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ているのです。
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しいことです。相手にや 地球温暖 化防止セミナ
って欲しいことは、自分 ーの開催について
が率先して行うよう心掛
けている毎日です。
▼今後の開催予定

意見がありました。
最後に、かつてない規
模で拡大している深刻な
農林業被害や自然環境の
破壊が正に危機的な状況
にあるとの認識に立ち、
この待ったなしの問題解

創刊にあたって
企画編集委員長 松澤肇（飯田市）

～分野間の交流・連携を目指して～

決のため、関係者が一丸
となって、個体数の調整
や防護柵・緩衝帯などの
設置、捕獲した個体の有
効活用、高山植物の保護
などの対策に取り組むこ
とを決議しました。
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月）の発行を予定してい
推進員の皆さんには、 ます。
別途通知してあります。 推進員等の皆さんから
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・月尾嘉男教授を囲んで
の意見交換会、かまど
体験等による交流会

2007.7.27 小林正明氏提供

なりました。
この通信を通じて、地
域の課題・問題点などを
共有することで、活動の
充実を図り、地域住民の
環境保全に対する関心を
高めることができればと
知事から委嘱された私 考えています。
もとより推進員等のご
（信州大学農学部竹田助 たち環境関係推進員等九
教授）など、対策への助 十名は、それぞれの分野 支援・ご協力なくしては、
で自然と環境を守り育て この通信を継続すること
言がありました。
猟 友 会 会 員 か ら は 、 る活動を行っていますが、 はできません。私たち企
「会員は年々減少し、高 現下の自然・環境は、多 画編集委員は全力で取り
齢化の問題も抱えている。 くの課題・問題を抱えて 組むこととしております
行政担当者から率先した おり、推進員等の活動も ので、ホットな情報と、
行動を」「捕獲しても山 広範にわたり、分野間の 忌憚のないご意見を積極
に放置する訳にはいかず 連携が不可欠となってい 的にお寄せいただきます
ようお願いします。
処理に困る。」「免許の ます。
このような状況を踏ま
この通信が、南信州の
維持経費、捕獲や処理に
費やす時間の負担も大き え、この度、分野間の交 自然と環境を守り育てる
い。」など、猟友会任せ 流と、情報を共有するた 一助になることを願いま
でなく、地域全体での取 めの通信「南信州環境ネ して、創刊の挨拶といた
り組みが必要であるとの ット」を発刊することに します。

2007年

地 球温 暖化防 止活動 推進員

TEL 0265（53）0434 FAX 0265（23）3393
E-mail shimochi-kankyo@pref.nagano.jp

管内の地球温暖化防止
活動推進員を対象として

シカの食害で意見交換会
1963.7.28 中津頼照氏提供

年調査した南アルプスの
三伏峠付近では、高山植
物が壊滅的な状況である
ことが報告されました。
専門機関からは、「ニ
ホンジカは一歳から毎年
出産し、十年で三倍にな
る可能性もある。メスを
捕獲しないと増加は食い
止められない。」（長野
県林業総合センター岡田
研究員）「防護柵は十分
な高さで、中を見せない
ようにし、くぐりぬけを
防止することが大事。」

1963年

農林業被害二億三千六百万円 高山植物も危機的状況

八月二十九日、飯田市
内において「飯伊地域ニ
ホンジカ被害に係る関係
者意見交換会」が、農林
業関係者や専門家、行政
担当など約百人が一堂に
会して開催されました。
現状報告では、飯伊地
域の平成十八年度のシカ
による農林業被害額は、
二億三千六百万円で十年
前の約一・五倍に急増し
ている現状を県側から報
告、伊那谷自然友の会の
小林正明会長からは、今

南アルプス三伏峠のお花畑

竹村直子（豊丘村）

編集・発行／南信州環境ネット企画編集委員会

今年の夏は、日本の最高
気温が七十四年ぶりに更
新されるなど、暑さに苦
しめられました。
ここ何年かは夏が訪れ
る度に、前年より暑く感
じるような気がしていま
す。
県外から来られる方が
「長野県は涼しい」と言
われるこの地におきまし
ても、真夏になると窓を
開けて走っている自動車
を見かけることは、至難
の業です。エアコンを思
いっきり利かせているこ
とでしょう。
私は自動車免許を取得
して以来今日まで、雨が
降ってガラスが曇って仕
方の無い時だけしかエア
コ ン は 使 い ま せ ん 。（ 家
にはエアコンを付けてい
ま せ ん 。） 窓 を 開 け れ ば
草木の間を駆けてきた気
持ちの良い風が入ってく
るのに、なぜエアコンを
使うのでしょうか。

〒395-0034 長野県飯田市追手町 2-678
下伊那地方事務所環境課内
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自然保護レンジャー
中島逍遙（飯田市）
平成十三年から、長野県の美しく豊かな自然環
境を保全し、後世に伝えていくため、
「自然保護レ
ンジャー」制度がスタートし、私たち自然保護レ
ンジャー十八名（全県四百六十一名）は、自然公
園等の保護や適正な利用、自然環境の保全に関す
る意識の高揚を図るための活動を行っています。
「大平峠県民の森」の湿地に、例年ですと四月
下旬、雪解けの頃に純白の花を咲かせるミズバシ
ョウの群生地があります。
しかし、ミズバショウはもともと大平には自生
していなかった植物で、誰かが移植したものです。
果たして、それでよいのかという疑問が出てまい
ります。私は自然保護の立場で申す訳ですが、望
ましいことではないと考えております。
自然とは、砂
防工事等の県土
を保全する行為
の他は、古来そ
の地に存在する
ものだけに留め
るべきと考えて
います。
植生を変える
ことなどは、観
光目的の行為で
あって、公立公
園には相応しく
ないと、保護活
動の道すがら、ブツブツ呟くことが多々あります。

地球温暖化防止活動推進員
今村良子（飯田市）
私たち地球温暖化防止活動推進員四十名（全県
二百四十七名）は、
「地球温暖化対策の推進に関す
る法律」に基づいて、平成十五年十一月に「地球
温暖化防止活動推進員」制度がスタートして以来、
学習会や講演会などを企画して、地球温暖化の仕
組みや二酸化炭素の排出状況について、効果的な
対策等のアドバイスを行うなど、地域活動の旗振
り役、先導者として活動しています。
八月上旬、
「ＮＰＯ法人いいだ自然エネルギーネ
ット山法師」が、飯田市下久堅下虎岩に仮オープ
ンした体験交流拠点施設『エコハウス「風の学舎」
』
を訪れる機会を得ました。当施設は、風力発電、
太陽光発電などの設備を備えた化石燃料ゼロハウ
スでした。
体験交流を通して、地球温暖化防止の実践手法
を会得させるアイディアに感銘しました。
今夏の気温は
体温よりも高い
と言われる異常
気象でした。
地球温暖化が、
諸々の現象とし
て徐々に現れて
きています。
地球温暖化防
止に関わること
で、私たちに出
来ることは、率
先して実行する
よう心掛けたい
ものです。

不法投棄監視連絡員
佐々木健康（飯田市）
私たち不法投棄監視連絡員十五名（全県百名）
は、廃棄物等の不法投棄を早期に発見するととも
に、これを未然に防ぐためにパトロールなどを行
っています。
最近社会的な課題として、様々な分野で「モラ
ルの低下」という言葉を耳にします。ゴミの不法
投棄もその一つで、自分の都合のみで生きている
社会性に欠けた人々が多い気がいたします。
先日、私の実家の地区で花火大会が行われまし
た。毎年のことではありますが、たくさんの飲食
等によるゴミが出ます。主催者側から用意された
ゴミの収集場所があるにもかかわらず、心無い人
が何気なくゴミを本来収集場所でない電柱の下に
置いて行くため、その後、次から次へとゴミが捨
てられ、山のようになって行く状況を目の当たり

カタクリもミスミソウの姿はな
く、スコップで掘り起こされた
跡が百も二百もあったのです。
強いショックと罪を感じまし
た。
すばらしい自然を紹介したの
に、そのつけはこうした姿です。
これが、希少野生動植物が置
かれている現状です。

にし、驚きと憤りを感じました。ひと昔前に流行
った「赤信号みんなで渡れば恐くない」状況です。
私の関わっている「不法投棄監視」という六文
字は、何となく法律的でかたい感じを受けますが、
日常生活の中で、一つの手に持つことが出来る小
さなゴミ、例えばタバコの吸い殻一つを本来の場
所以外に捨てた
りする事も大き
な道徳違反、法
令違反ではない
でしょうか？
「不法投棄は止
めましょう」の
啓発よりも、
「分
かっちゃいるけ
ど止められない」
を止めることが
できる人間造り
が必要だと痛感
しています。

希少野生動植物保護監視員
木下進（松川町）
私 たち希少 野生動植 物保護 監
視員 九名（全 県九十二 名）は 、
平成 十六年度 に制定さ れた長 野
県希 少野生動 植物保護 条例に 基
づき 、希少野 生動植物 の生息 、
生育 地の監視 、啓発活 動を行 う
ことが使命です。
私 が県 から与 えられ ている 仕
事は 、サンシ ョウウオ の監視 で
す。 大変困難 な仕事で す。生 息
地の確保は容易ではありませ
ん。 その上、 生息地を 紹介す れ
ば、 すぐにで も採取さ れる危 険
があります。

近年、飯田地方の平均気温は確実に上昇し、真
夏日も年間六十日前後に達しています。
温暖化を個人では食い止めることはできないと
考えがちですが、
地球は、確実に
悪化の一途を辿
っております。
温暖化防止は、
地域や、一人ひ
とりに課せられ
た将来への宿題
であり、責任で
ははないでしょ
うか。
そのように感じ
てなりません。

しかし、こうした現象は今後、すべての動植物
に及ぶと考えたらどうでし ょう！ 例えば、「害
虫」
「細菌類」などです。既にある農家のりんごが
ダニの被害で全滅したことがあり、その要因とし
て、例年よりは暖かい日が長く続き、ダニが生息
できたことが挙げられております。今後、関係当
局において調査が行われることでしょうが、現実
は、予測不能なことが発生していると思います。

もないように多くの人たちは思われるでしょう。

これまでに、こんなことがあ
りました。カタクリ、ミスミソ
ウ等、希少植物の観察会をしま
した。すばらしい自然を共有し
て頂いた思いで、三日後その地
を訪れますと、なんとそこには、

昨年、異常な現象として私が報告したもので、
皆さんに是非知ってほしいことの一つをレポート
します。
写真は昨年十月二十八日に自宅で撮ったもので
す。一見普通の蝶ですが、これが「ツマグロヒョ
ウモン蝶」で、亜熱帯種に属し、本来飯田地方に
は生息していなかったもので、北上してきた蝶で
す。平成時代に入って当地で発見されてはいまし
たが、産卵しても越冬することができないでいた
ようです。しかし、五年ほど前から春先に幼虫の
確認が報告されており、当地で繁殖できるように
なりました。
私が撮影した時期が、十月末であることに注目
しています。成虫は七月から九月末頃までが生息
期間と言われていますが、昨秋は特に日照りが遅
くまで続いたことで、長く生息出来たのでは？と
推測出来ることです。たまたま蝶であり、きれい
で可愛らしい小動物なので、これ自体は何の問題

私たち環境ウォッチャー八名（全県六十五名）
は、身近な生活環境の疑問点や、異常な現象など
を 県や市町 村など に連絡す る活動 を行って いま
す。

環境ウォッチャー
松澤肇（飯田市）

私たちは、かけがえのない「故郷」の
自然と環境を守りたい。
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今、南信州で起こっていること

