わっている事が示唆されました（白金研究員）。友釣

りによるアユの釣果は矢作川の上中流で異なり、水温の違いが一

つの原因ではないかと注目されました（山本研究員）。そのアユ

の餌となる藻類は、支流合流地点で量が多く質も異なる事が明ら

かになりました（内田研究員）。これらの事象は、病む矢作川の

残念な一面であるといえましょう。

　河畔に発達したケヤキ林は矢作ダム上下流とも高木のみで構成

され、ケヤキ林としての再生が困難な現状であることがわかりま

した（洲崎研究員）。その河畔林を生息場所の一つとするオオム

ラサキは、河川沿いに記録地が多く、その生息には矢作川の影響

が大きいことが推察されました（間野）。現在を基に未来を語る

には、過去の実体を踏まえる必要があります。矢作川流域住民の

かつての生活ぶりの聞き取りや、水を利用してきた枝下用水１２０

年史編纂に向けての目録作成を実施し（逵研究員）、書き残され

た資料の発掘と住民の生活視点からの環境変化にも目を向けてい

ます。

　研究所は「矢作川森の健康診断」や矢作川「川会議」など、関

連諸団体との連携事業の実施や事務局をつとめています。今年度

の矢作川「川会議」では２５０名の方に、また研究所シンポジウム

（８ページ参照）では１８４名の方にそれぞれご参加いただきました。

講師派遣(「矢作川学校」等)や、市・県・国の各種委員としても

活動しました。その活動範囲は河川はもとより、農林・水産・環

境・建設・教育分野などにわたっています。これからも流域住民

の方と協力しながら、研究活動や情報の公開を通じて矢作川の自

然環境をよりよいものとしていくことに貢献できればと願ってお

ります。　　　　　　　　　　　　　　（間野隆裕、総括研究員）

平成20年度・研究所の活動



ころに多く、しかもいずれも川沿いであることがわか

ります。餌であるエノキは有用樹種でないため山では

切られる事が多く、河畔などの明るいところで早く成

長します。今回の結果は、河畔林の中で目立つエノキ

を優先的に調査したこともありますが、その河畔林と

して残っているエノキが重要な発生源になっている事

を物語っています。その上、河畔林としてみられるヤ

ナギやブナ科植物からは、成虫の餌となる樹液が出る

事も関係しているのでしょう。図３からはまた、豊田

市都心部付近には目立つ林がないにもかかわらず、そ

の矢作川沿いにだけ記録されていることがわかります。

上記のような理由から、矢作川がオオムラサキの生息

のカギを握っていると考えられます。言いかえれば、

オオムラサキは矢作川沿いに分布を広げているといっ

ても良いでしょう。

　越冬幼虫はエノキの樹幹付近の枯葉の裏に多いこと

もわかりました（図４）。そのため、枯葉を掃除して

片づけると、そこでじっとして冬越ししている幼虫を

根絶することになります。オオムラサキにとっては冬

の枯葉も重要な意味を持つのです。エノキや樹液を出

す木、そしてその枯葉とが、オオムラサキと密接なつ

ながりがあって、初めてオオムラサキは生かされるの

です。そこに存在する生き物同士のつながりのある自

然を、どうしたら保全できるのでしょうか？　それは

人間の視点ではなく、そこに暮らす生き物の視点にた

って考えなくてはいけないという、一つの糸口がここ

からも見えてきます。 　　（間野隆裕、総括研究員）

○矢作川の河畔林はオオムラサキの重要な発生源です。

○オオムラサキの分布には矢作川が重要な意味を持つと考えられました。

　オオムラサキ（図

１）はタテハチョ

ウ科に属する日本

最大の種で、国蝶

にも指定されてい

るチョウです。そ

して国や県の絶滅

危惧種に指定され

ている稀少種です。

幼虫がエノキの葉を食べ、夏になると成虫が１回だけ

発生し、その夏産まれた卵から孵った幼虫は、冬越し

して翌年の夏に羽化します。幼虫時代に比べ短い成虫

期には、樹液をなめて生活します。幼虫がエノキを食

べ同様な生活をするゴマダラチョウというチョウがい

ますが、オオムラサキと異なり、この付近では成虫が

３回発生し、市内の市街地にも広く分布することがわ

かっています。

　このオオムラ

サキの調査結果

とこれまでの文

献から、愛知県

内の分布状況を

調べてみました

（図２）。この図

からは、県内東

部に広がる丘陵

地から山地にか

けて広く生息している事がわかります。また、旧豊田

市内の記録地点をよく見ると（図３）、林の発達したと

図1 オオムラサキ

図2 オオムラサキの愛知県内の分布状況

図3 オオムラサキの旧豊田市内の分布状況と植生
図4 オオムラサキとゴマダラチョウ幼虫の
越冬場所（延べ58本のエノキを調査）
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オオムラサキが語る矢作川の河畔環境



木層にはアカシデ、イロハモミジ、ウワミズザクラ、

スギなどが見られました。低木で最も多かったのはオ

オバアサガラでした。

・　小渡（豊田市旭地区・矢作ダム下流）… 高木層

にはケヤキとサイカチが優占し、シラカシとモミが混

交していました。亜高木層ではシラカシ、低木層では

ヤブツバキが最も多くなっていました。屋敷林として

利用されていたことがわかっています。

　図２に各調査地の樹高の分布を示しました。いずれ

の地点でも、上層に優占するケヤキの若木を確認する

ことはできませんでした。１.３ⅿ未満の個体について

も同様でした。これは３地点のみの調査結果ですが、

ダムの上・下流を問わず、ケヤキ林は現在の上層木が

倒れたり枯死したら、再生はきわめて困難である可能

性があります。小渡の調査地ではオシドリやカジカガ

エルなど多数の稀少種が確認されましたが、これらの

種の多くが発達した落葉広葉樹林の環境を利用してい

るため、高木となるケヤキの林として維持されること

が望まれます。今後もケヤキ林の成立過程と再生につ

いての調査を続けていきたいと思っています。

（洲崎燈子、主任研究員）

○矢作ダムの上流と下流の３地点でケヤキ高木林のサイズ構造を調べたところ、いずれの林でもケヤキをはじ

　め上層に多い落葉樹の若木を確認することができませんでした。

○ケヤキ林は矢作ダムの上・下流を問わず、現在の上層木が倒れたり枯死したら、再生するのは難しいと考え

　られました。

　幅の広い川の氾濫原に分布している林、河畔林は、

護岸や水質浄化の役割を果たすとともに野生動物の生

息空間、地域の景観資源となっており、保全と適切な

管理を進める必要があります。２００６～２００７年度にか

けて、矢作川上中流（主として新豊田市域）の代表的

な河畔林を選んで陸上動植物の調査を行いましたが、

この時に高さ約２０ⅿに達するケヤキやアベマキの林

が調査地になりました。いずれの林も高木層に多い樹

種の若木を欠いていましたが、これは矢作川中流（豊

田市中心部付近）で見られたような、ダムによる攪乱

の減少が引き起こした現象（河川敷が攪乱を受けない

ため、若木が定着する立地ができない）である可能性

が考えられました。そこで今年度は、矢作ダムの上下

流の広葉樹高木林数地点に２００㎡の調査枠を設置し、

林木のサイズ構造を調べるため、高さ１.３ⅿ以上の樹

木の幹直径と高さを記録しました。高さ１.３ⅿ未満の

樹木については出現種を確認しました。

　ここでは林の高さ２０ⅿ前後のケヤキ林３地点（図１、

写真参照）の調査結果を報告します。各地点の調査結

果の概要は以下の

通りでした。

・ 三作（恵那市

上矢作町・矢作ダ

ム上流）…高木層

にはケヤキのみが

優占し、亜高木層

はウワミズザクラ、

コブシ、ミズキ等

の落葉広葉樹で構

成されていました。

林内にはヒメウツギ、

アオキの低木が多

く見られました。

・ 大野瀬（豊田

市稲武地区・矢作

ダム上流）… 高

木層にはケヤキの

みが優占し、亜高 図2 各調査地の樹高の分布

河畔のケヤキ林は大人社会？

写真 三作のケヤキ林

図1 調査地の位置
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しず　ら　せ

名称が変更したいま、記憶のあるうちに枝下用水１２０

年史をまとめようと編集に向けての作業が６月より始

まりました。現在はその骨子となる資料編を刊行する

ため、集められた改良区の資料整理、目録の作成を行

っています。

　フィールドワークも始めています。枝下用水建設を

語る上で欠かせない西澤真蔵氏を祀る枝下川神社の終

水式や新嘗祭、また水調整委員のみなさんに同行し瓦

屋禅寺（近江）の西澤氏の墓参りに出かけ、戦後、菩

提寺に顕彰碑ができるまでの話をお聞きしました。

　１１月には市立竹村小学校学芸会の４年生舞台劇「竹

村の夜明け」を見学しました。子どもたちが新池公園

の成り立ちを振り返り、西澤氏の功績を紹介しつつ、

「みんなの力で汗で（用水が）出来た」という台詞に

用水史が書かねばならないことを学びました。

　春の声とともに西澤真蔵氏の追弔会が各地で行われ、

編集作業も本格的に動き出します。地域のみなさんに

ご教示いただき、地域のこれまでとこれからを描く枝

下用水１２０年史となるよう努力したいと思います。ご

協力よろしくお願い致します。

枝下用水史研究会：豊田市平戸橋町波岩８３-１

豊田土地改良区水源管理事務所内

ＴＥＬ・ＦＡＸ  ０５６５－４５－１０３６

　　　　http://blog.goo.ne.jp/shidareyousui

　　　　　　　　　「枝下用水日記」で

　　　　１２０年史完成までの月日を綴っていきます。

（逵　志保、研究員）

○ 矢作ダム上流と下流の川をめぐる暮らしの聞き取り調査を始めています。

○ 枝下用水１２０年史編集に向けて資料整理とフィールドワークを始めています。

　２００８年の春より本研究所に参りました。今年度は

矢作川という新たなフィールドで調査研究を開始する

にあたり、仲間の研究員の調査地やその調査内容を教

えていただきながら、自身の調査地の設定を行い調査

方法を考えながらのウォーミングアップの１年でした。

◆矢作ダム上流と下流の川をめぐる暮らし

　矢作川河畔林整備基礎調査事業の一環で、自然環

境の変化とともに起こる人々の暮らしぶりの変化を

聞き取り調査から見出していくため、調査地を矢作

ダムの上流に位置する押山町日向、そしてダム直下の

閑羅瀬に設定し、地域の方から聞き取り調査を始めま

した。

　押山町日向では１９２３（大正１２）年生まれのＳさん

から話を伺っています。嫁いだ家は上村川と名倉川の

合流地点にほど近いところ、近隣の3軒は洗濯物をす

すぐのに「川」を使っていたといいます。川の名称は

使いません。飲食用に使うのは１０数メートル先の清水。

朝・夕2度3度と両手にバケツを持ち水瓶に運ぶ作業を

繰り返したと言います。そのため風呂は２日おき、「も

らい風呂」「かえし風呂」がありました。

　水瓶は今も自宅の倉に保管しているとのことで拝見

するとその瓶がなんとも小さいことに気づきました。

蛇口をひねれば止まることなく出てくる水とは使いか

たも有難みも全く違うことを学んでいます。

◆枝下用水１２０年史編集に向けて

　枝下用水土地改良区が豊田土地改良区として合併、

河畔林整備基礎調査／枝下用水120年史編集作業

当時使っていた瓶は現在も蔵に大切にしまってあります 水源管理事務所下の枝下用水。四季折々の自然を楽しむことができます



○天然アユ調査会は、上流の小渡、笹戸地区に範囲を広げて友釣りによる調査を実施しました。

○上流の２地点では解禁前の早期によく釣れたのに対し、中下流では初期は著しい不漁が続き８月以降に釣果

　が上昇する傾向がみられました。

○友釣りの釣れ具合には多くの要因が絡んでいると考えられますが、この差を手がかりに比較を行い、アユ釣

　りの不漁の一端を探ります。

上流と中流でのアユの釣れ具合の違い
～解禁前によく釣れた上流と8月以降に好調な中流～

図3  6月～9月の水温変化

　２００８年の天然アユ調査会による成長調査（友釣り

による釣果、成長、天然・人工の判別等の調査）は、

昨年豊漁であった上流の小渡、笹戸地区に範囲を広げ、

２週間に1回の頻度で６月から９月まで実施しました。

また矢作川漁業協同組合が５月に２回実施した解禁前

の試し釣りの結果も活用させていただきました。全部

で８カ所で実施した調査のうち、ここでは小渡（小渡

ヤナ前、河口より約７０km上流）、笹戸（笹戸橋下流、

同約６５km）、西広瀬（広梅橋下流、同約５０km）、古鼡

（古鼡水辺公園、同

約４４km）の４カ所

での結果を中心に紹

介します（図１）。

４地点の釣果は時期

の間で大きく変化し、

その変化のパターン

は２つに分けられま

した（図２）。すな

わち上流の２地点で

は解禁前の早期に目

立って好調だったのが６月以降に急減しその後あまり

多くない釣果で推移したのに対し、中下流では初期は

著しい不漁が続いたものの８月以降に釣果が上がりま

した。シーズン全体を通算すると釣れたアユの数は過

去４年間で最も少なかったですが、逆にサイズは過去

４年で最大となっていました。シーズン後半ほど釣果

が良くなる傾向はこれまでもみられていましたが、今

回はじめて実施した上流ではそのようなパターンが見

られなかったこと、また下流では解禁前の５月にも不

漁であったことなど新しい知見が得られました。これ

らの釣果の差と環境条件との関係はまだ解析途中です

が、水温に関しこの４カ所で６月下旬より９月末まで

連続観測した値をみる限り、上流ほど低い傾向が明瞭

にみられました（図３）。今後は釣果の違いが見られ

た要因を多面的にさぐることで、アユの不漁の原因の

一端を解きほぐせないか注視していきます。

（山本敏哉、研究員）

図1 調査地点

図2 アユの釣果の季節変化 解禁まもない広瀬
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藻類量は多く、同程度の値でした。これらの地点では

いずれもビロード藍藻（Homoeothrix　janthina・アユ

の餌としてごく一般的な藻）が優占していました。一

方、阿摺ダム下流の藻類量は著しく少なく、構成種も

他の地点と大きく異なっていました。

　阿摺ダム下流の本流の川底で、スギゴケ類（専門的

には蘚類）が沢山生えていました（写真ａ、ｂ参照）。

地元の方のお話では、阿摺ダムの下流は、かつてよい

アユの釣り場（地元では『そじば』と呼ばれている）

でしたが、１０年ぐらい前からアユはめっきり釣れな

くなったそうです。現在の若者が街に出ると帰ってこ

ないのと同様に、遡上してきたアユまで下流に降って

しまうと嘆いておられました。実際に、阿摺ダム下流

の石を観察すると、スギゴケ類の多い石にはアユが好

きだとされている微細な藻類はとても少ないことがわ

かりました。

　今後はアユの釣果、アユの生息密度さらにはアユの

味も藻類データに重ね合わせ、アユの餌として良質な

藻類およびその量について研究を深めて行く予定です。

（内田朝子、研究員）

○支流から流れ込む石や土砂が本流の川底の付着藻類に与える影響に着目しました。

○ダム下流のスギゴケ類が卓越する場所では、アユの餌は少ないことがわかりました。

　矢作川本流の中流域では、カワシオグサやカワヒバ

リガイといった川底の石に付着する生物が繁茂し、「く

っつき病」に罹っていると表現しました。くっつき病の

一つの要因として、川底が過度に安定していることがあ

げられます。本流では複数のダムや堰によって上流から

本来流されてくる石ころが堰き止められています。そこ

で、支流から運ばれてくる石や土砂が本流に流れ込む場

所では、川底が不安定になっていると推測されます。そ

のような場所は、くっつき病の生物は少なく、替わりに

成長の速い微細な藻類が常に更新され、アユの餌として

は新鮮な藻が繁茂しているのではないかと考えました。

　今年度は、月に一度の頻度で支流から流れ込む石や

土砂の量を参考にし＊、明智川や阿妻川の土砂の影響

が考えられる場所である笹戸や犬伏川や飯野川が合流

する前（阿摺ダム下流）と合流後地点（図１）の川底

の付着藻類を分析・比較し、アユの餌の量や質に違い

が見られないかどうか調査をしました。

　各調査地の瀬で３個の石を採取し、各石の上面から５

cm×５cm面積分の付着物を歯ブラシでこそげ落として

採集しました。それを顕微鏡で観察し、出現した藻類の

種類と数を計数し、藻類の量を比較しました（図２）。

次にアユの餌の質をみるために各地点の藻類構成を比較

しました（図３）。ここでは、８月の結果を紹介します。

　笹戸、犬伏川合流後および飯野川合流後の地点では、

アユの餌となる藻類の質と量

写真b 笹戸：ビロード藍藻
のついた石（採集面積分5cm
×5cmの付着藻類を残した
状態。採集部分外の付着物
はブラシで磨き落とした）

図1 調査位置

図2 各調査地における藻類の量

各地点とも３試料を分析し、試料毎に藻類の割合を示した
■緑藻　■珪藻　■紅藻　
■その他藍藻　■ビロード藍藻

図3 藻類の構成種の割合

笹　戸 阿摺ダム下流 犬伏川合流後 飯野川合流後
100％

0％

25％

50％

75％

1 2 3

100％

0％

25％

50％

75％

1 2 3

100％

0％

25％

50％

75％

1 2 3

100％

0％

25％

50％

75％

1 2 3

写真a 阿摺ダム下流：
スギゴケ類の生えた石

＊参考文献
中村剛・内田臣一（２００３）矢作川上・中流域における礫の移動．
　愛知工業大学研究報告第３８号Ｂ：１２７-１３４．
建設省中部地方整備局豊橋工事事務所（１９６１）矢作川河道計画
　調査報告書：２４２pp．

いぬぶせ

あ ずり
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○ 矢作川におけるカワヒバリガイの大量発生・大量死の謎を解くため、カワヒバリガイの成長と餌資源の関係

　を調べています。

○ カワヒバリガイは６月から10月まで月に２㎜前後成長しましたが、その後12月までは大きさがほとんど変わ

　らず、その一因として餌不足が考えられました。

外来生物カワヒバリガイの大量発生と大量死の謎を追って

＊カワヒバリガイの生態、矢作川でのこれまでの動向についてはRio No. 80/81，86，90，93，
　94，117をご参照下さい。

図2 カワヒバリガイの殻長分布（2008年）

図1 矢作川中流（古鼡、河口から約44km）における
　   カワヒバリガイの出現量の変化石の裏に付着したカワヒバリガイ
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1000
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　カワヒバリガイが２００４年に矢

作川で発見されて以降、研究所で

は愛知工業大学の内田臣一准教授

の研究室と共同で、川底の石に付

着している稚貝や成貝、浮遊して

いる幼生について、分布域や密度

の調査を続けています＊。矢作川

では１９９０年代に侵入が確認され

た木曽三川や琵琶湖淀川水系と比

べ、カワヒバリガイの分布域がよ

り上流へ広がっており、密度も非常に高くなりました。これらの要因として、

中流域に設置されている連続するダムから植物プランクトンが供給され、カ

ワヒバリガイに豊富な餌資源を提供しているのではないかと考えられました。

加えて、カワヒバリガイの密度が年によって大きく変動すること（図１）、

大量死の際、寿命を迎えたと思われる成貝だけでなく、１０㎜弱の稚貝も死

んでいたことなどから、カワヒバリガイの成長には河川を流れる懸濁物の組

成や量が関係しており、特にダム湖における植物プランクトンの発生の有無

がカワヒバリガイの生死に大きな影響を与えているのではないかと推測され

ました。そこで今年度より、カワヒバリガイの成長と河川懸濁物の組成・量

について季節および経年変化を調べ、矢作川中流（古鼡、河口から約４４㎞）

におけるカワヒバリガイの大量発生、大量死の謎を解くカギを探っています。

　カワヒバリガイの成長を調べるため、２００８年６月から毎月カワヒバリガ

イを採集し、その殻の長さ（殻長）を測ったところ（図２）、６月には２００７

年産まれの殻長７mm前後の貝を中心に、大きく一山の分布をしており、７月、

８月にかけて月に約２mmの速度で成長しました。９月には２００８年夏産まれ

の２mm前後の稚貝と、２００７年産まれの１３mm前後の二山の分布となりました。

その後、１０月まで成長が見られましたが、１０月から１２月までの間は貝の大

きさに変化は無く、貝は成長していない、もしくは大きな貝が死滅したと考

えられました。

　餌資源として河川を流れる植物プランクトンの量を把握するため、その指

標となる河川水のクロロフィルa量を測定したところ、６月から９月までは

時折２～８μg/lの値が見られ、植物プランクトンが流れていたことが推測さ

れました。しかし、１０月から１２月にかけては常に１μg/l以下で、植物プラ

ンクトンはほとんど流れていませんでした。この期間、カワヒバリガイの大

きさが変化しなかった要因の一つとして、餌不足が考えられました。今後も

カワヒバリガイの成長と餌資源の関係を調べ、カワヒバリガイの大量発生を

食い止めるための提案ができればと思います。　　　（白金 晶子、研究員）

　

けんだく



再生紙を使用しています

表紙の写真：上（ネコヤナギ 2003.3.14）、中（百々貯木場跡）、下（モンシロチョウ 2006.3.28）

後記
　毎年３月号は研究所の成果報告となります。始まったばかりの調査や何年か同じテーマで視点を変えて取り組
んだものなどを読みやすいよう１ページずつにまとめました。自然環境が相手の研究は１年で解明できることは
わずかなのですが、課題の照準を見定めて着実にゴールに向かって進んでいきたいと思います。（山）

　今年度の研究所シンポジウムは１月３１日（金）、

豊田産業文化センターにおいて「まもりたい矢作

川の河畔林 ─知られざる生き物たちのメッセー

ジ─」をテーマとして開催されました。２００６～

０７年度の矢作川上中流の生物調査結果を発表し、

新市域を中心とした矢作川の河畔林の自然特性と

野生生物保全の根拠、今後の望ましい管理のあり

方を考えました。

　基調報告ではまず豊田市自然観察の森所長・日

本野鳥の会の大畑孝二氏から、鳥類調査の結果と

して稀少種１３種（サシバ、ヤマセミなど）を含

む７２種が確認されたこと、中でも特に矢作川を

特徴付ける稀少種と判断されたオシドリの季節ご

との増減および生息に必要な環境（河川内の倒木

やナラ、カシの林など）が報告されました。続い

て愛知学泉大学の矢部隆教授から哺乳類と両生類、

爬虫類の調査結果として、稀少種６種（ハタネズ

ミ、カジカガエルなど）を含む多様な陸上四足生

物が確認されたこと、それらのうち数種にとって

水辺と森林が接する河畔林という環境が重要なこ

と、一方でアライグマなど特定外来生物が上流

域まで分布を拡大していることへの懸念が示さ

れました。最後に矢作川研究所の洲崎研究員よ

り植生調査の結果として、稀少種シデコブシの

林やケヤキ、アベマキ等の高木林の構造、河川

敷で竹林や広葉樹林の拡大が進んでいることが紹

介されました。

　愛知県環境部の酒井祥亘氏に愛知県生物多様性

キャラバンセミナーを行って頂いた後、矢部教授

をコーディネーターとしてパネルディスカッショ

ンが行われました。パネラーの近自然工法研究会

会長の本守眞人氏からは、治水と環境保全の両立

をめざした河畔林づくりの実践についての紹介が

ありました。小渡区長の鵜居利行氏からは地元で

行っている竹林整備活動のようすと昔の川辺の姿

についてのお話がありました。また矢作川研究所

の間野研究員からは、昆虫調査の結果概要（２,２６２

種が確認されたことと河畔のエノキを利用した国

蝶オオムラサキの分布拡大）についての報告があ

りました。豊田市河川課による河畔林整備ワーク

ショップや漁協森林塾の活動の紹介もあり、活発

な議論と意見交換が行われ、最後は「治水か、環

境か、親水か」ではなく「治水も、環境も、親水

も」というポリシーで、生物や川利用の調査結果

を踏まえ、生息する在来生物のすみかを守り、景

観的にも良好な、人に愛される川づくりをめざそ

うという提案で締めくくられました。

第14回 豊田市矢作川研究所シンポジウムが開催されました

パネラーの皆さんコーディネーターの矢部教授




