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南アルプスの高山植物を守る
～お花畑に防護柵設置～
飯田市は、初めての取り組みとして八月二十八日
土
( か)ら三十日 月( に)かけて、南アルプス国立公園
兎岳（飯田市・静岡市葵区所在、標高二八一八㍍）
のお花畑をニホンジカの食害から守るため、防鹿柵
の設置作業を行いました。
飯田市は、
長野県から、
お花畑の踏み荒らしを
アサヒビール（株）の寄 防ぐため、最小人数の十
付を活用した「民間との 三人の人員が自炊により
協働による山岳環境保全 二泊三日で行いました。
事業補助金」を受け、南
メンバーは、遠山山の
アルプス食害対策協議会、 会会員、ボランティアの
林野庁、環境省の協力を 方、南信森林管理署、伊
得て、兎岳山頂付近の約 那市、飯田市の職員によ
一一〇〇平米に柵を設置 り構成し、遠くは茨城県
しました。
つくば市、埼玉県東松山
市からの参加も
ありました。二
十八日は林道を
車で移動し、朝
六時過ぎから登
山道に入り、兎
岳避難小屋まで
は約六時間かか
りました。
防鹿柵の設置
場所には、タカ
ネビランジ、イ
ブキジャコウソ
ウ、タカネコウ

リンカ、
ヨツバシオガマ、
タカネツメクサ、ミヤマ
コゴメクサなど私達が調
べて分かったものだけで
三十八種類もの高山植物
が生い茂っていました。
お花畑周辺を含め、山
頂まで鹿道が出来ていて
背の低いハイマツは踏み
付けられ、背の高いハイ
マツ帯はトンネルが出来
ていました。山頂に比較
的近いハイマツ帯でニホ
ンジカの糞と思われるも

のや、まだ小さなうちに
花の部分が食われたのか
茎だけが成長したタカネ
マツムシソウも数カ所で
確認されました。
三日間天候に恵まれ、
無事、設置作業を終えて
下山することができまし
た。
今後は、設置した柵を
定期的に監視し、適宜補
修するなどして見守って
いく必要があります。
（飯田市環境課投稿）

アレチウリとの戦い
～今後も継続実施～
皆さんは、アレチウリ にとっては好ま
をご存じですか？
しいことではあ
アレチウリは、外来植 りません。
物（北米原産）、ウリ科
そのため、県
の一年生植物です。同じ では、毎年七月
ウリ科植物であるキュウ の最終日曜日を、
リやカボチャに似た葉っ 「アレチウリ駆
ぱと巻きヒゲが特徴です。 除全県統一行動
アレチウリは繁殖力が 日」と定めて一
強く、これが侵入した土 斉駆除を行うな
地は一面アレチウリで覆 どアレチウリの
い尽くされることとなり 駆除を推進して
ます。他の在来植物が壊 います。
滅状態に追いやられてし 《理想的な駆除
まうことから、河川環境 方法》

① 確実に根から抜き取
る。
② 一年に複数回抜き取
る（六・七・九月の三回
駆除できればベスト）。
③種をつける前に抜き取
る（できるだけ小さいう
ちに抜き取る。）。
④アレチウリが現れなく
なるまで数年間続ける。
今年も統一行動日であ
る七月二十五日を中心に、
県下各地でアレチウリ駆
除活動が行われました。
なかなか理想どおり駆
除できるものではありま
せんが、県では、今後も
大勢の方に御協力いただ
き、駆除を進めていきま
す。
（伊藤主任記）

きた先人たちの生き方そ の生き方が南信州の文化 右折する場合は、方向指 がります。 （今村記）
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編 集 後 記
南信州で生きていくということ。
ということ、そして、そ ここにある。
また、交差点で信号停
地球温暖化防止活動推進員
止した先頭車は、反対側
九月に入り、朝晩を中
杉浦 歩実 （
飯田市）
の信号が黄色になったら、 心に涼しくなり、やっと
去りにしてしまう
ニュートラルのままでエ 秋らしくなってきました
エコドライブ講習会体験記
速い毎日。このま
ンジンをかけ、
後続車は、 が、
今年は暑い夏でした。
まではいけないと、
動けるタイミングを計っ 気象庁の統計によると、
誰もが今、感じて
県では、長野県地球温 一校です。
てそれに間に合うようエ 飯田測候所（飯田市高羽
いるからこそ「日 暖化防止県民計画におい
さて、誰もがエコドラ ンジンをかける。
町）では、八月の月平均
本一の谷・命のオ て、温暖化防止の取組み イブには、急発進、急停
スタートする際は、五 気温が観測史上一位とな
アシス・文化の宝 の一つとして「エコドラ 止しない、スピードは控 秒で二十㎞／時になるよ る二十六度七分、最低気
庫 南信州」私た イブの普及」を掲げ、広 え目にするなど心がけて う緩やかに加速する。
温も八月二十四日に観測
ちの生きるこの地 く県民にエコドライブの いると思います。
これらを実行するため 史上一位タイとなる二十
域から、生きるた 実施をお願いしており、
また、ＡＴ車では、通 には、目の前の車だけで 四度五分を記録し、記録
めに必要な資源を その模範として県職員が 常、ドライブモードで運 なくその前方までの状況 の上でも暑い夏であるこ
大切にする想いを 率先して取組む事が重要 転をしていますが、下り を把握して運転しなけれ とが裏付けられました。
社会に広げ、伝え と考えています。
坂では、エンジンブレー ば的確にはできません。 また、九月に入っても、
ていきたい。その
その折、飯田地球温暖 キを活用しています。
この指導に従った結果、 九月四日に三十六度一分
想いを共有する仲 化対策地域協議会が主催
今回の講習会で学んだ リッター当たりの走行距 の猛暑日を観測するなど、
ものすごく早いスピー 間と共に水、森、山、農、 し、アジマ自動車学校に ことが何点かあります。 離が二十二％改善されま 残暑も厳しい夏でした。
ドで急成長してきた社会、 人と人、循環をテーマに お い て 南
まず、交差点に向かう した。
この暑さで体調を崩さ
｢ 信 州エ コ ド ラ
あふれんばかりの便利な 様々な活動をしてきた。 イ ブ 千 人 プ ロ ジ ェ ク ト ｣ 際、停止する場合は、ア
何だ、その程度でエコ れたり、地球温暖化を実
モノの中に生活している 自然と共に生きる社会環 が実施されることになっ クセルを踏むのを早めに ドライバーになれるかっ 感された方もいるのでは
私たち。ふと気付けば、 境を創っていく中で、何 たため、下伊那地域の県 止め、エンジンブレーキ て？ 答えはノーです。 ないでしょうか。全てが
その生活のサイクルに追 も分からない私たち次世 機関は、これに参加する を活用する若しくはニュ
そもそも皆さんは、多 温暖化の影響であると言
われ、いつかはなくなっ 代の役割は、まず、先人 ことになり、七月下旬に ートラルにギアを入れる。 少、燃費が悪くたって運 い切ることはできません
ていく資源のこと、循環 の方々に生き方を学び、 エコドライブ講習会を体
そして、五秒以上停止 転が楽なＡＴ車を選んだ が、このような状況の中
された自然があってこそ 経験、知恵を引き受け、 験してきました。なお、 する場合は、エンジンを のだから、エコのため小 で、私たち一人ひとりが
の資源のこと、その資源 同世代に伝え、そして、 アジマ自動車学校は、交 切る（停止中のギアはニ まめな操作をするのは難 意識を持ち、
身近なこと、
を守り続けてきた人々の また次の世代に伝えてい 通エコロジー・モビリテ ュートラル）。
しいと思います。が、心 できることから取り組ん
存在。モノの豊かさとは くことだと活動を通して ィ財団からエコドライブ
ただし、
エアバックは、 がけて運転しては如何で でいく必要があるのでは
逆に、心の豊かさが忘れ 見えてきた。自然と向き 講習会について認定され 電源が通じていないと作 しょうか。そうすれば、 ないでしょうか。
られ、大切なことを置き 合い、命をかけて生きて ている県内二校のうちの 動しないため、また、左・ きっと安全運転にもつな
（矢崎記）

〒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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～日本一の谷を眺め、おそうじ活動～

に違いは無いと思います。 に地域の皆さんに協力を ます。一人の力は小さい ぞれの市町村が、綺麗な
希少種の保護と地域とのつながりについて
この二つが一緒になった 頂き片付ける事が出来ま ものです。環境を良くす 地域になることを願って
希少野生動植物保護監視員
らすごい力を発揮すると した。この場所は、あま るため多くの皆さん方に やみません。
南坂 博和 （
大鹿村）
思
い
ま
せんか？
りに草が多くその後にお 協力いただくことでそれ
私たちが暮らす南信州
先日、大鹿小学校 いても再びゴミが捨てら
には、沢山の植物や動物
から依頼があり６年 れる心配があったので、
ニホンジカの食害 その後
が生息しています。希少
生とその保護者を三 私が思い切って草刈をし
種に限らず、それらを守
伏峠に案内しました。 ました。それが功を奏し
希少野生動植物保護監視員
って いくには、地元の
三伏峠のお花畑で実 たのか、それ以降は、ま
成澤 宏長 （
飯田市）
方々の理解と協力がない
施されている高山植 とまったゴミ捨てもなく
と不可能ではないでしょ
物の保護活動を紹介 なりました。
以前「遠山郷の
うか。希少種などの保護
しました。子供たち
当地域には、お陰様に サクラソウ」（第
活動をしていると、地域
の真剣な表情が非常 大きな家電製品といった 六号）で鹿除けネ
の方が実施している活動
に印象的でした。今 廃棄物はありません。そ ットの設置につい
と、心ならずも対立して
後も貴重な地域の自 の代わり、相変らず一般 て記しましたが、
しまう場面があると思い
然環境を次代に引き ゴミのポイ捨ては後を絶 最近の鹿の食草は
ます。その際、頭ごなし
継 げ る よ う 地 域 の ちません。信州への入り 更に変化し、今ま
に「法律違反してるから
方々と協力しながら 込み客が多くなり、特に で有毒又は嫌いな
ダメ」と言ってしまった
努力していこうと思 野外活動が盛んになる夏 味とされてきた草
場合、相手はどのような
います。
休み・お盆休みにおいて をも食する現象が
気持になるでしょうか？
は、訪れた人たちに信州 多く見られます。
不法投棄監視パトロール
一般の方々で、県の条
の自然を少しでも気持ち その例として、毒
例やましてや種の保存法
よく満喫してもらえるよ 草であるトリカブ
不法投棄監視連絡員
などを理解している人は
う巡回に力を注いでいま トやタケニグサな
嘉寺 耕作 （
阿智村）
非常に少ないと思います。
すが、それでも一般ゴミ どの若芽が食われ、今ま その成果は破られてしま
なぜ希少種や地域に古く
私は、国道２５６号と
の不法投棄は一向に で食害されなかった希少 いました。ポリエチレン
から生息している種の保 行き止りのある村道や林
減りません。投棄す 種のヤマシャクヤクやベ やステンレスを混入した
存が必要なのか、外来種 道を監視区間として巡回
る人たちのモラルが ニバナヤマシャクヤクは、 ネットは簡単に食いちぎ
の持ち込みはどのような しています。今年、この
大変残念でなりませ 花だけでなく葉までが食 られ、十二㌢枡目の金網
影響があるのか、私たち 区間に写真掲載のゴミの
ん。
され、今後、植生の減少 はトンネル状態が目立つ
も伝える努力が必要では 投棄がありました。場所
私たちが地球全体 になるのではないかと危 様になりました。
ないでしょうか。
は、清内路トンネル入り
の大自然を考えれば、 惧されるところです。
今、林業においては植
地 域 の 方 々 も 私 た ち 口付近です。量が多かっ
もっと自然と環境の
さて、サクラソウの防 栽木の食害防止にあちこ
も、手法の違いはあって たため、このゴミは、阿
ことを考えれば自然 護柵はその後どうなった ちで、この金網による、
も、地元を愛する気持ち 智村一斉のゴミゼロの日
と向き合えると思い か・・・。残念なことに かなり頑強に、また丁

を踏むと疲れがすぐに溜 市長は、往路と帰路プラ
寧に設置された防護柵
一般にこれら防護柵に
自転車に乗りまいか
まります。
ス約十㎞を自走しました。 を見ることができますが、 使われる金属製のネット
ところで、本年六月十 やっぱり日頃ちょっと乗 それでも鹿や猪と思われ は十㌢枡目が多く使われ
地球温暖化防止活動推進員
北澤 拓 （
飯田市） 二日には、飯田市役所自 っているのが良かったの る獣道トンネルが出来上 ますが、これを四㌢枡目
地球温暖化防止には、 も感じられ本当にエコロ 転車部十二名が飯田市役 かも・・・。
がっています。ぐるりと 以下のネットにすること
自転車が有効であること ジーなのです。
所から駒ケ根駅までサイ
これからは自転車に乗 広い面積をカバーしたつ が被害の状況から見て有
は皆さんもご存じのとお
多くの人に「飯田は坂 クリングをし、飯田線で るのにとても良い季節で もりの防護柵もたった一 効であると思われますが
りです。
道が多いので自転車はダ 帰って来ました。片道約 す。とりあえず乗ってみ 箇所のトンネルでその役 コストの上昇が避けられ
自転車の最も良いとこ メ」と言われますが、ち 四十二㎞を中高年と還暦 まいか自転車に、いいこ 目を失ってしまいます。 ません。今後、こうした
ろは、まず健康に寄与し ょっと工夫すればそんな 間近の人びとでもちゃん といっぱい見つけられる かと言って度々見回りを ことを考慮した更なる取
ます。何といってもおな にムリなく利用できます。 と行くことができました。 で。
して修繕をすることもま り組みが必要と思います。
かがへこみ、太ももが引 次の事項を参考に。
ちなみに、一部員である
た大変なことです。
き締まりお尻がきゅっと
自転車はママチャリと
締まります。毎日お酒を 決め込まないで、クロス
前を調べたり、野鳥の鳴 ―瑠璃寺―隣政寺―松原
遊歩道脇の植樹
飲んでも、自転車で通勤 バイク（ロードバイクと
き声に耳を傾けたりする、 高原―上伊那郡へ
往(復十㎞位 し)ていれば、 マウンテンバイクの中間
自然そのままの場所だと
自然保護レンジャー
大丈夫です。ランニング の機種）を選んでみてく
中島 逍遙 （
飯田市） 思っておりました。
などで起こりやすい膝等 ださい。ピンキリですが、
その歩道に沿って、か
の関節を痛める心配もあ 安いものより少しお金を
気になることがありま
歩いておりますと、違 つてなかった樹木を、し
りません。季節の移ろい 出すと失敗がありません。 す。
和感があり、不自然な感 かも、ほぼ等間隔に植樹
クロスバイクで通勤も遠
私の住む伊賀良の西部 じがするのです。「自然 してあります。「モミジ
足 ロ
とは、
自分の足で、 街道」や「サクラ街道」
( ン グ ラ イ ドと い う 山麓を通る「信濃路自然 歩道」
には近い距離 も
) 大 丈 夫 歩道」の脇に、数年前に ゆっくりと歩きながら、 にするのであれば、話し
です。
植 樹 さ れ た と 思 わ れ る 自然形成された、森や林 は別です。しかし、「自
自転車には、毎日でな 「モミジ」や「シダレザ （人工林も含む。）や川 然歩道」であるなら、周
くてもいいので十五分位 クラ」が成長して、目立 などの、その自然を楽し 辺の自然を最優先にすべ
乗ると、直に慣れて三〇 ち始めております。
み、眼にふれる植物の名 きと思うのです。
分位平気で乗れるように
如何なものでしょうか。
なります。ゆっくり走っ
※信濃路自然歩道のう
ても風が当たるので気持
ち、下伊那地方で整備済
ちよく走れます。自転車
みの主な経過地
のギヤは少し軽めにして
園原―富士見台―清内
「くるくる」回す感じで
路―梨子野峠―鳩打ち峠
乗ってみてください。進
―沢城湖―梅ヶ久保公園
まないからと重たいギヤ
―妙琴公園―八王子公園
歩道脇のショウジョウバカマ

八王子公園のタムラソウ
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網が破られ穴に

