私たちは、里山の自然に触れ、その地域の
暮らしに学ぶ活動をしています。
長野県安曇野市の長峰山が主な活動場所です。
里山はたくさんの生きもののよりどころです。
たくさんの人と、この豊かな自然を分かち合い、
未来に引き継いでいくことが願いです！

2019 年 3 月

第 203 号

水田跡地水辺ビオトープについて

2009年撮影
絆の森の水田跡地は、昭和53年（1978年）
まで耕作が行われ、安曇野市内の水田では
最も標高の高いところでした。遊歩道の渡
河点に架かる『絆橋』より上流側に6枚、下
流側に2枚の田圃があり、湧水の源頭部には
カラマツ、スギが植えられています。集水
域は上部の烏帽子峰にあり、東は天平自然
園から西は堤平まであるため、水田耕作を
行っていた当時は、あちこちで水が湧き出
ていて、一年中水の枯れることはなかった
そうです。私たちが活動している絆の森の
中で唯一の水場であり、他とは異なった動・
植物が生息しています。特に哺乳類や鳥類
は水場として、水生生物にとっては生活場
所として重要な環境となっています。
【森林空間整備事業と旧明科町への提言】
森倶楽部２１は、平成13年(2001年）より
5年間かけて実施された旧明科町国庫補助
事業「森林空間整備事業（絆の森整備事業）」
にあたって、調査を依頼されました。当時、
まだ森倶楽部２１は設立して数年であり、
里山や森林整備について素人集団でしたの
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で、各方面の専門家や地元の方々に頼って、
まず絆の森はどういうところかを知ること
から始めました。その中で地質地形、植物、
樹木、チョウ、水生昆虫、野鳥、哺乳動物な
どのフィールド調査とともに、地元の古老
から当時の里山の様子や生活をお聞きする
など地元との交流を行いました。その報告
書として平成16年(2004年）に『山里の歴史
文化に触れ、森林に学ぶ』、平成17年(2005
年）に『多様な生き物に触れ、里山の自然を
学ぶ』場として整備するように提言を行い
ました。内容としては
1）長峰山が県内屈指のビューポイントであ
る。
2）その山麓は歴史ある山里である。
3）里山の環境を学ぶ場として効果的である。
4）維持管理において地域との連携が期待で
きる。
以上のポイントを挙げて絆の森の保全と
活用を推進するよう旧明科町に要望しまし
た。水田跡地については、平成17年の報告書
に含まれる区画でした。事業では「湿地観
察の森」としてゾーニングされ、水辺を利
用する動植物が観察できる生態的にも貴重
な場所と位置付けられています。
施業方針としては、
1）林縁部の樹木を除伐、覆っている枝を取
り除いたりして日照量を上げる。
2）湿地内に人が歩いて踏み荒らさぬよう、
かつ観察がしやすいように木道を設置する。
というものでしたが最終的に木道について
は、貴重な動植物がある湿地内に人が立ち
入ることを懸念し、設置を取りやめました。
具体的な湿地内の整備における注意点につ
いては、
1）下部の水田跡地は水深や明るさの変化を

つける。
2）鳥が水浴びできるように浅い水流と木陰
を確保する。
3）上部に溜池を作って湿地の水量を確保す
るとともに、多様な水生生物の棲める環境
を作る。
4）湿地内に残る樹木の管理。
などが挙げられました。

反射で光っているのを見つけて水域を探査
するが、周辺の樹林が水面を覆っているの
で水域の認識が難しい。
2）池沼性の水生生物はそれぞれの種によっ
て生息する水深や岸（植生）の構造に好み
があるので、水深が多様となれば生育する
植物も多様となり、それぞれ植生にあった
水生生物の生息場所が提供される。
という2点でした。
整備：絶滅が危惧されている水生昆虫の多
くは池沼性の種であるので、湿地の管理次
第では絶滅危惧種の安住の地を提供するこ
とが可能となり、地域の種の保存する場と
なる可能性も秘めているとの助言もいただ
き、水田跡地の水辺の保全にやる気と元気
を頂きました。それを受けての施業方針と
して、湿地全体を明るくし、水深を深くす
るという単純なイメージでなく、水深の浅
いところや深いところ、明るいところや暗
いところなどパッチワーク状に多彩な環境
を作ること、さらに鳥や昆虫の進入路や太
陽高度と日当たりの関係など立体的に考え
ていく必要があるとしました。
具体的には、周辺に懸かる樹木の枝の伐
採や湿地内の樹木の除伐などを適宜行うと
ともに、現在の瓢箪池の地点と絆橋の直下
流に池を作りました。どちらも細流の流路
を除伐した樹木などを利用して、ダムのよ
うに堰き止め、上流側を湛水させて池にす
るものでした。下流側の池は絆橋の名を取
って絆池、上流側は当時まだ水量が多く、
下流を堰き止めると上流側に湛水域が大き
く広がったため、上流方向から見ると巾着
の形をしていたので巾着池と命名しました。

【水生生物の調査と整備】

2009年撮影
水生生物調査：当時進行中の明科町誌自然
編の改訂作業で鳥類を担当されていた丸山
隆氏のご紹介で水生生物担当の久保田憲昭
氏に、2003年4月から2004年10月にかけて計
7回実施していただきました。
採取場所は、当時細流が年間を通じて水
田跡地源頭部のスギの植林地から流れてい
ましたので、細流の源頭部と現在瓢箪池の
ある湿地内および絆橋下流の3箇所としま
した。調査結果は、3地点とも出現種数がほ
ぼ10種以下と少なく、特に一般に山地の流
水域に多いとされるカゲロウ目が少ないの
が特徴的でした。これは旧明科町全般の渓
流に言えることで、地滑りしやすい地質の
ため、細かいシルト質の泥が川底に堆積す
ることによるものです。その他に全地点で
出現頻度が高かったのは、オナシカワゲラ
属とワラジムシ目のミズムシでした。オニ
ヤンマのヤゴも全地点で比較的よく出現し
ていました。特筆すべきなのは、レッドリ
ストやレッドデータブックに載る昆虫のヤ
ゴが見られたことです。水田跡地の水生生
物の特徴については、久保田氏が明科町誌
にも掲載してくださいました。
調査結果から出された提言としては、
1）池沼性の水生生物の多くは成虫期に飛翔
移動して上空からある程度の広さの水面が

【整備事業後の展開】
毎年1回冬になる前に、池の泥上げ作業と
堰き止め箇所の補修を行うとともに、時々
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専門の講師をお願いして水生生物の様子を
観察していました。ところがその後、下流
側の絆池は、水漏れが多く、補修を断念す
ることになりました。ここ数年、諸事情に
より巾着池の泥上げが出来なくなり、また
水田跡地の湧水の量も池を作った時よりも
大分減ってしまったため、巾着池はどんど
ん浅く、小さくなって、形はだれが見ても
巾着には見えず、途中がくびれているため、
いつからか瓢箪池と呼ばれるようになって
しまいました。
池ができた当初の泥上げ作業の際には、
オニヤンマのヤゴがごそごそと見つかった
のですが、最近はほとんど見られなくなっ
ていました。唯一、ヤマアカガエルの卵が
毎年たくさん産卵されていましたので、オ
タマジャクシの餌となる水生生物は少なく

とも残っていると考えていました。しかし、
このままの状態ではいけないと昨年8月に
NPO法人川の自然と文化研究所理事長、信州
大学名誉教授吉田利男氏を講師としてお招
きし、水田跡地の湿地と、そこを流れる細
流に住む生き物の調査と、その上でのその
土地の保全策について提言をお願いしまし
た。
調査結果は、当初行った水生生物調査の
結果と同様に、出現した種類も少なく、生
物相も変わっていないようでした。原因は、
この場所は流量が少ないことと上空からの
日射量が少ないことなどで、林床の植物の
生育が阻まれているうえに、池が上空から
見えないと水生昆虫が訪れないことにある
そうです。
安曇野市にお願いしてドローンで撮影し
てもらい、必要な個所の伐採、枝打ちを行
うようにしてはとの提案を頂きました。ま
た、水量に関しては西側斜面上段の水田跡
が、上部道路側溝の水も排水されてくるた
め年間を通じて比較的水量があるので、参
加した会員で早速、泥を掘って水が溜まる
ようにしました。今後は、年1回の池の泥上
げなど必要最小限の手入れを継続すること
で水田跡地を水辺のビオトープとして維持
していくことにしました。

※ゾーニングとは、区域を用途別に分けて配置する事。
※シルト質とは、砂と粘土の中間の大きさを持つ沈泥。

1月の活動から
1 月 13 日（日）【矢ノ沢地区三九郎と新年会】
9:00～12:40 場所：きより館 参加会員 11 人
矢ノ沢常会が実施した三九郎と新年会に参加した。公
民館前に集合して男性陣は三九郎の準備を女性陣は新
年会の準備を主に担当した。三九郎は例年行っているゲ
ートボール場跡に青竹、正月飾り、だるま、稲わらなど
を材料に作った。
午前 10 時 30 分に全員で道祖神にお参り、森倶楽部２
１はきより館の神棚にもお参りした後、常会の人達とと
もに三九郎に点火した。火炎は青竹のパンパンという破
裂音とともに一気にてっぺんに取り付けてあったダル
マまで燃え上がった。米粉で作った繭玉をヤナギにつけて熾火で焼き、今年の健康を願い
いただいた。午前 11 時 30 分から公民館で矢ノ沢常会長挨拶、森倶楽部２１副理事長の音
頭で乾杯、お釜で焚いた炊込み御飯、きのこ汁などの食事をいただいた。
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今年は清水地区の竹林整備を一緒に行っていることから、会員２人は清水地区の新年会
に出席するため退席した。

1 月 27 日（日）【森林整備活動】
9:30～15:00 活動場所：明科清水地区光久寺裏山の竹林 参加会員 6 人
今シーズン 3 回目の竹林整備活動。地区の人が 6 名参加で、森倶楽部２１と合わせて 12
名。若い人が多く仕事がはかどった。炭焼きも無煙炭火器
で 4 回行い、その他に、前からあった大きなくぼみで野焼
きも行い、周辺の枯竹や枯れ木の処理が大幅に進んだ。
午後は森倶楽部２１会員で、お堂の南側の竹藪の伐採を
行った。この場所は、足場が悪く竹が太く長い上に、倒れ
た竹も多いので作業は大変である。でもこの場所が整備で
きると、日中お堂に陽があたるようになるので、是非続け
てやりたいと考えている。
9 時 30 分集合で計画したが、地元の人と、地元会員１人が 8 時過ぎから炭焼きをやって
くれたので、すごく効率が良かった。また、積んであった竹を地区の人が先週燃やしてく
れたので大いに助かった。地区主体でどんどん進める意気込みが感じられて頼もしい。

2月の活動から
2 月 10 日（日）【森林整備活動】
9:00～14:00 活動場所：明科清水地区光久寺裏の竹林 参加会員 5 人
光久寺裏の竹林の伐採と炭焼き・野焼きをせっせと実施。住民の方がもうノウハウを心
得ていて、作業はスムーズ。ただ、まだまだ竹林は広がっており、整備には長い時間が必
要と思われる。

長峰山 NEWS
♫春は名のみの風の寒さや♫で始まる『早春賦』は大正初期
に安曇野を訪れた吉丸一昌が作詞し、中田章が作曲した曲で
あることは、皆さんよくご存じのことと思います。
まさに、今頃の安曇野の情景でしょうか？ 里では梅は咲
き、福寿草は黄色の花をほころばせています。
「春だ！！春が来た」と長峰山に駆け上りましたら、♫さ
ては時ぞと おもうあやにく♫ でした。
堤平の木樽は氷でいっぱいで、そう簡単には解けそう
もありません。日陰のかしゃっぱ（枯れ葉・信州ほかの
方言）の下の土はまだ凍っていました。
でも、日向のかしゃっぱの間から緑の草と蕗の薹がの
ぞいていましたし、樹々の梢の色が濃くなっていました
から、山の春もそこまで来ているのでしょう。
3月2日
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2019 年 3 月・4 月活動予定
※未定の活動は例会時に相談して決めます。
月

3月

4月

日

行

事

集

合

場

所

時

間

4（月）

「森に学ぶ」印刷

庄内地区公民館

9:30～

10（日）

森林整備活動

清水

9:30～

10（日）

長峰山山頂草原ネットワークミー
ティング

安曇野市市役所

13:30～

13（水）

例会

松南地区公民館

19:30～

17（日）

理事会

松南地区公民館会議室 2

9:00～

19（火）

蝶の森活動

蝶の森駐車場

9:30～

20（水）

里山再生計画推進協議会

安曇野市市役所

13:30～

24（日）

絆の森活動

天平の森駐車場

9:30～

2（火）

会計監査

永田宅

10:00～

2（火）

蝶の森活動

蝶の森駐車場

9:30～

7（日）

森林整備活動

未定

9（火）

絆の森活動

天平の森駐車場

9:30～

さとぷろ。学校ｐｊ

安曇野市市役所

13:30～

10（水）

例会

三郷交流学習ｾﾝﾀｰゆりのき

19:30～

14（日）

通常総会

天平の森研修棟

9:30～

16（火）

蝶の森活動

蝶の森駐車場

9:30～

24（水）

さとぷろ。学校第 1 講

天平の森研修棟

9:30～

26（金）

蝶の森本の会議

松南地区公民館

19:00～

28（日）

絆の森活動

天平の森駐車場

9:30～

光久寺
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会員を募集しています！
見学や入会の申し込みは、
随時受け付け中です。
お気軽にお問い合わせください。
一緒によい汗ながしませんか？

◇会費 正会員：3,000 円 賛助会員：4,000 円
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