
                                

 

 



 福井県面積の約 7割を占める九頭竜水系は、霊峰白山を頂とする山々を源に発し、コシヒカリ

のふるさと福井平野を流れながら、サクラマスや鮎を育み、日本海へと注いでいます。この大流域

を舞台とした水と緑の交通は、彼方の大陸までを環内に人・モノを活発に行き来させ、豊かさを運

び、独自の文化を育んできました。 

 ミクマリとは水配り、田の神・山の神と深い関わりを持ち、水源や分水嶺に祀られている神の名で

す。いのちと暮らしの源である水は豊かさの源泉。その分配を考えることは将来にわたって環境を考

えることだと考えています。 

 九頭竜川流域で多様な環境活動をしている団体や住民の方々とゆるやかなネットワークをつく

り、時には協力しあい、時には刺激をうけあいながら、より一層の活動の充実と、その広がりに期待し

たいと、九頭竜川流域ネットワークを築いていきたいと考えております。 

 情報交換と各活動の報告、そして流域に住む住民の方々に楽しく広報していければと、各団体

が原稿を持ち寄り、一冊の通信にまとめました。 

 

九頭竜川流域で環境活動をされているグループ・団体で、我々「ミクマリ通信」に御賛同していた

だける方参加しませんか？皆様の日ごろの活動を紹介してください。掲載費用はかかりませんが、

共有データを各々の団体にて、フリーペーパーの印刷・配布、ホームページに掲載等広報活動を

お願いします。参加ご希望の団体は事務局まで御連絡ください。次回 Vol.４は１０月頃の発行を予

定しています。 

 

 

６月１２日（土）九頭竜川のアユ釣りが解禁になりました。九頭竜川は鮎釣

りのメッカでもあります。 

サクラマスに続き鮎シーズン。全国の釣人から福井県が注目される！県

外からも多くの釣り人が集まり、腰まで水につかり鮎の友釣りを楽しんでいま

す。橋の上や河原から覗くと、鮎が石についた藻類を食べるときに魚体が

キラキラと水中で光って見えます。良質な藻がつく石は、鮎が食んでピカピカに磨かれて他の石と

色が違って見えます。そんな鮎について少し調べてみました。 

鮎は、サケ目・アユ科に分類される魚で３０cmを超える大物もいる。アユの成魚は川で生活し、川で

産卵するが、仔稚魚期には海で生活する。9月-2月頃、親のアユは川の下流に降り、砂や小石の

多い浅瀬で集団で産卵する。2週間ほどすると孵化する。仔魚は数日のうちに海あるいは河口域

に流下し、そこでプランクトンを捕食して成長する。稚魚期には、プランクトンや小型昆虫を捕食する。

稚魚は翌年 4月-5月頃に 5-10cm程度になり、川を遡上するが、この頃から体に色がつき、さら

に歯の形が岩の上のケイソウ類を食べるのに適した櫛（くし）のような形に変化する。川の上流から

中流域にたどり着いた幼魚は水生昆虫なども食べるが、石に付着するケイソウ類を主食とするよう

になる。アユが岩石表面の藻類をこそげ取ると岩の上に紡錘形の独特の食べ痕が残り、これを特

に「はみあと（食み跡）」という。アユを川辺から観察すると、藻類を食べるためにしばしば岩石に頭

をこすりつけるような動作を行うので他の魚と区別できる。多くの若魚は群れをつくるが、特に体が大

きくなった何割かの若魚はえさの藻類が多い場所を独占して縄張りを作るようになる。縄張りは 1尾

のアユにつき約 1m四方ほどで、この縄張り内に入った他の個体には体当たりなどの激しい攻撃を

加える。この性質を利用してアユを釣り上げるのが「友釣り」夏の頃、若魚では灰緑色だった体色

が、秋に性成熟すると「さびあゆ」と呼ばれる独特の婚姻色へ変化する。成魚は産卵のため下流

域への降河を開始するが、この行動を示すものを指して「落ちあゆ」という呼称もある。産卵を終え

たアユは 1年間の短い一生を終える。 
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緑のリレープロジェクトでは毎月第一日曜日を活動日にして、三国町の里山整備をしています。不定期ながら

平日のみどリレー活動も行っています。今年度は森の整備をしながら、遊具を作ったり、森のクラフト展（10 月

31日）、キノコの観察会（10月予定）などのイベント開催などの企画もしています。少しでも多くの人々が遊び

に立ち寄ったり、ボランティア活動に参加して森に接し、自然との暮らしを楽しめればと思います。 

 

6月の活動内容：下草刈り、森のブランコ修理（ロープを交換しました）、古くなった遊具の取り壊し 

7月の活動内容：下草刈り、枯れ木の伐木・玉切り、薪つくり 

 

 

 

 

 

 

7月なのにナメコが              ミョウガが顔を出しまし                                    

出ていました！      トンボの羽化（7/4） た。(7/4)         森のブランコ修理 

 

          

「ナメコの原木からキノコが生えているよ。」 

キノコの会の中田さんがサクラにナメコ菌を植菌して、原木栽培をしているナメコの木。一般的にナメコは秋

(10～11月)に収穫するキノコ。6月の終わりにでてくるなんてことあるんだろうか？？？ 

早速中田さんが県のグリーンセンターへ。グリーンセンターにはキノコの専門家の笠原先生が勤務され、キノコ

のことについて教えてもらえます。結果は・・・時期としては珍しいが間違いなくナメコとのこと。ナメコは気温が

15度を下回るとキノコが発生するそうです。 

今年の春は長雨でした。５月・６月まで涼しい気温が続き、夜は肌寒い気候。この天気がナメコ発生のきっか

けとなったのでしょうか？思いがけず季節はずれの収穫を頂くことができました♪ 

草刈をしていると草のしたからキノコが生えています。これは何だろう？大きいものから小さいもの、サルノ

コシカケ風のもの。見てもわからないのがもどかしいところです。10 月にキノコの観察会を企画しています。講

師は笠原先生にお願いしました。キノコの世界をのぞけるチャンス。興味ある方は事務局までご連絡ください。

（詳細は次回のお知らせとなります。） 

 

  

 

「海の色が茶色に濁ってるぞ」空は五月晴れの快晴。風は穏や

か。気持ちのいい 5月の朝。海を見渡すと沖の方はいつもの青色なのに、手前が広く茶色く濁っている。 

 みどリレーでは海水を汲んで、里山活動で出た薪を使って塩を作っている。天気の悪い日や波が高い

日は海水が濁って砂が混じるから、天気のいい穏やかな日を狙って海水を汲みに行く。今日は最高のい

い天気。波も穏やか。絶好の海水汲み日和のハズ・・・なのにどうして！？ 

 数日後、九頭竜川沿いを車で走っていると、上流はきれいな流れだったのが、田んぼが始まる地域か

ら川が濁り始めた。季節はちょうど田植えシーズン。田んぼに水を張り、しろかきをする。田んぼの水

が九頭竜川に入り、集まる。そうして集まった水が流れ、沿岸部の海に流れこんで濁っているようだ。

近所の漁師さん曰く「田植えが終わるまで濁りが残ってこの辺りは釣りにならんよ」 

 濁った海水ではキレイな塩は作れない。田植えが終わるまでは塩つくりはお休みすることに。川と海

のつながりを塩つくりから感じた出来事でした。 



三国は北前船の寄港地として栄えていた湊です。 三国湊は九頭竜

川と竹田川の河口に位置し、九頭竜川の上流から運ばれる土砂が河

口に堆積して、船舶が入港できないことに悩まされていました。 江

戸時代は九頭竜川河口に「水刎(みずはね)」を作りました。これは九

頭竜川の強い水流の流れを水刎にぶつけ、竹田川へ導き、その水流

で土砂を海へ押し流す仕組みです。この仕組みは 20～30年毎に修

理が必要で、費用がかかっていましたが、江戸時代は水刎のシステ

ムで湊を維持してきました。 一方、竹田川の河口の村は水刎ができ

ることで洪水が起こりやすく、水が何度もついて困っていたため、

江戸の末期に水刎を取りました。 するとどんどん土砂が河口に堆積

して、船舶が入港できない状態になってしまいました。 そもそも三

国湊は浅瀬で「危険な湊」として知られていたらしく、広重の版画では舵を上げて入港待ちする図が描かれて

います。 湊民は政府に訴え、そこで三国に派遣されたのが、オランダ技師として来日していたエッセルでした。 

だまし絵で有名な M.C.エッシャーの父親です。エッセルは三国から九頭竜川の上流まで歩いて調柶を行い、日本

に合った工法として粗朶沈床工法を用いた弧形の突堤を採用しました。 オランダは国土の多くが干拓した土地

で、水利工法技術が進んでいましたが、川は広く土地は平野で穏やかです。 日本は山がすぐ近くにあり、川は

流れが急でオランダとは条件がかなり異なります。 三国の突堤は弧形にして河口の銚子口を極端に狭めるこ

とで、日本海へ排出する水流の勢いが増してその水流の強さを利用して土砂を排出するというものでした。 

 

 粗朶とは広葉樹のナラ・クリ・カシ・サクラなどの枝の事で、粗朶沈床工法はこれを束にして格子状に組み、杭や

ツル様の柔軟性に富む枝を用いて大きなマット状にして沈め、上から石を投入し、海底に沈めます。 粗朶沈床工

法により、突堤が沈んだり流されないようにします。 コンクリートの根固めブロックではコンクリートの下部が浸

食され50年ほどで地中に沈んでしまうことがありますが、三国の突堤の粗朶沈床工法は 120年経過した現在で

も現役で機能しています。 木は水の中に入るとなかなか腐りません。 鳥浜貝塚の縄文の船も腐らず出土した

ように、木は水の中では数百年、数千年持ちます。 工事は 1878年 5月に着工、1882年に 500メートルの突堤が

一応完成していますが、実際は 6～7年かかった工事でした。 日本海の工事は作っては壊れ、壊れては作って・・・

の繰り返しだったといいます。  

 

三国では以前、粗朶沈床を試作しました。 新潟に北陸粗朶業振興組合というところがあり、いまでも粗朶工法

を受け継いでいます。 その会社に手伝ってもらいましたがすごく大変でした。3/4のモデルを 1つ作るだけだっ

たのに、山が一つ丸裸にしなければ材料が取れない。 こんなにたくさんの木がいるのか、ということが驚きで

した。 当時は三国の森が丸裸になって他の地域からも木を採ってきたんだろうと思います。 木の中ではヤマ

ザクラが一番丈夫とのことでした。 7～8年の広葉樹が、1番しなり、強度が強いそうです。 丸裸になった山は、

「ひこばえ(萌芽」といって切ったところからわき目が出て、10年ほどすると再び粗朶が取れる山に戻ります。 

そうやって里山の森は循環していたと思います。 昔話で「おじいさんは山に柴刈りに」、の柴がひこばえであり、

粗朶の事です。 粗朶工法とコンクリートの護岸工事を比較すると、粗朶工法の方が長持ちし、生態系の回復も早

く、森と川海の循環につながり、二酸化炭素を削減する工事ができます。 護岸工事としてはすごくいい。 ただ

人手がすごく必要でお金がかかるため、効率は悪い。 最近では三国のヨットハーバーと伊崎公園で粗朶工法

が採用されましたがこれは例外的です。 新潟では里山で、8年サイクルで粗朶を作っているそうです。 里山の

管理、ＣＯ２削減、生態系に対する影響など粗朶工法 の魅力はたくさんあります。 

川や林道整備・山腹工事の土留めをする粗朶
そ だ
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など、色々な工法があります。 

 

三国の突堤は 120年経過しても充分に機能していること、オランダの粗朶沈床工法を用いた日本最初の工事で

あることが評価されて、平成 15年(2001年)国の重要文化財に指定されました。 地元ではこの堤防を親しみを

込めて「エッセル堤」と呼んでいます。 



 

私たちは池田町内の環境を守る活動をつなぐお手伝い。 

町内は夏を前にいろんな活動が本格化。 

そこには個人、団体の壁はありません。 

子どもからお年寄りまで、みんな助け合っています。 

小さな活動もつながれば大きな力になります。 

川でつながる皆様とも同じように、 

これからもミクマリの心でつながってゆきましょう。 

●  

いけだエコキャンドル 2010  

（9/25開催）に向けて「廃油ろうそくづくり」  

7/21～8/9 平日夜 7時 30～ 

会場：池田町開発センター調理室 

飛入り参加も大歓迎。グループアートも募集開始。 

問い合せ先 電話 0778-44-8004 

いけだエコキャンドル実行委員会事務局 

 

 

このページでは、ミクマリ通信に参加している団体からのメッセージや、問い合わせ先、活

動予定を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒910-2512 今立郡池田町稲荷 35-4  

ＴＥＬ：0778-44-8004 

 環境パートナー池田 

（池田町役場総務政策課内事務局） 

ホームページ： http://ikedanosato.jp/  

池田の郷水と土を守る会  

メール： koppoi@angel.ocn.ne.jp   

(環境パートナー池田 理事 長谷川浩） 

平成２２年６月１日 サクラマス・レストレーションが、環境省の「水・土壌環境保全活動功労者表彰」を 

受賞しましたので、お知らせいたします。 

今日まで、ご支援してくださいました皆様に、厚く御礼を申し上げます。今後も九頭竜川のサクラマス

の自然再生産をめざし、全国のフライ・フィッシャーと九頭竜川流域の皆さん、行政や県と連携して、

活動を続けていきたいと思います。 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

〒910-1142 

福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島 34 

ホームページ：http://sakuramasu-r.org 

メール： nami@amaya.ac.jp 

事務局 天谷 菜海 

携帯 ０９０－８０９５－３２７３ 

 

  

 

 

http://ikedanosato.jp/
mailto:koppoi@angel.ocn.ne.jp
http://sakuramasu-r.org/
mailto:nami@amaya.ac.jp


毎月第一日曜日が活動日です。 

◎ ８月 １日（日）里山実践活動（下草刈り・危険木の除去等） 

◎ ９月 ５日（日）里山実践活動( 〃 ) 

その他の活動予定 

・９月 ワークキャンプ開催予定 

・１０月３１日（日） 森のクラフト展 

・１０月 きのこの観察会 

詳細が決まり次第ＨＰに掲載します。 

 

「かぶと虫の里」で、かぶと虫・クワガタ探し、 

薪づくり、ドラム缶窯で炭焼き,ツリーハウスや 

遊具作りなども考えています。 

 

 

２０１０年７月２４日(土)～３０日（金） 

      の一週間のプログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〒９１０－０８５２ 

福井市松城町１０－７ 

（”たねと、はっぱ。”内） 

ＴＥＬ：０７７６－５２－８８３５ 

メール：taneha＠infofukui．com 

事務局  後藤 ひろみ 

 

〒913-0046  

福井県坂井市三国町北本町 4-5-5   

ＴＥＬ：0776-81-3921（三國湊座内）  

ホームページ： 

http://www.mikuni-minato.jp/midorelay  

メール：midorelay@mikuni‐minato.jp  

事務局 竹内 英樹 

(雄島漁業協同組合米ヶ脇支所) 

Nan's Sea Natureschool 

〒913-0057  

福井県坂井市三国町米ヶ脇 4-4-28 

Tel.0776-82-6918  fax.0776-82-6021 

Mobile.090-3290-7695 

kanpei7hiromaru@wit.ocn.ne.jp 

担当 松田 泰明 

 

 

〒913-0052 

福井県坂井市三国町運動公園 3-5-13 

電話 0776-82-8128   

FAX 0776-88-0036 

メール : ecoschool@mikuni-minato.jp 

ホームページ： 

http://www.mikuni-minato.jp/eco ｰ ws 
 

 

ＨＰ：www.ｋatsuyama-ohara.com 

メール： ohara-eco＠nifty.ｃｏｍ 

ＴＥＬ： ０９０－２８３４-９２４４ 

代表 國吉 一實 
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九頭竜川水系の流域面積は福井

県の約７割を占め、大きな恵みを与

えています。 

さまざまな形で関わりあう私たちは、

流域ネットワークの未来に向けて活

動を広げていきたいと考えています。 
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