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がんばれ！エコ活動 

カッパ調査隊より 

福井県は南北に長い日本のほぼ中央にあるから、森の木の種類も多くておもしろ

いんだって。今回はすべての水の源ともいえる森の力や神秘を感じてみてね。 NPO法人 ドラゴンリバー交流会 編集・お問い 
合わせ先 発行 

福井河川国道事務所 

本誌掲載記事などは、自主取材のほか、原著作権者の許諾を得て掲載しております。いずれも無断転載はできません。 

思い出のモノローグ  
 
 
　この夏、九頭竜川で開かれた「川で遊ぼう」に参加しました。ゴリ釣りや
アユのつかみ捕り、お昼にはつかまえたアユを塩焼きにしたり、バ－べキュ－
と盛りだくさん。今回は初めての体験で間近で見るアユにこどもたちがびっ
くりの大喜びでした。もちろん私たち大人も大変有意義な時間を過ごせまし
た。参加費（大人千円）がこんなに安くていいのかしら？と思いましたが主
婦にとってはうれしい限りです。また是非参加したいです。 

   二児のママ（福井市） 

　小学校3年生の頃、友達と誕生会のあと「川へ遊びに行こう!」と盛り上が
り、はじめて本流の大きな川で遊んだ。深さ20～30cm程度のものだろうと、
なめていたら溺れそうになり「大きな川って怖い!!」と思った。それ以来、
川では遊んでいない‥。　　　　　　　　　　　　　　  みかりん（池田町） 
 
 私の実家周辺にはお盆は川へ入っちゃいけないっていう言い伝えがありま
す。以前、都会から帰省していた一家が、それを知らずに川で遊んでいたら、
浅瀬なのに娘さんが溺れかかって、何とか救助できたものの、「誰かに引っ
張られた」という足には、手の跡がクッキリ…。迷信だなんて笑えない出来
事でした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T（大野市） 
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編 集 後 記  

「大野マス」と「三国マス」 
　私がいつもサクラマスにこだわるのは、九頭竜川が絶対に失ってはいけないも
ののひとつだと思っているからです。九頭竜川のサクラマスは、その歴史をふりか
えると、流域の人々にとっても関わりが深く、共に生きてきた魚であることがわか
ります。 
　明治２７年（１８９４年）の農商務省による『水産事項特別調査』という資料によると、 
九頭竜川の上流から河口・沿岸では、年間約３０数トン（約1万2千尾）というサクラ
マスの漁獲量があったそうです。 
　文化１３年（１８１６年）に書かれた井上翼章の『越前国名蹟考』には、大野で行われ
ていた「ハシリカワ」という漁法が紹介されています。４月から７月にかけて、大きな
岩と岩の間に材木を掛け渡し「魚留堰」を作り、柄の長さ５．４ｍ、直径１．５ｍという
大きな玉網で、滝壺から跳躍するサクラマスをすくい捕るという漁法で、下打波と仏
原の集落では、ほぼ全戸が漁労に従事していたそうです。 

　一方、寛永１５年（１６３８年）に書かれた松江重頼の『毛吹草』には、越前名物の一
つとして「三久邇鱒（ミクニマス）」が上げられており、三国港においてもサクラマス
は重要な産物であったことが伺い知れます。　　 
　海と川とを行き来する魚は数多くありますが、サクラマスほど流域の広範囲に渡り
人々の食生活を豊かにしてきたものはないでしょう。私たちの祖先は、サクラマスの
遡上を待ちわびながら、海と山との繋がりを知り、そして「マス寿司」が登場するハレ
の日の食卓には、「いただきます」と「ごちそうさま」の気持ちが満ちあふれていたに
違いありません。 
　１９９０年に九頭竜川中部漁協が日本で初めてサクラマス釣りの遊漁証を発行し
て以来、九頭竜川は全国の釣り人から「サクラマスの聖地」と呼ばれています。しかし
本当の意味での聖地とは、流域に住む人々が目を向けてこそ成立するものです。 
　「サクラマスのために何ができるのだろう？」そんなことを私はいつも考えています。 
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国土交通省近畿地方整備局 

ドラゴンリバー交流会理事　天谷　菜海 

 
 

 丸岡町長畝 (のうね )小学校のす
ぐ近くに味岡山 (あじおかやま )と
いう里山があります。『味岡山探検隊』
は、長畝小学校ＰＴＡと子どもたち
が中心となって、四季を通して里山
近辺の自然を体感する活動を行って
います。 
 今年の春は、里山に自生する植物
を観察し、寄せ植えを作りました。
里を流れる五味川では、ホタルを発
見！早速、ホタルに詳しい地元の方

に教わりながら、ホタルの観察会を開きました。ホタルが生息する川の自然
環境に興味を持った子どもたちは、夏には、川の調査を実施。調査の後は、
竹を使って水鉄砲を作り、親も子どもも夢中になって遊びました。今後、秋
には、山の落ち葉を集めてベッド作りや、木っ端やどんぐりを使っての工作、
焼き芋パーティ。冬には、周囲に広がる田園の上をかんじきで歩くなどの雪
遊びを計画中です。 
 以前、味岡山は、付近の人が近寄るのを避けて
いたほど荒れ放題となっていたそうです。子ども
たちの遊び場や、大人たちの散策の場になるよう
にと、３年前、地元の有志たちで結成された『遊
味岡 (ゆみおか )クラブ』の方々が、山を登る歩
道作りや植樹、ログハウス風のトイレなどを設置
して、里山公園の整備をしてきました。草刈りや
清掃活動を定期的に行うなど、地元の方の協力も
あって、今では、子どもたちが集まりにぎやかに
なった味岡山。地域に住むそれぞれの世代が、い
ろんな知恵やアイデアを出し合って活動を盛り上
げています。里山を守る気持ちがひとつとなって、
地域の人々のつながりも深まってきているそうです。 

～山あそび・川あそび・たんぼあそびの達人になろう！～ 
味岡山探検隊（丸岡町） 

流域の皆さんの川へのさまざまな 
想いをまとめてみました。 

　平成15年度に完成した公園
は雄大な九頭竜川の流れを目で
耳で感じながら過ごせる空間です。
せせらぎと呼ばれる人工の小川
は浅井戸を掘って九頭竜川の伏
流水を汲み上げ、また川へと戻
るように循環させています。夏
でも水温が15度と、手足がし

びれるほどの冷たさ。子供たちは平気なようで元気に水遊びする姿
がよく見られます。深さも３～４センチと小
さな子供も安心して遊べるのがポイント。時
には小さなカエルも遊びにやってきます。 
　その他にも『せせらぎ』『九頭竜』と２コ－
スあるマレットゴルフ場や野球グラウンド、
芝生広場に多目的広場と施設も充実。広い空
の下、芝生や小川のせせらぎでゆったりとし
た時間が過ごせます。 

五味川でカニも発見！ 

竹の水鉄砲作り 

リレーエッセイ 

　雨を受け止め、地中へと導き、空気をきれいにし、川や海へ
きれいな水を送りだす・・・今回は森、木々の働きに改めて敬
服でした。私たち人間は何をする？反対のことばかり・・・感
謝してせめて守らなければ。　　　　　　　　　（鍋屋　祥代） 

 
　雄島を取材中、なんと“玉虫”に遭遇！　海と森林に
囲まれた美しい景色を凝縮したような色合いにうっとり。
架空の虫かと思っていたので、この出会いは感激でした。 

（谷川　みどり） 

　取材でも私生活でも、山に登る機会が多く、今年の夏は、よく動きよく汗をかきま
した。登るまでは汗だくですが、森の中は涼しくて、クーラーも扇風機も要らず、電
気代の削減に。家に帰り、体重計にのってさらに感激！ここでも削減に成功！？いい
こと尽くしの登山…紅葉の秋＋食欲の秋にも計画中です♪　　　　　（小林 　桂子） 
 
　平家平では、途中アブちゃん攻撃に出会い、カッパ退散!でした。ってことで今回
はカッパの出番がなくて、シクシク‥‥です。森は偉大だなあ～。それに比べてカッ
パは情けない…太極拳でも習いにいくか。 

（カッパ／坂口　よし子） 

駐車場およそ100台 
マレットゴルフ場や野球グラウンド 
などは要予約・有料 
問い合わせ 

永平寺町教育委員会　TEL６１－２００９ 

九頭竜川の流れを感じる広々とした公園 

こどもたちに大人気のせせらぎ 

冷たい井戸水冷たい井戸水 冷たい井戸水 

　　[撮影：長賢治　福井市在住のネイチャーフォトグラファー]
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山崩れや土石流
から家や人を守り、
木や草が育ちや
すい土をつくる 
（土砂災害防止・
土壌保全機能） 

山崩れや土石流
から家や人を守り、
木や草が育ちや
すい土をつくる 
（土砂災害防止・
土壌保全機能） 

お寺や神社、仏像な
どが木材で作られ、
日本の文化をつくる
（文化機能） 

お寺や神社、仏像な
どが木材で作られ、
日本の文化をつくる
（文化機能） 

　山に森林がなかったら、降った雨はすぐに地面に落ちて川へ注ぎ込み、雨
の量が多くなれば、あっというまに水かさが増して洪水になってしまいます。 
山に森林があれば雨水はまず、森林の葉や幹を伝い地面に到達します。そし
て雑草や重なっている落ち葉の間から地中にゆっくりと吸い込まれていき
ます。木の根がしっかりと張り巡らされた土の中には、ミミズやアリやもぐら
などの作った穴があいていて、そのすき間に雨がしみ込んでいくのです。す
き間が多くてふかふかのまるでスポンジみたいな森の土にたくさんの水が
貯えられるわけです。このしみ込んだ水は時間をかけて流れ出すから雨が降
らない時期でも川の水が枯れることもありません。 
　こんなふうに、大雨の時には洪水を防ぎ、渇水の時にも水を流し続ける働
きがあるから、森林は「緑のダム」とも呼ばれているのです。 
　更に緑のダムに貯えられた水はゆっくりと地下水路をすすみ、土の中でろ
過されてとてもきれいになり最後には海へと注ぎ込みます。遠く離れている
森と海でも水の流れを追っていくと深い関係があることがわかりますよね。 
ちなみに鳥取県の大山では水にマ－キングして調べたところ、降った雨が日
本海にたどりつくまでおよそ3ヶ月というデ－タがあるそうです。森の神秘・
浪漫を感じませんか？ 

降水 

浸透 地下水流 
河川 

浸透 

蒸散 

蒸発 
吸水・保水 吸水・保水 

地下水流 
海 河川 海 

地中に吸いこまれる雨の量 

　ドラゴンリバー交流会では、平成7年の 
設立当初から流域住民の皆様と共にクヌギやコナラなどドングリのなる
木の植樹を行っています。今までに約2万7千本の苗木を植えました。 
　今後も植樹活動を続けていく予定です。 

▲市の天然記念物「大トチノキ」 

▲春先のオウレン畑 

▲大瀧神社 奥の院 

▲ブナの原生林　 

▲今年はブナ、モミジ、ケヤキなど
250本を植樹（８月） 

▼三国の海に浮
かぶ雄島。全長
1.5㎞ほどの遊歩
道で１周できる 

～木は知恵をもっている～ 
 ク ジラの形をした雄島に群生する木々。よく見
ると、外周に近いところに生えているものは背が
低く、真ん中へ行くほど高くなっています。それぞ
れの木がまんべんなく太陽の明かりを取り込め
るようになっているのです。雄島は、大湊神社
の社叢として保護されており、原生林のまま残っ
ています。「木は知恵を持っている。共生しあっ 
て枝を伸ばしている」と、大湊神社の松村氏。スダジイやシイ、エノキ
など百種もの植物が、自然のまま、枝を伸ばし、葉を茂らせています。
時には自然淘汰され枯れていく木もありますが、それはその木の責任。
むしろ木を理解しない人によって傷つけられることを危惧している
そう。この森を守るために人が出来ることを松村氏に尋ねたところ、「ミ
ミズのすることを手伝うこと」との答え。「害を

与えないように森を見守り育てることは、大きい
仕事だと思いませんか？」 

～森と川と海と魚～ 
 雄島の南東の方角には河口が見 えます。ここから嶺
北を代表する足羽川、日野川、九頭竜川の水が押し寄せ、
海流に乗って雄島にぶつかります。川から流れてくる
栄養分と、大昔から育まれてきた森の養分が溶け出し、
雄島の周りには魚が集まってくるそう。その魚が死ん
で雄島の木々の栄養となり、森が育つ…「ひょっとする
と、木の生まれ変わりの魚、魚の生まれ変わりの木が
あるかもしれないね」という松村氏の言葉に、雄島の森
と海の神秘性が感じられます。 
　　　　　      案内人：大湊神社宮司　松村 忠祀さん 

　　　　 

～ブナ林とオウレン畑の雄大な調和～ 
 豊かな自然と水に恵まれた大野市の貴重な水源地「平家平」は、真名川上
流域の巣原地区にあります。標高約600～1200mのなだらかな斜面の森林
地帯で、ブナ林が一面に広がり、樹下にはオウレン畑が緑のじゅうたんのよ
うに茂っています。 
 「ブナ林を大切に守ってほしい」という元の所有者の遺志を継いで、遺族
から大野市が平成8年に購入。真名川上流の水源地、森林の持つ癒しを生か
して市民の憩いの場にすることを目的とし、人工的な手はあまり加えず、購
入した時のままの状態で保存しています。オウレンは春先には白い花を咲
かせ、花が終わり新緑の頃になると緑の葉っぱが地面を覆いつくします。季節によってまった

く違う顔をあらわす平家平の自然。「地元にいると森が身近にありすぎてあたり
まえになってしまうことがある、水源地として貴重な財産であることを地元の人
たちがもっと知ってほしい」とは担当課の方の声でした。 

～森の守り人たち～ 
　平成17年に設立された「平家平を愛する会」が定期的に自然観察道の草刈りや
オウレン栽培の作業体験等を行って平家平を見守る活動をしています。今年の７
月にはブナの苗畑作りとオウレンの植替え作業に汗をながしていました。10月8
日には「ブナの森コンサート」も企画中ということです。 
　平家橋からゲートまでは車で入れますが、そこからブナ林まではゲート脇の自
然観察道を歩いて登ります。自然に触れながらハイキングコースとしても楽しむ
ことができます。ただし、12月から5月頃までは雪のため入山できないので注意
してください。 
 かつて平家の落人が移 り住んだといわれることか

ら呼ばれるようになった「平家平」。雄
大な自然とともに歴史的なロマンも感
じさせてくれますね。 

取材:大野市林野耕地課 

大瀧神社のブナ林・・・越前市大滝町 

　雄島の木の幹や
枝は、独特の雰囲気
を醸している 

～珍しい生態をもつブナ林～ 
 大瀧神社の下の宮か ら、１時間ほど登った神
社の奥の院付近（標高300ｍ）にブナ林が原生し
ています。ブナは暑いのが苦手なため、福井県
のブナ林の多くは、標高600ｍ以上に分布しま
すが、これほど標高が低い場所に分布するのは
珍しいのだそうです。地元では、ブナ林の辺りに
は、冷たい風が吹き込み、この風が気温を下げ
ているからではないかと言われています。現在、
山全体で約300本のブナが原生しているそうで
す。また、この周辺は、スギなどとの混生林となっていて、激しい競争の中で育つためか、
ブナの木１本１本が大きいのも特徴です。この山には、ブナ林のほかに、「ゼンマイ桜」や、
樹齢およそ400年の「大杉（幹回り約7ｍ）」もあり、いずれも、県の天然記念物に指定され
ています。社叢林として、地域区民により大切に保護されてきたこともあって、貴重な自
然が残されている森です。 

～『神と紙の森』を守ろう！～ 
 大滝周辺の地区は、「紙漉き」が盛んな街です。一昨年の福井豪雨で、この地区にも水害

が発生し、紙漉き産業に大きな被害をもたらしました。 
 この災害をきっかけに、地元の伝統文化や産業を活かした
郷づくりに取り組んでいる『神と紙の郷づくり会』が、ブナの
植樹を始めました。地区の有志や子どもたちが中心となって、
紙の神様を祀る神社と、これを取り巻く豊かな森を守ってい
ます。県外の子どもたちとの交流もあり、みんなが協力し合っ
て、下草刈りや、除雪、山の見回りなどを定期的に行っています。 
 「紙漉き」には欠かせない水。この地区で、森を守るという
ことは、伝統産業を守り続ける大きな役割にもなっています。 

案内人：『神と紙の郷づくり』交流の場づくり部 
会長　石川 浩さん 

▲暖温帯常緑広葉樹ヤブ
ニッケイは、雄島が北限 

国土の66.5％、およそ7割が森林の日本は森の国・・・福井県はというと74.6％と更に割合が大きく、これはもう立
派な「森の県」と言えそうです。派な「森の県」と言えそうです。その内訳は、ブナなどの広葉樹がその内訳は、ブナなどの広葉樹が32％、杉、ひのき、松などの針葉樹が％、杉、ひのき、松などの針葉樹が68％となっ％となっ
ています。ています。(平成平成13年末現在年末現在) 
私たちに様々な恵みをもたらす森とは、どんな世界なので私たちに様々な恵みをもたらす森とは、どんな世界なのでしょうかしょうか・・・・ 

国土の66.5％、およそ7割が森林の日本は森の国・・・福井県はというと74.6％と更に割合が大きく、これはもう立
派な「森の県」と言えそうです。その内訳は、ブナなどの広葉樹が32％、杉、ひのき、松などの針葉樹が68％となっ
ています。(平成13年末現在) 
私たちに様々な恵みをもたらす森とは、どんな世界なのでしょうか・・・・ 

（mm／hr） 

きれいな空気を
つくる 
（地球環境保全機能） 

きれいな空気を
つくる 
（地球環境保全機能） いろいろな種類の

昆虫や動物のすみ
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（生物多様性保全機能） 

いろいろな種類の
昆虫や動物のすみ
かをあたえる 
（生物多様性保全機能） 

木材やきのこ、
山菜などを生
産する 
（物質生産機能） 

木材やきのこ、
山菜などを生
産する 
（物質生産機能） 

葉の色や木のかた
ちによって気持ち
がよくなったり、木
陰をつくる 
（快適環境形成機能） 

葉の色や木のかた
ちによって気持ち
がよくなったり、木
陰をつくる 
（快適環境形成機能） 

雨を山にたくわえ、
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（水源涵養機能） 
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少しづつ川に流す
（水源涵養機能） 
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楽しめ、身体についた
ばい菌を退治してく
れる 
（保健・レクレ－ション機能） 

山登りやキャンプを
楽しめ、身体についた
ばい菌を退治してく
れる 
（保健・レクレ－ション機能） 

北から南に長い形をした日本の、ほぼ中央に
ある福井県は、冷温帯と暖温帯の境目にあたり、
りんごも採れればみかんも採れるという風に
樹種が多いのが特徴だとか。 
敦賀市や南の地方に多いスダジイ（珍しい食
べられるどんぐりの木）が足羽山に自生して
いたり、キンモクセイなどのモクセイ属で、ナ
タが折れるぐらい堅いことからその名がつい
たナタオレノキも小浜市などで見られ、ここ
福井県が北限と言われています。 

森というとブナなどの広葉樹を想像しがちです
が、水源としての役割で見ると実はブナも杉も
ほとんど変わらないのだそうです（下の表より）。 
地面に降った雨がどれくらい吸い込まれるの
かを比べてみると、間伐、枝を落とすなど手入
れをした杉などの針葉樹人工林とブナなどの
広葉樹天然林はほとんど変わりなく水を吸い
込む力が大きいのがわかります。 
畑のおよそ2.5倍、自然の草地のおよそ2倍に
なります。 
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