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2017 ふくい!フォーラム ―実践から研究まで―  
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②活動報告「いろいろな里山里海湖の実践と研究」（各 15分 質疑応答含） 

15:00～15:15 環境保全と里山づくり 
河田 勝治（あわらの自然を愛する会） 

15:15～15:30 アゼオトギリ保全活動から考える：坂井平野の水と人と生きもののこれから 
吉岡 俊人・水口 亜樹（福井県立大学生物資源学部） 

15:30～15:45 豊かな自然を未来の子どもたちに 
野村 みゆき（越前市エコビレッジ交流センター） 

15:45～16:00 高校生が始めた海の環境活動は今… ～小浜湾のさとうみ活動～ 
西野 ひかる（一般社団法人うみから） 

 16:00～16:15 休憩 
 
③意見交換「これからの取組み ―未来のふくいの!に向けて―」 

16:15～16:55 意見交換会 

16:55～17:00 閉会の挨拶 
 

【交流会】 *参加には事前の予約が必要です 

17:30～19:30 交流会 会場：魚民（福井市順化 1-2-1 映画ビル 1階 0776-26-9288） 
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田原 大輔 

福井県立大学海洋生物資源学部／魚類部会・会長 

 

今回の福井県レッドデータブック（RDB）の改訂は、前回の 2002 年から約 14 年ぶりに実
施されました。2012 年から 2014 年にかけて各部会が調査精度の向上や調査対象範囲を拡大
させて、現地調査と文献調査を実施しました。改訂の結果、爬虫類を除くすべての分類群で

掲載種数が増加し、動物 533種、維管束植物 731種、合計 1264種が絶滅危惧種ないしは絶滅
種として記載されました。各動物種の詳細は、改訂 RDB またはナチュラリスト 78 号を参照
ください。 
本講演では、淡水魚類の概要について説明します。今回の淡水魚類の改訂で選定された種

数は 39種あり、第 1版に比べ 6種増加しました。 
本改訂の大きな特徴として、一生を淡水で生活する「純淡水魚」に比べて、海と川を行き

来する「通し回遊魚」でランクアップした種（ニホンウナギ・イトヨ日本海型（降海型）・カジ

カ中卵型・シロウオ）が多いことが挙げられます。これは、県内河川において、取水堰や落差

工などの河川横断工作物によって、海と川のつながり（連続性）を失った河川が増加したた

めである。さらに、魚類の移動を助ける「魚道」が設置されていても、人為的活動により魚

道の機能を消失させている事例も多いことが原因のひとつとして考えられます。上記いずれ

の種においても幼魚または小型の成魚が、一生のうちのある時期に海から河川に遡上してき

ます。そのため、河川への遡上または河川内の移動が妨げられ、かれらの生息域が縮小し、

生息数が減少していることが推察されます。  
もう一つの特徴として、近年新たに生息が確認されたり、これまでの評価できる生態的情

報が乏しいことから、今後の動向に注目を要するためランクインとなった種も多い（スジシ

マドジョウ・カワアナゴ・シマウキゴリ・クボハゼ）ですが、一方で、県内の詳細な生息状況が

明らかになり、県域絶滅危惧Ⅰ類からランクダウンした種もいます（クルメサヨリ・ホトケド

ジョウ）。また、タモロコ三方五湖産は、地方型の特徴を有していることが明らかになり、近

年の生息個体数も減少していることから、地域個体群として保全していく必要があるため選

定されました。ドジョウは、交雑が懸念されるカラドジョウが県内に侵入していることが確

認されており、今後の動向に注目する必要があるためランクインとなりました。県内ではコ

ウノトリ放鳥に伴い餌場となるビオトープ造成などが予想されるため、ドジョウやメダカ

（キタノメダカ）などをビオトープに放流するときには、専門家のアドバイスを受けて実施

するようお願いしたいです。 
今後は、河川中下流域においても生態系に配慮した河川整備計画の策定や、各河川の流域

全体の河川協議会設立などの取組みが必要です。県内の魚類では、生息状況などの選定基準

となる情報が不足している種が多いのも事実であり、詳細な調査を継続することでレッドリ

ストから外れる種が出てくることに期待したいです。 
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内田 圭、篠原 直登、笠田 実、吉田 丈人 

東京大学大学院総合文化研究科 
 
生態系を用いて災害リスク（自然災害の危険性）を低減させる方策について、世界が注目し

ている。リスクを低減する方法のひとつとして「生態系の適切な管理」が 2005年 1月の国連
防災世界会議で挙げられた。しかしながら、生態系が持つ機能の評価と活用方法に関しては

未だ統一的な研究がなされていない。自然災害によるリスクは、人間の居住地域の位置（ま

たは配置）や気候変動が関与している。特に河川や沿岸域といった自然災害の被害を受けや

すい場所における人間活動の活発化が問題を深刻化させている。 
本研究は、「浸水災害ハザードおよび人間の土地利用と生物多様性（＝生きものの豊かさ）

に関係があるのか」について、福井県若狭町はす川流域の水田地帯をモデル地域として、検

証した。はす川流域を 500 m の格子枠に区切り生物多様性、重要種の分布、土地利用面積、

浸水災害ハザード面積を算出し、それぞれの関係を解析した。 
本研究ではダルマガエル、サンショウモ、ミズオオバコなどの絶滅危惧種の分布ならびに

植物種・昆虫種の種数について地図化した。解析結果の例（図１）から、浸水ハザード面積

が広いメッシュでは環境省絶滅危惧 IB 類に指定されているダルマガエルの個体数が多い傾

向にあった。本結果は、減災を目的とした土地利用計画や基盤整備に対して、生物多様性を

組み込みこんだ政策・意思決定のための、非常に重要な基礎情報となるであろう。 
本研究は、環境省の環境研究総合推進費 4-1505により実施された。 

 

 
図１．500×500 ｍメッシュ内の浸水災害ハザードの面積およびダルマガエル個体数 
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中村 亮 

福井県里山里海湖研究所・研究員 

 

2010 年の愛知会議（COP10/CBD）以降に物多様性条約（CBD）とユネスコが共同で開始し

た「生物文化多様性共同プログラム」では、生物多様性は、「言語・言葉の多様性」「モノの

文化」「在来知、伝統的知識・技術」「生産量」「社会経済」「信仰体系」「価値観」などの文

化（文化要素）の形成に密接に関係しているとされる。逆もしかりで、資源利用・管理、伝

統的な知識・技術などの文化が、生物多様性の保全に貢献しているとされる。「文化」の視

点から言うと、伝統的な生活様式の消失は、その地域の生物多様性の減少にもつながるとい

うことである。 
福井の多様な自然環境（山地、中山間部、平野部、台地、盆地、湿地、河川流域、汽水湖、海洋

沿岸など）に育まれた各地の生活文化を調査するために、平成 27 年度から「里山里海湖文化
プロジェクト」を開始した。各地の自然環境に適応した生業形態や伝統知、特産品を交換し

あう歴史的な地域間交流などが明らかになりつつある。ここでは、福井県の代表的な汽水湖

の一つである北潟湖の「里湖文化」について紹介する。 
南北に細長い北潟湖は、上流から河口域にかけて塩分濃度に濃淡のある浅湖である（平均

水深 2.1 m）。塩分濃度の違いに応じて分布する魚種に対応した漁法がある。また、季節によ

って変わる漁獲対象に応じた漁法もある。空間・時間的に変化する湖環境に賢明に適応した

一年をつうじた湖利用によって、四季折々の水産物がもたらされる。その中でも北潟湖の重

要漁獲対象の一つである「寒ブナ」に焦点を当てる。 
寒ブナ漁は、三方五湖の三方湖や水月湖・菅湖でもおこなわれる。水温が下がる冬季に活

動が鈍り、深場に群れるフナを大量に漁獲するのが寒ブナ漁である。三つの湖の自然条件に

よって漁法は異なっている。 
①三方湖は、北潟湖と同様に浅湖（平均水深 1.3 m）であるが、湖底に障害物が多いため地

引網漁はできない。そのかわりに、湖面を細竹棒でたたいてフナ／コイを刺し網に追い込む

「たたき（カチ）網漁」がおこなわれる。②深い（最大水深 34 m）水月湖では深場に群れる寒

ブナをとることは本来なら困難であるが、水深約 10 mほどにある硫化水素層（クレ）を疑似
湖底として引網漁が可能であった。③浅水深で湖底に障害物が少なく自然湖岸が残っている

北潟湖では、岸からの地引網漁が可能である。自然環境に適応した漁撈の知恵と技術の結果、

寒ブナという同じ漁獲対象でも各湖で漁法が異なっていると考えられる。 
北潟湖では、浅水深（1～1.5 m）で淡水域の上流部（クロモジ、ミョウゴ、赤尾湿地）が伝統

的に養魚場＝禁漁区とされてきた。漁師によると、春の産卵期や湖全体の塩分濃度が高くな

る夏の期間、フナ（淡水魚）は養魚場で過ごす。湖全体の水温と塩分濃度が下がる冬になる

と、フナは浅い養魚場から出て、より暖かい深みへと移動して群れる。このようなフナの行
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動習性を熟知したうえで、北潟湖において水深の深い「エンマシ（約 2.4 m）」と「ナカノミ

ゾ（2.75～3 m）」で地引網漁がおこなわれるものと考えられる。 
臭みが消え身のしまった寒ブナは「刺し身」として食される。浅くて障害物の少ない湖環

境、漁師による湖の自然条件と魚の行動習性の認識、地引網の組織、禁漁区制度、調理技術

など多くの条件がそろってはじめて形成される食文化である。北潟湖における資源の利用、

管理、消費をめぐる知識、技術、慣習は、湖の自然環境に適応しながら生み出された「里湖

文化」であるといえる。 
しかし近年では、生活様式の変化により、失われつつある知識（湖岸地名）や技術（しばづ

け漁）もある。特に問題であると考えるのは、一般家庭でフナをさばくことができなくなっ

てきていることである。地域でのフナ食文化の消失は、漁撈の衰退につうじ、同時に、生産

地である湖への関心の低減にもつながるものである。生物多様性と文化多様性の緊密な関係

を考慮すると、北潟湖の自然再生は、「文化」の再生も視野にいれて実施してゆくことで、

地域に根付いた持続的な活動になるものと考える。その意味で、現在、北潟公民館と漁協が

開催している「フナさばき講習会」のような取り組みを充実してゆく必要がある。 
 

 
北潟湖の寒ブナ地引網漁（2016/1/28撮影：辻下義雄） 

 
北潟公民館での「フナさばき講習会」（2016/1/16撮影：中村亮） 
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河田 勝治 

あわらの自然を愛する会・会長 
 
 皆さん、こんにちは。あわら市から来ました「あわらの自然を愛する会」の河田です。若

干の時間を拝借いたします。 
 皆さん、「あわら」と耳にしますと、何を思い浮かべますか。恐らく大部分の方達は、開

湯以来 130 年数年の歴史があり、名湯で名高い「芦原温泉」を脳裏に描かれたのではと思い
ます。 
 ここで、私達が主に活動をしている波松・北潟地域をご紹介します。北には日本海、その

海からの風や塩害から我々の生活を守る様に「里山」でもある海抜 20～30 m 前後の「坂井

北部丘陵地」が横たわり、その間には浸食をされた幾筋もの谷があり、名も無き小さな川が

流れ北潟湖に注ぎ込んでおります。その東方の石川県との県境には、1000 m前後の奥山が連
なり、そこを源として水運で栄えた「竹田川」が流れ、さらに南には古くからの興福寺の荘

園であった広大な田園地帯が広がり、その要として中央に「芦原温泉」があります。 
 どうでしょうか。私達が活動をしている、大まかな環境を御理解して頂きましたか。では

次に、私達の「会の概要」について説明をさせていただきます。私達の会は、掛け替えの無

いそして豊かなあわら市内の自然環境を保護（保全）・復元し、後世に遺す事により、ふるさ

とを愛し誇れるふるさと創りを行うことを目的として、平成 23年 3月 13日に設立されまし
た。平成 29年 1月 31日現在の会員総数は 57名です。会として、北潟の森協議会やあわら市
エコ市民会議、北潟湖の自然再生に関する協議会にも所属しております。 
 

 
整備された里山と古街道 
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 私達の会が最初に始めた活動は、自分達の生活をしている環境（自然）を今一度良く観察

する事から始めようとの思いで行った「ふるさとあわら」の里地・里山・里海湖自然再発見

作品募集でした。今では恒例となり、市内外から 500点近くもの応募があります。 
 次は、『波松海岸の海浜性植物図鑑』（平成 25年）の発行です。きっかけは、「波松海岸」の

清掃作業と「海浜性植物」の研究活動を通じ、今まで知らなかった数々の「植物」に出会っ

たことです。其のことをまとめて、多くの人達と情報の共有をして自然の素晴らしさを少し

でも御理解をして頂き保護に役立てればとの思いで、取り組みました。この活動に就きまし

ては、多くの専門家（先生方）のお力添えを頂きました。御支援がなかったら発行は無理だ

ったかもわかりません。 
 皆さん、最近「里山」にいかれた事はありますか。昭和 40 年頃からでしょうか、プロパ
ンガス・灯油の使用による「燃料革命」が始まり、あれほど身近で密接な関わりがあった

「里山」ですが、今ではツタやイバラ類が生い茂り倒木がいたるところに横たわり、入る事

さえも至難の業となっております。この環境をなんとか打破しなければと、国の「森林・山

村多面的機能発揮交付金」事業を平成 25 年から実施をしております。この交付金の中には
色んなタイプがあり、里山整備タイプと教育研修タイプを活用し、市内の市民・児童・園児

達に豊かな自然を観察し体験をして貰い、自然の必要性やふるさとの良さを理解して頂いて

おります。 
 この交付金事業の実施と併せて、福井県による委託業務事業の実施により、会にとりまし

ては、大きな転換期を迎えました。第一点は、数年間の事業計画（展開）が組め、活動にも

ゆとりが出来、新しい分野への視野も広がりました。第二点は、地域の諸団体との連携が出

来ました。例えば、網元との地引網の体験や農業者とのサツマイモの苗植えと秋の収穫祭、

観光協会との自然観察会とウォーキングをはじめとしたツアー等を行いました。また、これ

らの活動は、地元の「自然を始めとしたお宝」の再発見にもつながりました。 
 

 
『波松海岸の海浜性植物図鑑』（H25）の発行 
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 里山等での観察会のみならず、竹（孟宗竹・真竹）の間伐材等の副産物の活用等による体

験イベントの開催を心掛けて、数十年前の自然（里山）との触れ合いを偲んで頂ける催事を

目指しています。 
 また、活動の中で、多様な県域絶滅危惧種の植物と出会いました。専門家に同定を依頼し

て判明しただけでも 10 種類以上あり、その一部については、外来種やクズ・フジ等の駆除
を行い保全活動の実施をしております。 
 今何かと話題になっています「コウノトリ」ですが、平成 27年 10月 20日に北潟湖の西側
にある小牧地区（奥田地係）に飛来しました。その後 23 日まで羽を休め、エサを啄ばんでお
りました。3 つのグループに分かれた七羽もの集団でした。初めてみる大きさと優雅な姿に
圧倒されました。それと共に身近にある残された豊かな自然に誇りを感じました。 
 最後になりますが、これまでの活動を通じ、感じたことや参考になった点等を申し上げさ

せて頂きます。 
ほんの数十年前までは、あらゆる山野草が咲き乱れ、カブトムシやクワガタ、チョウが飛

び交い、キジが鳴きながらエサを啄ばむ、日本の原風景がそこかしこにありました。上述の

コウノトリについては、夕日に向い飛立つ姿に神々しさを感じました。私達の身の回りには、

まだまだ豊かな自然が残されております。この「お宝」を守り、後世の人達に遺す事こそ、

私達の責務ではないかと思われます。 
また、組織の活性化と継続をするために、私達が常に心掛けて活動を実施している幾つか

の項目をご紹介致します。皆様の活動の参考にして頂ければ幸いです。 
 

 
１．無理をせず明日につながるような活動をする。会の活動は半日間で 3 日以上は続け

ない。 
２．不可欠である活動資金は補助金には頼らない。 
３．地元との連携活動。 
４．情報の共有化。 
５．研修会、フォーラム等に積極的に参加をし、常に新しい情報を吸収し、活動へのア

ンテナを張る。 
６．イベントの参加者から元気を貰う。 
７．他活動団体との交流・連携を図り、より一層の活動拡大を目指す為にも連絡協議会

等の組織化を提案する。 
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吉岡 俊人・水口 亜樹 

福井県立大学生物資源学部 
 
 

アゼオトギリは水田畦を主な生育立地とする絶滅危惧 IB 類植物である。2000 年の環境省

調査では、生育個体総数が約 800、絶滅までの待ち時間が 45年とされた。2017年現在では、

あと 28 年で絶滅する計算になるので、本種の保全は喫緊の課題である。福井県では、2008

年に丸岡町板倉、大森、野中山王、油為頭地区およそ 0.5 km2範囲の水田畦において、200～

300個体から成る当時日本最大規模の集団が、赤井賢成氏によって発見された。 

 本フォーラムでは、2010 年度から福井県立大が行ってきた研究（福井県土地改良事業団体連

合会委託事業、県民参加による地域貢献研究推進事業、県立大特別研究費の助成を受けた）から明

らかになった、アゼオトギリの植物学的特性や遺伝的集団構造について報告する。また、板

倉みどりクラブや個人農家によるアゼオトギリ保全活動も紹介したい。 

 今年度、鳴鹿大堰掛り農業用水路の国営パイプライン化事業が完了した。十郷用水など幹

線開水路の消失は坂井平野の親水景観を変貌させ、末端水路の消失によって水田生物の生息

環境は劣化した。幸い丸岡町のアゼオトギリ自生地では用水路と水田畦が残置された。しか

し、多くの水田生物が絶滅の危機に瀕している現状に鑑みれば、人と生きものを育む水田水

系のグランドデザインを描く時宜は今である。 
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野村 みゆき 

越前市エコビレッジ交流センター・指導員 
 
 
平成 13 年 4 月、市の環境学習の拠点施設として、武生市（現越前市）エコビレッジ交流セ

ンターがオープンすることになり、指導員として勤務することになった。手探りでいろんな

企画を進め、施設にも慣れてきた平成 15 年、「コウノトリを観に行こう」とツアーの企画を
依頼され 9 月に会いに行った。会うなり、高齢だけども大きく凛として立っている「武生」
の姿にすっかり魅了されてしまった。「武生」の近くのケージには「武生」が生涯で 115 個
産んだ卵のうち、たった一羽だけ育ったという「紫」の姿があった。 
「大事にし過ぎたのでしょうかね、気のきついじゃじゃ馬娘に育ってしまい、どんなオス

を近づけても攻撃的で追いやってしまうんですわ」と、年頃の娘を持つ親のように、半ばあ

きれながらでも嬉しそうに話しておられる船越飼育員。ここで「武生」「紫」「船越飼育員」

に出会ったことが、「コウノトリが舞い降りる田んぼづくり」へと繋がっていった。 
元々夢があった。田植えから稲刈り、しめ縄づくり、餅つき体験、かきもちづくりと一連

の流れを持った田んぼ体験を子どもたちと一緒にしたいと。しかし、その当時はカメムシ防

除のため有人ヘリコプターよる農薬散布、除草剤も当たり前、無農薬・無化学肥料という言

葉すら口にする人はいなかったし、活字を目にすることもなかった。 
どの様に進めたらよいか分からず、足踏み状態の時、県の指導の下、白山・坂口地区で

「人もメダカも元気な里づくりビジョン」を作成し、その中で目標として、コウノトリが舞

う里を目指すこととなった。追い風というのはこのことを言うのだろうか。平成 16 年には
環境省より「里地里山保全再生モデル地域」として選定されたのだ。 

 

 
いつまでも残したいふるさとの自然 
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早速、「コウノトリが舞い降りる田んぼづくり」を「坂口エコメイト」と「環境部会」と

の協働事業として取り組むことにした。離れた谷奥の耕作放棄地を無償で借りて、ようやく

無農薬・無化学肥料、冬には水を張ったままにしておく「ふゆ水田んぼ」が始められた。環

境部会のメンバーはバリバリの慣行農法だ。それでもこの田んぼだけは、「除草剤まいたら

あかんのやな」といって、イノシシ除けの電柵の下草刈りを何度もしてくださった。「オタ

マジャクシの目ってこんなにかわいかったんやなあ」といって、田んぼの生きものにやさし

い目を向けてくださるようにもなった。 
そして、平成 21年 1月に、生きものも育む田んぼづくりをしようと白山・坂口地区に「コ

ウノトリ呼び戻す農法部会」という農業のプロ集団が立ち上がり、心強い味方となった。農

法部会の T さんが、「車の通りのあるところまで出て、もっとたくさんの人に見てもらわん

とあかん」と言われ、数年前、学校近くの田んぼを提供してくださった。しかし子どもの体

験田としては大きすぎる。町の若者に声をかけ、半分ずつ耕作することとなった。自分たち

で収穫したもち米で作ったおいしい餅に引き込まれ、若者たちはもっと作りたいと欲が出て

きた。イノシシの被害も経験し、それでもめげずに、今でも続けており、M さん家族が坂口

に移住することとなった。M さん家族が住むなら僕たちも、と I さん家族も移住されること
になり、4月には一気に 9名も人口が増える。 
福井県は幸福度 No. 1 だけど、魅力度は低いという。そんなことはない！私にとって、こ

んなに魅力のある場所はない。皆さん知らないだけなのだ。これからもこの里山の魅力を発

信するために活動していけたらと思う。 
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西野 ひかる 

一般社団法人うみから・代表理事 

 



2017

ふくい フォーラム里
―実践から研究まで―

福井県では、里山・里海湖を対象とした、様々な分野とテーマの「実践」と「研究」
がおこなわれています。これらの取り組みについて知り、みんなで自由に情報交
換するための発表会と交流会を開催します。一緒に、“ふくい ”について考えま
しょう！

主催：福井県里山里海湖研究所、福井県立大学 協力：越前市エコビレッジ交流センター

平成29年 3月 25日
13:00～17:00（12:30開場）

会場：福井県繊協ビル8階・会議室803号室（定員50名）

土

◆発表会

13:00 話題提供「福井県の里山里海湖の自然と文化」 *3名の講演を予定

15:00 活動報告「いろいろな里山里海湖の実践と研究」 *4名の発表を予定

16:15 意見交換「これからの取り組み―未来のふくい に向けて―」

◆交流会（ 17:30～19:30）・交流会：参加費4000円、お申し込み受付後に詳細連絡いたします

・発表会と交流会の情報：http://satoyama.pref.fukui.lg.jp/topics/archives/58

3/17に「プログラム要旨集」公開予定

◆申し込み方法

１．活動報告する発表者（どなたでも。4名まで）を募集します！締め切り平成29年2月24日（金）

発表時間15分、質疑応答含む。発表方法は、パワーポイントまたは配布資料を用いて口頭説明

２．発表会の参加：当日参加可（定員50名）。事前のお申し込みにご協力ください

３．交流会の参加：締め切り平成29年3月10日（金）

※発表会と交流会ともに、お名前・ご所属・ご連絡先・参加人数をお知らせください

◆申し込み・お問い合わせ先

福井県里山里海湖研究所 〒919-1331福井県三方上中郡若狭町鳥浜 122-31-1

電話：0770-45-3580 FAX：0770-45-3680 Email：satoyama@pref.fukui.lg.jp

県内外のNPOなどの団体、市民や研究者の皆様の参加を募集します！

◆会場案内

福井県繊協ビル 〒910-0005 福井県福井市大手3丁目7-１
電話：0776-22-1411

JR福井駅より徒歩7分／周辺に駐車場有り（有料）
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