
多自然型川づくりに関する研究発表会及び講演会 

日時：平成１６年１０月１６日（土） 

場所：浦添市民会館（２Ｆ中ホール） 

（午後１時30分 開会） 

 

プログラム 

 

 

１．開会挨拶・・・・・・・・・・松本 好郎（沖縄玉水ネットワーク代表） 

 

 

２．研究発表会 

 

◆多自然型川づくり「内川の設計について」 

・・・・・・・渡真利 尚樹（沖縄県南部土木事務所） 

 

 

 

 

 

 

◆小波津川における住民合意の創意工夫について 

・・・・・・・嶺井 直樹（沖縄県中部土木事務所）

 

 

３．講演会 

 

◆「生命を育む水環境を ～多自然型川づくりにできること～」 

・・・・・・・福留 脩文（㈱西日本科学技術研究所長）

 

 

◆ 「宇栄原小学校の環境学習」 

・・・・・・・横山 芳春（那覇市立宇栄原小学校長）

 

４．閉会 



１．開会挨拶  それで、これからここにあります、研究発表、

それから講演会なんですが、細かいことについ

ては司会のほうからご説明があるかと思います

が、まず最初に発表なさる方は、南部土木事務

所の渡真利さんが発表になります。これは内川

ですから、慶良間のほうの座間味村、ことし10

カ月近くも断水が続いたところ。私はその島の

前の島で、私のところは断水なしの渡嘉敷です

が。非常に対照的で、PRするときには後ろの座

間味はハブはいない。ハブがいない島。前の渡

嘉敷は、ハブがいる島と。両方とも争ってＰＲ

しているわけです。ハブがいるから断水はない

んだよと、私たちはＰＲする。向こうはハブが

いないから断水があったなという話をしている

んですが、その話を渡真利さんにしてもらいま

す。ハブの話ではないですよ。山がないために

川をどうやってつくったらいいかということの

お話だと思います。 

松本好郎氏（玉水ネットワーク代表） 

皆さん、こんにちは。 

各地から大勢の方がお集まりくださって大変

ありがとうございます。週末になりますと、天

気がずっとしけ模様で、いつも天気に追い回さ

れているような格好なんですが、南部あたりで

は、いや、もう雨降っても、暴風になってもそ

のままやりますよと、体育館を使ってスポーツ

行事でもやりますよという声が聞こえてきてい

ます。 
 それからその次に、中部土木事務所の嶺井さ

ん。これは小波津川ですので、西原町のこれか

らつくっていかれる小波津川についての、住民

の合意形成という形で発表なさるかなと思いま

す。その後に講演会「生命を育む水環境」、これ

は西日本科学技術研究所の所長さんの福留さん

の講演があります。 

 それにしても、23号、何か沖縄はそれ相応な

感じでもあるし、あるいはちょっとだけひっか

かるような感じもしています。年間何個ぐらい

来るかと思いますと、台風発生16個が平均です

ね。そうしますと、あと３個は間違いないとい

う形になります。でも、きょうの晩とあしたの

朝ぐらいには24号になる可能性がある、小さな

台風が生まれていますので、熱低が。おそらく

今晩あたりで台風24号に訂正されるのではない

かなと、そう思います。 

 それからもう一つ。これは新聞等で相当にぎ

わいました、沖縄の民間から学校の校長に起用

されました横山校長さんの、小学校における環

境学習の話です。 

 質疑応答等の時間を取ってありますので、ど

うぞ最後まで皆さんのご参加をお願いしたいと

思います。終わります。 

 若いころ、船乗りをして、船の船長をしてい

ましたので、気象については非常に敏感です。

寝て風がちょっとビュービューして窓にあたる

と、「あれっ」と思って、気圧計をすぐ見ます。

「あ、これは大丈夫だな」と、こういう感じが

している松本です。 
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２．研究発表会 

 

◆多自然型川づくり「内川の設計について」 

渡真利尚樹氏（沖縄県南部土木事務所） 

 

 ただいま紹介に預かりました南部土木事務所

の渡真利です。発表の前に、一つだけ訂正があ

りますので、皆さん、お手持ちの資料のほうを

よろしくお願いします。お手持ちの資料、２枚

目の様式４という資料をごらんください。川の

断面図が載っていますが、この計画川幅「5430」

というふうに表示されています。こちらのほう

を「12220」というふうに訂正させていただきま

す。よろしくお願いします。 

 改めて、設計について報告します。 

今回、設計を行った内川は、那覇市の西方約40km

に位置する座間味島を流下する島唯一の河川で

す。この座間味島のほう、先ほど紹介にもあり

ましたが、慶良間諸島にあります渡嘉敷村の阿

嘉島に挟まれたほうに位置しています。 

 この座間味島のほうですが、映画「マリリン

に会いたい」とか、ダイビングスポットとして

もおなじみの自然環境豊かな島です。 

しかし、河川のほうにおいては、上流部では水

がない状態、水なし川の状態になっています。 

中流部のほうでは、こちらはまた三面張りとい

うのが現状で、河川環境においては豊かとは言

えません。 

 今回、我々南部土木事務所では、治水ととも

に良好な自然環境の創造、地域に憩いの場を提

供するための設計を実施しましたので、その内

容を説明します。設計の要点といたしまして説

明しますと、河道法線の変更、護岸の素材、親

水性、こちらの３点が挙げられます。 

 初めに、河道法線の変更について説明します。

現況河川のほうは断面が不足しているため、断
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面幅を1.2ｍから平均で12ｍに拡幅する必要が

あります。こちらのスライドをごらんのとおり、

真ん中のほうに道がありまして、そこに家屋が

張りついているんですが、こちらのすぐ横にあ

る側溝のような小さな川、これが内川です。こ

のような形で断面を拡幅することが厳しいため、

河道法線の変更という、この手法を取り入れる

ことにしました。 こちらの計画平面図ですが、

今、青の矢印で示されているのが、現況の河川

の位置です。その上に赤い矢印のほうで示され

ているのが、この計画河川の位置です。 

 

延長としましては、260ｍほど新設の河道として

計画しています。 

 こちらのパースをごらんください。 

現況河川と計画河川の位置の正面というか、こ

のような感じでイメージしたものですが、先ほ

どの計画河川の位置と、現況河川の位置はこの

ような形になります。このように、河道法線を

シフトすることによって河川空間の拡大が可能

になります。 

 続いて、護岸の素材について説明します。我

が県では、琉球石灰岩のほうが石材として主に

採取されます。その中でもここでは、主に南部

で産出される「白石」と呼ばれる石灰岩を護岸

の材料として用います。この白石の特長として

挙げられるのは、多孔質性です。このような大

小入り交じった空間を利用して、水生生物の生

息環境を創造することにしました。 

 

 ここで補足させていきますが、通常、離島の

ほうでは北部産の黒石というものがよく使用さ

れます。そこで、比較としてこの黒石のほうを

見てみたいと思います。 

 こちらの黒石のほうですが、先ほどのように

穴はあるんですが、白石と比べると穴が少ない

のが見てとれるかと思います。 

 

 ３点目の親水性について説明します。 
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 現況河川は、写真をご覧のように三面張りの

味気ない河川のため、地元の住民の方に河川と

の触れ合いや憩いの空間を提供したく思ってい

ます。 

 こちらのパーツは、整備後をイメージしたも

のですが、河川へのアクセスを容易にする緩勾

配の護岸、集落の中間部には出島やワンドを配

置し、くつろげる空間を設けます。 

 これらの設計実施にあたって留意した点です

が、本県独特の自然環境と内川の河川の水量で

す。そこで、ただいまからこの留意点を説明し

ます。 

 

 まず最初に、本県を取り巻く自然環境につい

て整理したところ、ポイントが２点挙がりまし

た。 

 こちらのスライドにも書いてあるように、シ

ロバナセンダングサとハブという２点です。 

 

このシロバナセンダングサの方言名、「サシグ

サ」とも呼ばれています。この方言名からもわ

かるように、直接肌に触れるとチクチクとした

不快感を覚えます。また、一度服に付着すると、

取り除くのにものすごく手間がかかります。 

 このような感じで簡単にくっつくもので、子

供のころにこうやって遊んだ方もいらっしゃる

と思います。 

 こういったことを知ってる人のほとんどは、

こういったシロバナセンダングサの繁茂した場

所に立ち入るのを躊躇する方が多いんじゃない

でしょうか。 

 

続いて、先ほどのポイントのハブを説明したい

と思います。 

 ハブには、物陰を好みエサとなる小動物を求

め、水辺付近に生息するような性質があります。

言いかえると、植物の茂った水辺にはハブが生

息している可能性が高いとも言えるでしょう。 

 幸いなところ、今回の設計箇所である座間味
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島には「ハブはいない」と言われていますが、

このことに関しては県内の他の河川でもあり得

る問題となるので、ポイントとして挙げました。

これらのことをまとめると、植物の繁茂を幾分

抑えることがポイントになるかと思います。 

護岸の法勾配は、緩い勾配を確保する。植生を

幾分抑えるため、余裕高まで含めた石張り護岸

形式とする。護岸に用いる石材は、多孔質な琉

球石灰岩を用いる。ワンド形成部には貯水機能

を持たせる。 

 詳細については、お手持ちの資料様式４のほ

うに載っていますので、興味を持たれた方はこ

ちらのほうを参照してください。 以上、簡単

ではありますが、報告を終わります。 

 次のポイントにいきます。 

 内川の水量ですが、先ほど見てもらった現況

写真からもわかるとおり、水量が不足していま

す。加えて、この貯水のできにくい地層となっ

ているため、ワンド形成部に貯水機能を持たせ

る。そのことによって、水生生物の生息空間を

設けようと心掛けました。 

(拍 手) 

○司会(徳永)  渡真利さん、どうもありがと

うございました。恐れ入りますけれども、あち

らの控え室のほうによろしくお願いいたします。 

具体的には、ベントナイトシートと呼ばれる遮

水材を用いることによって、ワンドの水量を確

保します。 

 今の発表の質問につきましては、次の発表を

終わりまして、二つのテーマにつきましてまと

めて質問等を受け付けたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは続きまして、「小波津川における住民

合意の創意工夫について」ということで、沖縄

県中部土木事務所土木第二課の嶺井直樹さんの

ほうから、発表をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

  ただいま述べた実施内容及びポイントを改め

て整理します。  
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◆小波津川における住民合意の創意工夫につ

いて   

嶺井直樹氏（沖縄県中部土木事務所）  

 

皆さん、こんにちは。私は、沖縄県中部土木

事務所で河川事業を担当しております嶺井と言

います。 

 では、これから早速ですが、「小波津川におけ

る住民合意の創意工夫について」という内容で

発表したいと思います。 

  

 まず小波津川の位置なんですが、県都那覇市

に隣接する西原町を流れる、河川延長4.4㎞、流

域面積3.8㎞の２級河川です。 

  

  

 次に、小波津川の流域の概要なんですが、小

波津川は昭和50年ごろから重要河川等で整備が

行われ、現在そのほとんどが三面張りのコンク

リート護岸になっております。 

 流域を大きく分けますと、まず源流から消防

署あたりまでの上流域、そこから国道329までの

中流域、そこから河口までの下流域に分けられ

ます。 

  

上流域の特性につきましては、河川は丘陵地

及び耕作地の中を流れ、河岸はコンクリート二

面張りで整備され、河床に砂礫が連続していま

す。 

 中流域につきましては、サトウキビ畑と宅地

が混在する中を流下し、コンクリート三面張り

となっています。 

 下流域につきましては、耕作地の中を流下し、

直線的な河道でコンクリート三面張りとなって

います。 

続きまして、治水の現状ということであります。 

小波津川は、流域内の近年の都市化の進展に伴

う洪水流出の増加や河川の断面が小さいことか

ら、近年洪水被害が多発しております。 

 この図は、平成10年２月に実際に起こった洪
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水被害の状況です。この黄色い部分が実際の洪

水被害が起こった箇所で、位置として小波津川

集落から下流が大きな範囲で浸水被害が起こっ

ております。 

続きまして、今回の協議会の参加のメンバーな

んですが、まず流域内の自治会の代表者の方、

学校の先生方、玉水ネットワークの方々、学識

経験者及び国・県・西原町の行政担当者の22名

で構成しました。そのうち、学識経験者の方に

ついては相談役ということで会議には参加して

もらって、実際の主役は住民ということで会を

進めてまいりました。 

 今出てきた写真が実際の状況なんですが、特

に左下の写真を見てわかるように、河川とその

横に道路があるんですけれども、その区別がつ

かないほど洪水被害が起こっています。 

 このような状況のもと、早期の河川整備が望

まれ、平成15年度より河川整備がスタートしま

した。 

  

  

 ここで、実施設計をどのように進めていくか

にあたり、沖縄県におきましては、近年、河川

愛護の意識が高まっていること。西原町策定の

都市マスタープランで小波津川の整備が核とし

て位置づけられていること。また、河川整備後

に地域と連携して安全で適切な利用、管理を行

う機運を高めることを目的としまして、小波津

川川づくり協議会を発足し、その中で地域住民

の河川整備に対する思いを聴取しようと考えま

した。 

 次に、協議会の開催スケジュールですが、全

体で４回行うこととしました。 

 まず第１回協議会におきましては、協議会の

設立、現地視察という目的のもと開催しました。 

 第２回協議会につきましては、現状認識と課

題というような目的で、前回現地視察のときに

小波津川について気づいた問題点、課題の協議

を行いました。 

 第３回協議会におきましては、川づくりの目

標、デザインイメージということで、各地点の
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イメージパースの提案を行い、その内容につい

て協議を行いました。 

 第４回協議会におきましては、ちょっとまだ

現在開催されていませんが、前回、提案したイ

メージパースについていただいた意見も考慮し

て、具体的なデザインの協議を行う予定となっ

ております。 

 続きまして、各協議会の具体的な内容につい

て説明したいと思います。 

  

まず第１回協議会におきましては、協議会の趣

旨及び規約の説明。続きまして、河川整備計画

をもとにした河川の概要説明を行った後に現地

視察を行いました。 

 現地視察を行う前に、会議の中でいただいた

主なご意見としましては、河川整備計画につき

ましては、より安全に暮らせるよう、30分の１

ではなく50分の１にしてほしいというご意見が

ありました。 

 また、現在の小波津川は、特に上流におきま

してかなり水質が悪いものですから、水質改善

についての意見もありました。また、水量につ

きましても、現在三面張りで水位が少ないもん

ですから、このコンクリートをはぐと水が土に

しみ込んで水位がなくなるんじゃないかという

ご意見をいただきました。 

 続きまして、現場視察なんですが、これが現

場視察の様子です。このときにも、熱心なご意

見とご質問をいただきました。 

  

その内容といたしましては、まず川づくりにつ

きましては、自然に任せた川づくりをしてほし

い、また学習活動や人々の憩いの場となるよう

な河川にしてほしい。 

あと、植林につきましても、今回、河川整備と

同時に両サイドに町道ができるもんですから、

それにつきましては町の木であるサワフジを植

えて町の名物にしてほしいとか、また生物環境

につきましても、現在、河川の生物環境が乏し

いものですから、生き物にもやさしい工法でや

ってほしい。 
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また、水質につきましても、生活雑排水等によ

り汚れているので、市民ぐるみで水質浄化への

取り組み態勢が必要であるというご意見をいた

だきました。 

 

続きまして、５月に行われた第２回協議会の

内容なんですが、まず協議内容といたしまして

は、前回見ていただいた現場視察による各委員

のご意見のご紹介。続きまして、これは平成10

年に西原町が行った流域住民に対するアンケー

トがあって、その内容の紹介をしました。続き

まして、昔の小波津川の様子、現在の小波津川

の概要、将来の小波津川を取り巻くまちづくり

の構想を説明した後、県内主要河川の整備事例

の紹介を行いました。 

 主に第２回協議会の中でいただいた意見とい

たしましては、第１回と同様に、水量の確保及

び水質の改善や、本協議会終了後の地域住民の

川づくりへの取り組み方などについて活発なご

意見をいただきました。 

 

次に第３回協議会におきましては、具体的な

河川整備のイメージ図を提案することを予定し

ておりました。そのイメージ図を作成するにあ

たり、地域の川づくりへの思いをより具体的に

取り入れる方法が重要でした。そこで考えまし

たのが、第２回協議会時に、小波津川の現況河

川図と、河川の利用方法及び河川の姿の写真を

お配りして、これを利用することにして、具体

的に小波津川への思いに関して意見の聴取を行

いました。 
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その具体的内容といたしましては、まず、先に

お話ししました小波津川沿川まちづくり計画を

基本に策定された、小波津川水辺空間整備計画

にある「潮風を感じるときめきの水辺ゾーン」

これは中流域ですね。「街のにぎわいを感じる交

流の水辺ゾーン」とか、こういう４つのゾーン

分けがされているものですから、これをもとに

次のような河川の利用に関すること、

河川の姿に関することの写真をお配りして、こ

れはちょっと具体的に作成案ですけれども、例

えば、この箇所にこういうような河川の利用を

したい、こういうような姿にしたいという意見

を各委員からいただきました。これを基に、イ

メージパースの作成を行いました。 

次に８月に行われました第３回の協議会の内容

ですが、先ほどご紹介しました写真とか使った

ワーキングでのご意見の、各委員のご紹介。そ

れを基にして事務局側がつくった小波津川のイ

メージ図の紹介をして、自由討論ということで、

その図に対して意見を交わしました。 

 

具体的にこのワーキングでいただいた意見と

いたしましては、まず「河川の利用について」

はですが、左上のグラフなんですけれども、特

にこの箇所については干潮区間でもあり、自然

も残っているものですから、バードウオッチン

グや魚釣りとして利用したいという意見があり

ました。 

 次に中流域なんですが、この右上と左下の図

なんですけれども、住宅地が近いものですから、

犬の散歩や川辺で集い語るというような人々の

憩いの場として利用したいというご意見があり

ました。 
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また、「河川の姿について」は、これも右上と

左下の中流域についてですが、サワフジや並木、

せせらぎ水路としての姿にしてほしいという意

見がありました。右下なんですけれども、最上

流域につきましては、現在でも自然が豊かなも

のですから、メダカやトンボというような生物

の環境に優しい河川の姿にしてほしいというご

意見がありました。 

 そして、このような河川の利用、河川の姿の

キーワードなどから、各ゾーンごとに整備目標

を定め、それをもとに次のようなイメージパー

スを提案しました。 

 

これが実際のイメージパースなんですが、こ

れは中流域の箇所になります。まず護岸の整備

につきましては、緩傾斜の石張り護岸で、水生

生物にも配慮しまして、空石張護岸といたしま

した。また、住宅地も近いものですから、親水

性やバリヤフリーにも配慮した車道の整備や、

人々の憩いの場となるような腰かけられる階段

を提案してきました。 

 

続きまして、このパースが最上流の箇所です。

この箇所につきましては、自然が残っている場

所でもあり、生態系にも配慮し、自然石を使っ

た護岸の整備を提案いたしました。また、河川

整備によりショートカットの箇所を利用して、

生物の生活環境に配慮したエコトーンの整備や、

また、その自然を感じることができるよう散策

路の整備を提案したところであります。このよ

うなパース図を各ゾーン及び使用箇所におきま

して、作成し、提案したところ、内容につきま

しては、ほぼ了解が得られたところです。 

 

次回、第４回協議会の予定なんですが、第４

回の協議会におきましては、第３回協議会で提

案した各イメージパースを基に、各委員の方か

らいただいた意見を基に第４回につきましては、

基本的な断面図及び平面図を提案していこうと
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考えております。また、それと併せまして、今

後、河川整備中におきましても、地域住民の皆

様がどのような形で参加していくのかというこ

とにつきましても協議を行いたいと考えており

ます。 

 

ところで、今回、本協議会と並行して、大人

だけでなく、子供の意見も取り入れる場を設け

ようということで、現在、子供ワークショップ

を開催しております。それにつきましては、ま

ず参加者につきましては、地元の学校の先生の

協力をいただいて、小学生及びその父母の参加

をいただいております。現在までの活動内容と

いたしましては、２回ほど行っております。 

 まず、第１回のワークショップにおきまして

は、パックテストという水質を測る試薬を使っ

て、小波津川の水質調査を行っております。第

２回ワークショップにつきましては、比較的水

質がきれいで自然の残る沖縄本島北部の河川を

見ていただき、小波津川と直に肌で感じて比較

していただきました。 

 

 

これが実際のワークショップの様子です。左

側が第１回ワークショップの様子で、左の上の

写真が教室でパックテスト、どういうふうに使

いますよという練習をしている風景ですね。下

が実際、現場というか、河口に行きまして、水

をくんで水質調査を行っている状況です。右側

が本島北部の河川、具体的には源河川なんです

けれども、そこで住んでいる水生生物を調査し

て、その下のほう、各生徒がその水生生物、今、

この先生が持っていただいているのは、生物シ

ートなんですけれども、それをもとにしてどう

いう生物がいますよという発表を行っていると

ころです。 

 

今後、第４回協議会を行っていくわけですが、

この協議会が終わった後、今後、実施設計及び

護岸設計を具体的に行っていきます。今後、小

波津川の川づくりの進め方として、その協議会

の中でも次のように提案していきたいと考えて
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 以上、２題、研究発表がなされたわけですけ

れども、以上の発表につきまして、ご質問等ご

ざいましたら手を挙げていただきたいと思いま

す。指名されました方につきましては、所属、

氏名を述べていただきまして、どなたのほうに

質問なのかということをまず述べていただいて

から、質問のほうをよろしくお願いいたします。 

おります。 

 小波津川におきましては、河川の愛護団体等

がないものですから、できれば本協議会を母体

として「未来の小波津川を考える会」というも

のをつくって組織していただき、実際に施工し

ながら、今回、作成したイメージと現場が合っ

ているのか。また、構成はもっといいものがで

きるんじゃないかという協議の場を設けていき

たいと考えております。 

 どなたかフロアのほうから……じゃ、すみま

せん、そちらのほうから。ちょっとマイクを持

ってまいりますので、お立ちいただけますか、

すみません。 

 また、それと並行しまして、先ほどご紹介し

た子供ワークショップも開催しながら、より地

元が望み、地元に愛されるような河川整備がで

きるよう進めていきたいと考えております。 

○立原氏（琉大）  琉球大学の立原です。 

 渡真利さんのほうにお聞きしたいんですけれ

ども、三面張りの側溝をより自然度の高い河川

に変えていただくという、非常にありがたいお

話なんですけれども、どうもコンセプトが、人

から見ていい川にしようという気がしてしよう

がないんですよね。 

 

 例えば、水量の少ない川に、浅いワンドをオ

ープンでつくったらば、夏にどういうことが起

きるのかというのを考えてみればすぐわかると

思うんですね。それから、例えば、この様式の

４に、ワンド内部には寄石を設置して、メダカ

の生活空間をつくるということになっているん

ですけれども、例えば、内川にメダカがいるか

どうかはわかりませんけれども、もしいるとす

ると、この設計をするとメダカは激減すると思

います。 

最後になりますが、今後の課題といたしまし

ては、水質改善及び水量確保の方法。水生生物

へ配慮するための手法の検討。整備中の各段階

においてモニタリングを行いながら、地域住民

の意見を取り入れる方法。また、小波津川の河

川愛護団体設立のための啓蒙活動。地元住民と

行政とのパートナーシップを確立し、アダプト

システムの導入を目的として、それらにつきま

しても今後、地元と協力しあいながら進めてい

きたいと考えております。以上で発表を終わら

せていただきます。どうもありがとうございま

した。 

 このへんの生物側から見た環境の配慮をどの

ぐらいされているのかというのをちょっとお聞

きしたいんですけれども。 

○司会（徳永）  はい、ありがとうございま

した。 

 渡真利さん、今の質問に対しまして回答よろ

しくお願いします。 ○司会（徳永）  嶺井さん、どうもありがと

うございました。 ○渡真利氏（発表者）  ただいまの質問につ
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 ほかに、真ん中の…… いてですが、ご指摘のとおり、幾分、人から見

た自然環境なのかなというのは否めないかもし

れません。ただ、これはまだ設計の中間報告な

ものですから、今後、そちらのおっしゃったよ

うな意見を取り入れて、また改めて方向性を見

出していきたいと思っていますので、今後とも

こういったご意見等をよろしくお願いします。 

○玉那覇氏（建設技術センター）  建設技術

センターの玉那覇と申します。南部の内川につ

いてちょっと質問したいんですが、まず水量が

少ないということで大変でしょうけども、ここ

は感潮河川ということで、水の河床を下げる考

えはまずないのかと。その１点ですね。 

○司会（徳永）  よろしいでしょうか。  あと２点、上にダムがあるものですから、子

供たちが遊ぶころ、４時後でもいいんですが、

放課後、一定の量をダムからちょっと一日１回

ほど放流してもらえるとか、そういう考えはな

いのかどうなのか。そこらへんを伺いたいんで

すが、よろしくお願いします。 

○立原（琉大）  はい。 

○司会（徳永）  ほかにございませんでしょ

うか。 

 こちらの後ろの方、よろしくお願いいたしま

す。 

○司会（徳永）  渡真利さん、お願いいたし

ます。 

○佐藤氏（インタープラン）  インタープラ

ンの佐藤と申します。 

○渡真利氏（発表者）  ただいまの質問につ

いてですが、今、水量の点に関して、ダムの放

出というのに関しても、今後また調整していく

ことなんですよ。これは今、完成形ではありま

せん。あくまでも途中経過の報告というふうに

とらえてもらいたいんですが、今の意見も再度

まとめていきたいと思っていますので、すみま

せん、これくらいしか答えられないんですが、

ご理解お願いします。 

 嶺井さんにちょっとご質問なんですが、子供

たちのワークショップをやられているというこ

となんですけれども、子供たちを参加させると

いうことは、どういう意味があったのかという

ことと、それから、協議会の中で女性の方の参

加がちょっと少ないように思えたんですが、そ

のへんはどういうふうにお考えか、この２点を

ちょっとお聞きしたいんですが。 

○司会（徳永）  よろしくお願いします。 

○司会（徳永）  よろしいでしょうか。 ○嶺井氏（発表者）  まず１点目の、子供を

なぜ参加させたかというご意見ですが、これに

ついては先ほどもご説明したんですけれども、

大人だけの目ではなくて、子供からも見た目で、

それも設計に生かしていきたいなと、そういう

ことで子供ワークショップを開催しております。 

 ほかに、どなたかいらっしゃいますでしょう

か。 

○高平氏(玉水ネットワーク)  具志川市の

水と緑を考える会の高平と申します。 

 まず先ほど子供ワークショップの件について、

子供ワークショップの意味があるかどうかとい

うご質問があったと思うんですけれども、これ

ちょっと私自身も小波津川のほうにかかわって

おりますが。 

 あと、女性が少ないという意見もあったんで

すけど、ちょっとそこまでは考えていなかった

んですが、実際、委員も各自治会のほうにどな

たかお願いしますということでご紹介いただい

て、やっていた次第です。そういう事情です。  これからの環境問題、これ川ばかりではなく

てすべてですね。これはやっぱり子供の力、そ○司会（徳永）  よろしいでしょうか。 
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ういう意識というのを植えつける必要があるん

じゃないかと。これが将来の持続可能な環境を

つくる第一歩になるということで、子供の参加。

意見というのは、確かに夢っぽい話が多いんで

すけれども、これは非常に重要なことかなと思

います。これが一つと。 

 それと、両河川ともに、これは小波津川にし

ても、内川にしても、全体的に石づくりという

んですか、石を多用した川づくりというイメー

ジが、ちょっとどうしても否めないのかなと。

これは、また福留先生なんかにも少し意見とお

聞きしたいと思いますけど。 

 石づくりというのは、コンクリートよりは確

かに石のほうがあったかくて自然に近いですし、

また、治水の面からしてもやっぱり必要な部分

はあるのかなと思いますが、コンクリートより

ももちろん石なんですけれども、石も石灰岩を

多用して、これは沖縄性というところなんです

けれども。 

 もう一つの発想として、これは安全性、強度、

いろいろあると思うんですけれども、コンクリ

ートを使った擬岩、擬石と。何もヤンバルから

石を持ってきてやる必要なくて、コンクリート

で石っぽく見せた擬石を使った工法というのも

あるんではないかと提案したいんですけど、そ

れについて両者にお願いいたします。 

○司会(徳永)  ありがとうございます。では、

どちらのほうからでも結構でございます。 

○嶺井氏(発表者)  まず、なぜ自然石かとい

うご質問だと思うんですけど。 

 前に、ちょっと高平さんに協議会の中でお話

ししたんですけれども、設計上の話で石という

のが出てきます。先ほど言った擬岩とかになる

と、ちょっとこちらもコスト面というのを考え

ないといけないんです。それも含めまして、本

当はおっしゃりたいのは、北部の山を壊してな

ぜやるかという話で言われていると思うんです

けれども、それも一理あるとは思うんですが、

コスト的な面も含めまして今、石積みの護岸と

いうことで、主に河川整備はやっている状況で

あります。 

○渡真利氏(発表者)  私のほうとしても同

じ意見で、やはりコンクリート二次製品という

のであれば、自然の山を壊す必要もないという

意見はわかるんですけれども、先ほどこちらの

嶺井主任のほうからも話があったように、どう

しても経済性というのも公共事業では問われて

きますので、今のところこのような安くなる石

材を利用しているような状況です。 

○司会(徳永)  よろしいでしょうか。 

 では、松本先生。 

○松本氏(玉水ネットワーク)  玉水ネット

の松本です。渡真利さんにお願いします。 

 具体的になるんですが、座間味において琉球

石灰岩の白い石、詳しく言うと那覇石灰岩を使

うと思うんですが、座間味島には白石はない。

石灰岩はないんですが、もし石灰岩を使うとす

ると、沖縄本島から運ぶのか、あるいは黒石で

したら本部半島か、あるいは近くには渡名喜島

があるんですが、この両方からになると思うん

ですが、どこから運ぶんでしょうか。 

○渡真利氏(発表者)  黒石であれば、通常、

本部のほうから運ばれているかと思いますね。

白石に関しては、南部のほうですか。 

○平良氏(南部土木)  南部土木の主任技師

をしています平良です。ちょっとかわりにお答

えしたいと思います。 

 離島においては、ほとんど石は今まで本部港

から本部の黒石を持ってきていたんです。とい

うのは、実績がないもんですから、離島の黒石

単価というのがなかったわけです。それで単純

にそういうふうになってきていたんですが。 
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 あと１点は聞き取れなかったので、もう一度

お願いします。 

 この前、渡嘉敷村に行きまして、白石を使っ

ていたんですよね。これはこれから調べますが、

南部から搬入している白石でした。ですから、

どこの港から切り出して持ってくるという具体

的なルートを示して単価設定すれば、それが使

えると考えております。以上です。 

○座覇氏(北部土木)  治水安全等に関して、

ほかの河川の、例えば協議会とか住民説明会の

場でも、こういった意見がほかにあるのかとい

うことです。 

○嶺井氏(発表者)  まずこういう大がかり

というか、河川整備についての協議会を開いて

いるのは、県内では恐らく小波津川が最初だと

思いますので、協議会についてはわかりません

けど、この確率年数につきましては、県内の河

川検討委員会、そういう基本方針とか決める組

織があるんですけれども、その中で地元の意見

を聞きながらやっていると思います。 

○司会(徳永)  ありがとうございました。松

本先生、よろしいでしょうか。 

○松本氏(玉水ネットワーク)  はい。 

○司会(徳永)  ほかにはございませんでし

ょうか。 

○座覇氏(北部土木)  北部ダム事務所の座

覇と申します。中部土木の嶺井さんのほうに２

点ほど質問させてください。 

○司会(徳永)  今の各河川整備の協議会と

かそういったもので、そういった意見がないの

かどうかということにつきまして、沖縄県の河

川課の方も見えているかと思いますけれども、

そのへん何か回答できるようなものがあります

でしょうか。 

 協議会での各委員の意見のところで、河川整

備計画で確率年数について30年ではなく50年に

してほしいという意見があったようなんですけ

れども、これにつきましては、実際に被害に遭

った地元の方から言わせれば、切実な思いなの

かなというふうな気はするんですけれども、こ

れについて、河川管理者としてどういうふうな

対応をしたのかなという話。 

 特にそういう意見とかは出てないということ

でよろしいんでしょうか。 

 今のところ、意見ないということのようです。  恐らく全体の河川のバランスもありますので、

非常に難しいかと思うんですが、どういった対

応をしたのかということが１点目。 

 ほかに何かございますでしょうか。 

○玉城氏(建設技術センター)  沖縄県建設

技術センターの玉城と言います。  ２点目が、同様な話がほかの河川の、例えば

協議会なり住民説明会といった場であるのかな

という、ほかにもそういった話が。この２点に

ついて教えていただきたいと思います。 

 設計を見ますと、大体、石張り護岸という格

好での設計になっているんですが、せっかくの

多自然型川づくりというベースであれば、土羽

での護岸というのはどんなかなという、単純に、

土羽での構想ですね。 

○嶺井氏(発表者)  まず１点目の確率につ

いてなんですけれども、これはいろいろと指標

がありまして、この流域の試算規模とか、そう

いうあと県内のほかの河川の状況とか、そうい

う総合的に判断して、現在、河川整備計画基本

方針の中で30分の１に決まりましたよというこ

とで説明はしております。 

 例えば流速という面で、多分土羽というのは

１ｍか1.5ｍぐらいが限界ということで、あと都

市部であれば用地の問題とかいろいろあると思

うんですが、例えば内川でも今の小波津川の上

流分であれば、農地あたりや宅地のない区域で
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あれば、そういった構造で思い切った形でつく

られたらどうかなと。 

 構造的なものについては、隠し護岸という格

好で表面を土で盛ってきて、あるいは出島とか

いろいろな方法でも、流速に対しては耐えうる

ような構造があるかなと思っていますけれども。 

 せっかく河川というのは百年の体計でものづ

くりですから、１回つくればそれは100年も200

年も続いてくるものなんです。一方で、都市部

での道路づくりというのは、用地をどんどん確

保してやっていくもんですから、とても膨大な

費用かかって、河川においてもそれぐらいは金

を投資しても構わないんじゃないかなと思って

いますが、どんなですか。 

○司会(徳永)  お二方に対しましての質問

ということでよろしいですか。 

○玉城氏(建設技術センター)  そうですね。

そういった確保できる、宅地から外れた区域で

あれば、そういったあれもいいんじゃないかと。 

○司会(徳永)  じゃ、お二方。 

○嶺井氏(発表者)  まず、確かに土羽だけで

は持たないと思うんですよ。ただ、構造的に、

先ほどお話しした隠れ護岸とかやれば対応可能

かと思うんですけれども、それで併行してちょ

っと考えないといけないと思うのが、管理の面

を考えないといけないんですよね。 

 逆に、通常の芝でやってしまうと雑草が生え

ますよと。その管理をどうしますかということ

で、県は今ちょっと予算的に厳しいものですか

ら対応できませんと。そういうことで、地域の

皆さんと合同でできるのかということが一つの

ネックになると思うんです。 

 小波津も今考えているのは、場所によってち

ょっと考え方を変えようかなということがあり

はするんですけど。例えば住宅地なら住宅地の

考え方。先ほど最上流については自然が残って

いるもんですから、石張りにしてもちょっと工

夫ができるのかなということで、今、実際は設

計を進めている状況です。以上です。 

○渡真利氏(発表者)  先ほどのスライドの

ほうでも見てもらったとおりですが、土羽にし

た場合、具体的なもので話しますと、先ほどの

シロバナセンダングサが繁茂して、人が入れな

い川、管理ができない川というのが出てくるも

んですから、私なんかとしては石張りを考えて

いました。 

 金の話に関しては、今、嶺井主任がおっしゃ

ったこととほぼ同じような考えですので、省き

たいと思います。 

○司会(徳永)  よろしいでしょうか。ちょっ

と時間のほうも押しておりますので、このへん

で質問のほうは終わらせていただきたいと思い

ますが、どうしてもこれだけはという方がいら

っしゃいましたら、あと１人。 

 よろしいですか。もし後で質問等、またこう

いうふうなことをやったらどうだろうかとかい

うふうな提案等ございましたら、帰りしなでも

下の受け付けのほうにでもペーパーを渡してい

ただければ、そのへん何らかの形で反映できれ

ばなというふうに考えますので、ご意見等あり

ましたら、また別途ペーパー等いただければと

いうふうに思います。 

 それでは、前半の部の研究発表会につきまし

ては、これで終了させていただきたいと思いま

す。お二方、どうもご苦労様でございました。

ありがとうございました。 

(拍 手) 

 それでは、後半の講演会でございますけれど

も、今２時29分になります。２時35分から始め

させていただきたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

○司会（高平）  それでは、後半の部に移り
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◆「生命を育む水環境を ～多自然型川づくり

にできること～」 

たいと思います。 

 後半は、多自然型川づくりに関する講演であ

ります。２題ございます。まず最初、「命を育む

水環境を ～多自然型川づくりにできること

～」として、西日本科学技術研究所所長の福留

脩文先生のほうにお願いいたします。 

福留脩文氏（㈱西日本科学技術研究所長） 

何年ぶりかで、ご当地にまいりました。飛行

機からサンゴ礁の海を見て、空港に降り立ち、

非常に嬉しくなってきましたが、10年以上にわ

たり、こちらでもお世話になりました。ご挨拶

もいろいろしなければいけないんですが、時間

を省略して、いきなり本論といきたいと思いま

す。 

 先生の略歴を簡単にご紹介いたします。1943

年、高知県のほうにお生まれになっていらっし

ゃいます。1967年、東海大学工学部土木工学科

卒業後、建設会社にご就職なさっておりまして、

1974年、もう30年、ちょうど30年たちますね、

現在の西日本科学技術研究所を設立なさって、

代表取締役に就任して現在に至っていらっしゃ

るということです。 

 先ほどもちょっとご紹介がありましたが、こ

の近自然河川工法、1970年代の後半にスイス、

ドイツで生まれています。私は1986年に、この

情報を日本に紹介しました。2000年、平成2年11

月に「多自然型川づくりの推進」という通達が、

当時の建設省から全国に出されました。 

 土木工学を学び、建設会社に入社後、独立。

そして、スイス、ドイツで起こった近自然河川

工法に共鳴なさって、実践に腐心されていると

いうことでございます。活動の一環として、バ

イオフィット研究会を主催したり、環境問題や

地域づくりをテーマに各分野での専門家を招き、

公開シンポジウムや講演会等を開催、広く情報

発信に努めていらっしゃいます。 

 多自然型川づくりも近自然河川工法も、原点

は同じです。目的とするのは、生態系の復元、

これはスイスでは河川に特定されていなくて、

森林、湖、自然界のあらゆる生態系、都市の中

にもまだ残された生態系がある。そういうもの

を復元していかなければいけないという地球規

模の環境問題の起こりから、スイス、ドイツで

は早々とそういう研究と実践が行われていたも

のです。 

 著書に「近自然の歩み－共生型社会の思想と

技術」をはじめ、多数の執筆を行っていらっし

ゃいまして、また、各種委員会における委員や

アドバイザーなどの公職を引き受けていらっし

ゃいます。多分、数年前、具志川市のほうでも

天願川の川づくりのときにいろいろご指導して

いただいたということがございます。 

 この生態系の復元というのは、ある特定の生

き物ではないわけですね。システムを復元しな

ければいけないということ。そこには基本的な

原則がいろいろありますが、一番基本的な原則

は２つ。生態系の生は生物、態は生物を取り巻

く環境のことです。生物のシステムと、生物を

取り巻く環境のシステム、そして生物と非生物

との関係で成り立つシステム、それらのシステ

ムを丸ごと復元しようとするものです。 

 では、先生、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 非生物系とは、大気、水、土壌のシステム。

これらは大気圏、水圏、地圏とそれぞれが独立
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して分かれているのでなく、これらの間を物質

が循環する。ある生態系の中で物質収支が行わ

れ、生態系と生態系がずっと連続していく。例

えば、森から川、海へと。そうしたところに、

海からまた大きく地球規模でもう一度大きな造

山運動で、海底にあったものが山脈を形成する

というような、非常に大きな物質循環の世界が

ある。そうした中で、生物系、動植物の営みが

行われてきた。生物の循環で言えば、順番は植

物が一番先ですね。太陽の光と水と炭酸ガスで

生産される植物がベースとなり、これが生物系

の始まりです。このシステムには食物連鎖の関

 

係があります。 

近自然河川工法というのは、こういう物質の

ます。

水生昆虫、魚類と食物連鎖をつないで

から始まって水際の世界へ。そ

界の一つの法則

 

循環に着目しながら、人間がこれまで人工的に

改変してきた、自然の物質循環の世界をできる

限り自然に近づけていく、そのことによって生

態系の復元をはかろうというものです。 

 生物界のほうは食物連鎖の関係に着目し

生物の専門家の人たちは生物の立場からいくで

しょうけど、近自然工法は土木の技術ですから、

食物連鎖、生態ピラミッドの一番底辺の生き物

の世界の環境を整えます。水中では藻類の生産。

これは川で言えば瀬で、藻類の生産が一番活発

に行われるのは瀬なんです。水生昆虫は瀬にも

いますし、また水際汀線、水際の水深の浅いと

ころ、水の流れの緩やかなところにもいます。

そこに着目した一つの独特の土木技術があるわ

けです。私の今日の話は、土木屋として、どう

いうふうにして、その環境をつくっていくかと

いうことを約１時間にわたってさせていただき

ます。 

 藻類、

いって、魚類の生活環境は、産卵場を復元した

り、またはやすらぎ場をつくったり、そうして

水中の生態系を復元しています。今度はそれを

餌にしていく鳥とか哺乳類の世界が順番にでき

るわけです。 

 水中の生態系

の土木の技術に関して原理的なもの、どのよう

にして瀬とか淵をつくっていくか。人間が場所

を定めて瀬と淵を造成するのではないんですね。

川というのは水や土砂が流れます。私がやらせ

てもらった今までで一番大きな流速は、火山砂

防で、流速17ｍなので、とても信じられないよ

うな世界でしょうが、ふだん水が流れていませ

んが、土石流が起こる川もあります。その水の

働きに着目して瀬や淵を再生し維持する。その

水の働きを自然に近づけていくんですね。その

水の働きというのは、この地圏、土地を浸食し、

河床河岸を浸食し、浸食した砂利とか砂とか泥

を運搬し、そして堆積させていく。この浸食、

運搬、堆積のプロセスの中に、瀬、淵、砂州、

水際汀線ができるわけです。 

 ここのところに川がもつ自然

森・流域・河川・海
生態系の復元 

非生物系 

があって、我々はこの法則を使う。直接、この

瀬とか淵とか、水際汀線のほうを我々人間が造

成するのではないんです。この水の働きを活か

していく。それが近自然工法の大きな特徴です。

生物系 植物・動物 

(食物連鎖) 

大気・水・土壌（岩） 

圏（物質収支・循環） 
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そのことによって川の蛇行、瀬と淵を再生させ

ていく。その川を扱う工法として、今日は時間

の関係であまり詳しく話ができませんけど、ス

イスはスイスで、スイスの伝統工法を使ってい

ました。 

 私も日本

 

国内でこれを始めるにあたって、建

、水

ている河川構造物は

りますね。

も何遍も出しまし

設省の方から示唆を受けました。関正和さんと

いう方、もう亡くなられましたが、「日本の伝統

工法を福留さん勉強しなさい。水の動きを読み、

自然の素材を使う日本の伝統工法を。」 

 そういう日本の伝統技術を使って、護岸

 私の近自然工法、自分自身の成長というのは、

娘とともにあったぐらいです。 

制、落差工、床固め工、そして魚道というのを

入れて、私が今から説明するのは、これまで我々

がやってきた近代工法でもあり、また伝統的な

技術を使った工法です。 

今日、治水上最も信頼され

これはもう８年ぐらい前になりますけれども、

青森県の下北半島に大畑町という町があって、

大畑川という川が流れているんです。かつては、

この川はこの３分の１ぐらいの幅でしたでしょ

うか。洪水が起こるということで、川幅をずっ

と広げてこのようにして河川改修を行いました。

改修前は、この川は東北地方ではアユ釣りのメ

ッカとして親しまれるほどたくさんのアユが泳

いでいた川です。ところがこのようにして改修

されていった結果、アユの姿がほとんど見えな

くなった。 

「護岸」だと思います。河岸を護る護岸。その

河岸の法面を護るのに一番大事なのは、この法

尻を護る法留工、根固め工、次いで、川の流速

によっては、法面を全部、こういうふうに覆わ

なければならない。しかし、法留をやるだけで

河岸を護れることもあるわけです。 

 そのことによって材料の選択も起こ  地元の人たちがなんとかアユを復活させよう

という運動をやっていましたが、日経新聞の元

旦号に、「近自然工法」というのが紹介されてい

たのを町の人が見て、近自然工法の話を聞きた

いということで私が呼ばれていって先ほどのよ

うな話をしたわけです。そうしまして、高知に

帰ってきた直後に青森県の土木部から電話があ

りまして、「あなたが言っていた理論を実際現場

でやってもらえますか」と。私は、マイク持つ

よりは現場のほうがちゃんとした説明できます

から、「是非やらせてくれ」ということで、この

川に現場をつくってもらったんです。 

それから水制工というのは、この護岸をさらに

間接的に守っていくもの。そして河床の安定を

図るための落差工とか、砂防では床固め工。そ

してこれらを応用して魚道の話を今日はさせて

いただきたいと思います。 

 冒頭は、この写真は沖縄で

た。私の娘で、今から17年ぐらい前です。今は

もう二十歳を超しています。次、お願いします。 
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 先方から送られてきました写真。ここでやる

ことになりましたが、「どういうことをやっても

らってもいい」と言われていましたから、「じゃ、

２トン前後の石を約150～200個ぐらい準備して

おいてもらえますか」ということで行きました。 

 当日は、朝から150人ぐらいの人たちが堤防の

上から見物をしていましたが、私に与えられた

時間が、「朝の９時から午後３時までの間にやれ

ますか」と。５時までやればいろいろなことを

やってみせると思いましたけど、「何で３時です

か」と聞いたら「３時から先は祝賀会をやろう」

と。「わかりました、じゃ」と引き受けました。 

 宴会をやるんだったら、例えばその工法を見

せるのに、９時から12時の３時間でもいいんで

すよ。多分アユが絶滅していなければ、ここに

アユを集めてくることは、それほど難しくない。

先ほどホワイトボードに書きましたあの原理の

通りなんです。私がいつも近自然工法の設計を

したり、または現場の手直しをやっているのは、

先ほどのホワイトボードに書いた原理ばかりで

す。あとは、その川に合わせていろいろなこと

やるわけです。 

 写真は事前にもらっていましたが、現地に行

って、この現場はおもしろいぞと思ったんです。

水深が大体30㎝ぐらい。当然の話ですが、従来

の蛇行しておった瀬も淵もある川の川幅を３倍

も４倍にも広げると、水深は浅くなります。と

ころが、堤防が削られている所があったわけで

す。アユ対策も大事だけど、こういう堤防が削

れておるところを日本の伝統工法の技術をもっ

て直す。それによってアユの復活作戦をやろう

と。 

 これが削られているということはここの水深

が深いわけです。どこから深くなっているかと

いうと、ここに水制がありますが、ここから順

番にずっと深くなっています。ここ水深30㎝ぐ

らいなんですが、この付近から深くなっていっ

て、ここのところが１ｍ数10㎝ぐらいです。こ

こは、洪水のときに洪水がこれを削っていくん

だろうということが一つ。 

 それからもう一つ、こういう流れがちょうど

対岸側からこの岸へ鈍角に当たっています。鈍

角というのはこの角度です。これは、このどん

よりした流れの中で、一筋の蛇行する速い流れ

がここで起こっているということです。上流の

ほうに辿ると、広げられた川の中で、こんな速

い流れがこの中にある。これは大畑川の魂では

ないかと。人間が広げてこのように無表情な川

にしてしまいましたが、大畑川の本質がここに

流れているわけです。この川自体はこのように

して自分が元に戻りたいんだと、私はそういう

思いにとらわれました。 

 治水条件で大事なことは、洪水のときに水が

強く当たる場所、ここのところは固めて、ある

程度防御しなければいけない。それからもう一

つ。普段の流れでも、岸に対して対岸からこの

方向に当たってくる流れというのは、これはや

っぱり徐々に徐々に川岸を削るんですよ。です

から、これ気をつけなければいけない。という

ことで、アユ対策と洪水対策の２つを考えまし

た。 

 伝統工法というのは、コンクリートを使った

りしませんから、その場ですぐやらなければい

けないということもあります。伝統工法は、岸

を固めるのではなくて、岸のほうに来る強い流
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れを岸から遠ざけるというのが、非常に重要な

一つの考え方です。 

 この場合も、こう来る流れを遠ざけるわけで

す。こう流れようとするのを、ここで曲げる。

これは、15分ぐらいでできます。これをこう曲

げるということは、これに対して直角方向にと

いうのはこうですね。この方向に石を、例えば

３個置くと、パッと曲がります。次、お願いし

ます。 

 

 曲がりましたね。まっすぐこう来ます。先ほ

どまで岸にドンと当ってたんです。これを境に

カクッと曲がりました。これ見ている人から「お

おーっ」という声が起こりましたけど、一番び

っくりしたのは私でした。これは、江戸時代の

伝書に書かれていたのを、私が試しに実行して

みたんです。岸に向かってくる流れには、その

流れに対して下流から４分の１ぐらいのところ

に、流れに対して差し出せということ。それも

できるだけ岸に近寄せてこれを出すということ

です。そうすると、ここでカクッと曲がります。 

 ただし、このへんでやっても曲がりません。

ここで曲げることにポイントがある。ですから、

川の流れを読むということ。沖縄では風水とい

う技術があるそうですが、水の流れを読む、風

の流れを読む、その流れに沿ってその道、水と

か風が動こうとする方向、その方向に対して技

術を使えばという話です。 

 ところが、まだ岸に寄ってくる部分があるわ

けです。この部分もこの付近に石を持ってくれ

ば、カクッと曲がります。しかし、洪水対策を

やらなければいけないから３個置いた石の、ち

ょっと上流側に水制を持ってきました。この水

制の稜線は、この堤防に対して直角よりもちょ

っとこう振るわけです。そうすると、この稜線

の方向に対して直角方向に、これを乗り越した

洪水の流れが動きます。ですから、洪水の流れ

を岸から遠ざけるのに、これを使ったわけです。

これは洪水対策です。 

 それから、同時にもう一つ。上流から水制に

向かう水が来てますよね。そうするとどういう

ことが起こるかというと、水制の頭部の先にお

いて、水制によって狭められた分だけここに速

い流れができるんです。単純なことで、この頭

の先の流れが速くなります。 

 ですから、これまでなかった新しい強い流れ

をここに発生させて、この流れに対して新しい

流れをぶつけたわけです。流れと流れをぶつけ

ると、流速は落ちます。流速ゼロの世界が、先

ほどまで流れが強く岸に当たっていたところに

生まれたわけです。 

 これまでの作業で、９時からジャスト12時ま

でに終わりました。私がやろうとしたアユ対策

はこれで終わりなんですが、午後３時までとい

う約束がありましたから、午後は、こんなとこ

ろに石を置いたり、こんなところに石を置いた

り、向こうもちょっとやったりして、午後３時

になってきっかり時計を見ながら「３時、以上

で終了です」。アユ対策も、堤防を守る工事もこ

れで終わりました。「何ですか、これ、本当にア

ユが帰ってくるの？」と説明を求められました

から、堤防の上で見ておられた人たちに、先ほ

どの同じ説明をしました。あとは大宴会になっ

て、私は帰りましたが、そのときに、「運がよけ

れば、ここで皆さん方は３週間後にアユの姿を

見ることができるでしょう」と言ったようです。

水の流れを衝突させ、

エネルギーを弱める 
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忘れましたけど。 

高知に帰りましたら３週間して役場から電話が

かかってきて、「福留さん、新聞記者が来たけど」、

「どうしたんですか」、「あなた、あの現場のと

きに３週間後にアユが帰ってくるなんて言いま

したか」、「いや、記憶ないですね」、「しかし、

言ったそうですよ」。新聞記者があの男の言った

ことを現場で実際に検証すると。そんな、あれ

は希望的観測であって、と思いましたが、工事

やっているときでも、このへんが終わってこち

らのほうやっていると、このへんいっぱい魚が

いましたから、アユはいなくても魚がいること

は間違いないから、行ってみてくれということ

を申し上げましたところ、数日して新聞記事が

送られてきました。次、お願いします。 

  

 これの世界なんです。川幅を、それまで蛇行

して流れておった川、これをぐっと何倍にも広

げると、水深が浅くなって流速が遅くなる。そ

うすると、それまで瀬も淵もあったのが、だん

だんとだんだんと上流からの土砂が堆積をして、

少々の洪水でも動かなくなる。そうすると、光

、「３週間後に」

ッドの底辺

の世界です。次、お願いします。 

 

合成が起きる基盤がなくなるんです。 

 私は、水深30㎝ぐらいのところに、できるだ

けいろいろな石を置いてそこに水の流れの速い

場所をつくったわけです。そこに強い流れが来

ると、川底から石が姿をあらわす。そこに太陽

の光と炭酸ガスがあれば、３週間すれば十分ケ

イ藻が育つ。多分そんなことで

と、言ったんだと思います。 

 このヌルッとしたのは苔ですね。この苔を食

べる昆虫、苔とか昆虫を食べる魚たちの世界。

これが食物連鎖の関係、生態ピラミ

  「近自然型工法でアユ群れる」。新聞記者が

現場で見たのは、40匹ぐらいのアユが、先ほど

私が石を置いたあの場所にずらっといたそうで

す。その新聞記者が、私が言ったことを実に正

確にここに新聞記事にしています。 

 原理はどこいっても一緒と思います。私がや

りましたものは何かと言いますと、次、お願い

します。 

 

 これは、今から12年前にご当地に呼ばれて来
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ましたときに、こういう水槽で飼っておるのを

見せてもらいました。こういう世界ができる。

そう簡単にできるものではないと思いますけれ

ども、何らかの方法はあるわけです。それを自

然の流れは持っている。次、お願いします。 

  

 これもそのときの写真です。この川底、ここ

に礫がありますけど、泥があります。風によっ

て波立つところもあるんですが、波立っている

ところは流れが速いところですね。鏡のような

ところは、比較的に水深がこちらよりもこちら

が深い。それが、例えば向こうにもあるとすれ

ば、ここに水の蛇行があって、瀬と淵がある。

本来は水自身は、ここに瀬と淵をつくりたいと

いう意思があるはずなんですよね。それをどう

生かしていけるか、生かせるということです。

私が先ほど青森県でやりましたのは、状況は違

ってもそういう見方をしたわけです。次、お願

いします。 

  

 先ほど３個の石をあそこに置いたけれども、

もうちょっと向こう対岸のほうに置くと、この

ようには曲がらないと言ったのは、実は水の蛇

行特性です。水というのは、基本的にまっすぐ

流れません。初めまっすぐ流れていても、その

うちに蛇行が始まります。先ほどの青森県の川

も、人間の都合でまっすぐしましたが、やがて

この水がもとのように蛇行しようとし始めるわ

けです。そこに一つの法則性がある。というの

は、例えば実験室の中でも、自然の川の中でも

呼び方

ように鮮

自然の川でも一緒です。次、

お願いします。 

それは起こります。 

これは実験室の装置です。向こうを低くして、

こういうふうにして水を流すと、２分後はまだ

まっすぐ流れています。３分後、若干蛇行が現

れてきました。５分後、７分後でこういう蛇行

が起こります。このときはまっすぐ流れていま

すけれども、平面、縦断的には、こちらが上流

とすればこういう動きなんです。平面も縦断も、

まっすぐには流れないです。蛇行します。これ

は小学校の理科の教科書にもきちんと説明され

ています。縦侵食、横侵食、それぞれの

で、側刻作用、下刻作用と言います。 

 先ほど３個の石を置いたのは、これがこう曲

がるときに、この場所に置いたわけです。これ

はずっとこのへんで水はもう曲がろうとしてい

るんです。曲がろうとしているところにポンッ

と置いた。ここに置いても曲がらないというの

は、ここの水はこの方向に行こうとしています

から、ここに石を３個置いても、あの

やかに曲がらせることができない。 

 この蛇行特性、これは波長と言いますけど、

一定の波長でずっと蛇行していきます。この蛇

行の長さ、波長の長さは、水路幅と関係してき

ます。水路幅の約７倍前後でこの波長が起こっ

ています。これは
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 これは北海道の川です。上空から撮ったやつ

で、大きく蛇行していますが、その中に現在の

水路もこういうふうに蛇行していますね。この

川幅いっぱいの蛇行は、この川幅に応じた波長

をもった蛇行になっています。水路の蛇行の波

長はこの水路幅によって、一定の法則で流れて

いるわけです。 

 もう一つあります。一番大きな川幅は、ここ

からここまで。その次の川幅はここからここま

でです。この川幅による蛇行がこの中にもう一

つこう入ります。ですから３種類の蛇行が見え

ます。川幅に応じて蛇行の波長が違ってくるん

ですね。これを利用して瀬と淵の復元を図るわ

けです。 

例えば、この水の色の濃さを見ていくと、ここ

が濃いですね。その次にここが濃い。これは淵

の一番深いところです。この淵の一番深いとこ

ろはどこかというのを特定するのはこうなるん

ですが、この左岸の線をずっと延長していって

右岸と交差する。このポイントが一番深いんで

す。右岸をずっと延長させていって左岸と交差

する場所が一番深い。ここが淵の一番深いとこ

ろ。この瀬と淵の復元を図るというのは、瀬と

淵はセットで復元しなければいけない。 

 人間が瀬と淵をつくるのではなくて、水の蛇

行を正しく導いてやると、その水自体が瀬と淵

をつくっていくということです。これまで我々

が河川改修で大きな勘違いをしてきたのは、水

というのは上流から下流に向かって流れてきま

すよね。ですから、川底も上流から下流に向か

って全部下り坂と考えて、河川改修をやってき

ました。ところが川底というのは、下りもあれ

ば上りもあります。下りがあって上りがあるか

ら、ここが淵になるんです。それからまた下る

ところから瀬が始まる。それで見ていくと、こ

こが一番深いところなんですね。ここで急傾斜

で下がってきて、川底はここから上り勾配です。

上り勾配になっていって、ここから下り勾配。

上りから下りになるところで白波が立ちます。

静かな川であっても、さざ波が立ってきます。

この境界線、これが上りから下りに変化すると

ころ。これは確実にこの蛇行の中で、大体この

付近ということは特定できますから、設計のと

きにそのポイントを押さえる。これは間違った

らだめです。 

 これから下がってくると、白波がずっと立っ

てくるんです。この白波が消えるポイントは、

この下流側の下りがきて、ここから上り勾配に

なります。上り勾配になって、上り詰めてここ

から下りが始まります。この下りの高さによっ

て、ここから上りから下りになる、この頂点の

高さがここの高さを決めますね。 

 ここに平瀬ができて、早瀬ができて、淵がで

きる。その流速の水理条件によって、こぶし大

の大きさの玉石がここに堆積をし、沈む石で堆

積をしています。流況によってはこのこぶし大

の大きさが浮き石で堆積をして、ウグイの産卵

場ができたりする。藻類の生産が一番活発に行

われるところはここですね。餌場、藻類の生産、

水生昆虫の住みか。 

 そうした瀬において、小砂利の浮き石状の河

床ができれば、ここが、我々ふだん願っている
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ところのアユの産卵場ということになります。

この瀬と淵をセットで回復していく。それはこ

のルートの選定河道の法線形や堤防の法線、堤

防の法尻の法線、低水路護岸の法線、さらに、

この河道内でこういう水自体が本来の蛇行を取

り戻せるような装置をすること。 

 人間が一たん壊してしまうと、簡単にこれは

戻せません。その戻すのにどうするかというこ

とが近自然工法で、私がこれまでやってきたこ

となんです。その幾つかをご紹介します。次、

お願いします。 

 これは高知県で近自然河川工法を一番最初に

やった現場です。私が呼ばれていきまして、思

わずにっこりとしましたのは、水際の護岸をコ

ンクリートのブロックを使わずに、自然石だけ

で石積みにしてたんです。これでいいかと。い

やいや、近自然というのは水中から始めますか

ら、これはこれでいいんですけど、水際を直し

てもらいたい。道路工事で川の中から石も全部

取られてしまって、水際も全部こんなになって

しまったわけです。 

  例えば、こういう場所に瀬と淵を再現するた

めにはどうするか。人間が無理に瀬と淵をデザ

インするのではなくて、設計のポイントは２つ。

一つに、上下流に自然が残されていれば必ず蛇

行形態が見られます。この蛇行は一定の特徴を

持っています。先ほど言いましたように、この

川にはこの川独特の、蛇行の波長パターンがあ

るわけです。それをこう来ているやつの、これ

をそのままここに持ち込むわけです。 

 ここは川底に玉石とか砂利が見えますよね。

床固めをやられているから、なかなか簡単に瀬

と淵は帰ってこない。しかし、このくらいの川

だったら、それほど難しくないんです。上流を

見ると自然が残っている。ここは護岸がありま

すけど、これは改修されていないですね。こう

いう川でまず設計しようとするときには、もと

の川は、本来の川はもっと狭いはずですから、

この上下流に自然の河道が残されているならば、

それがヒントです。次、お願いします。 

 持ち込むのに、川岸の形態が関係してきます。

川岸というのはこんなに真っすぐではありませ

ん。まずはどこへ行っても、侵食地形というの

はこうです。これも一定のパターンがあります。

こう来ていますね。固いところが残って、侵食

がこう入ってくる。自然界は、このように一直

線状に川岸をこしらえていくことはない。 

 このパターンをここに、これもここに継続さ

せるわけです。それが２つめです。出っ張った

 26



ところをリブと言います。これはグローインと

呼びます。指で言えば、指がリブ、指の股がグ

ローイン。木の葉っぱを見てもリブとグローイ

ン。リブ構造があって、グローインがあるわけ

です。自然界の構造です。川にもそういうもの

があります。水がつくったリブとグローイン構

造。次、お願いします。 

 

 ですから、自然界の水際の線をそのままここ

に持ってくる。これは石垣。これもそうですね。

これをここでつないだわけです、こう。このグ

ローインもこう持ってきて、リブを持ってくる。

それからここでこうとってこう。これは工事完

成直後です。自然の河道はここに残っています

が、これがこう入ってくる。今日は残念ながら、

技術までは説明できませんけど、こう鈍角に入

ってきていますね、今。 

 鈍角に入ってくる流れには、それに対応する

技術があるわけです。鈍角に入ってこない、川

岸に平行に流れている流れに対してやっても同

じ現象は生まれません。ここのところに土木の

ノウハウが要ります。伝統工法のノウハウ。鈍

角に入ってくるものを受けて、結論だけ言って

おくと、頭の勾配のきつい、例えば１割勾配の

角端、水制状の構造物を持ってくると向こうへ

ピンとはねます。水の流れは。これを緩やかに

して、緩やかにそこを丸くすると、ここでピン

とはねずに、フニャアとこういう。これは工事

完成直後ですが、洪水が何遍か通した後、次、

お願いします。 

 

 これで、大体流れが固定しましたね。こう入

ってきた流れが、鈍角に入ってきた流れをこれ

で受けるわけです。ピンとはねているでしょう、

この方向に。ほぼ45度に。この流れはそんなに

弱い流れではないんですけれども、ここに強い

流れが45度に流れている。来たところに、次の

出っ張りがあるわけです。これがまたはねると

45度ぐらいの角度で落ちる。これがまたこれを

はねてくるとしますね、これが上流からこっち

に続いているわけです、この川は。これをその

ままぶち込んだわけです。自然に逆らわなけれ

ば、これは12年ぐらい前につくられた現場です

が、今日まるっきり一緒です。それは、ここに

瀬がありますよね。瀬の上流端のこういうとこ

ろで、ウグイが毎年毎年おびただしい数の卵を

産んでいます。ですから、この川はずっと十数

年、ここで産卵がずっと行われています。この

上流側というのは、この瀬の上流側にはこぶし

大の大きさの石が、下からわき上がってくる水

の流れによって、浮き石状に堆積しています、

この場所に。次、お願いします。 
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 この場所の写真を、村の役場の方が撮って私

に送ってくれました。このぐらいの大きさの石。

あそこの場所にウグイが毎年産卵をするわけで

す。あの工事がどれぐらいのものであったか。

河川改修ではなくて、道路工事であんなに壊し

てしまって、その担当者がちょっとあまりひど

いからやり直そうということで、そんなに金か

かってないです。持続発展可能な河川改修、公

共事業というのはこんなんじゃないでしょう。

次、お願いします。 

 

 これは先ほども言った、水際部のリブとグロ

ーインです。立てて角張った形にすると、水を

こうやってピンとはねます。はねることによっ

て、ここは緩やかな環境になるわけです。これ

は丸くすると、水の流れはフニャアとしてしま

う。この流れだったら、ここに渦巻きができま

す、反転する流れが。 

 これはアーチ構造です。私はずっとコンクリ

ートを使わない石積み工法は、アーチ構造を基

本にしていました。日本で一番古い、現存する

アーチ構造の石橋は沖縄にあると私は聞きまし

た。沖縄の円覚寺にある放生橋が1498年につく

られたと言われていて、一番古い。その次が長

崎の眼鏡橋。土木遺産の中にそういうふうに書

かれていましたけど、沖縄には、アーチがいっ

ぱいありますね。次、お願いします。  

 

 現場にある石をそのまま、切ったり割ったり

せずに、あるがままに使う。こんなごろごろし

た石をそのままに、こういう曲線を入れている

わけですが、曲線は石の面がアーチラインでは

なくて、石と石が接している接点、あいば合端

と言いますが、これをつないだ線がアーチライ

ンです。 

 それから、この後ろにちょっと開いてますけ

れども、ここに栗石を１個打ち込むと、これと

これとの接点ができますよね。これがまたずっ

とアーチを描いていきます。 

 アーチ構造の力学的なものは、こちらから外

力がかかったときに、この外力がかかったポイ

ントとここの支点を結んだ線がこの２本のアー

チラインの中にあれば、外力はすべて圧縮力で

受けるというのが基本です。ですから、石材の

圧縮力の強さは、コンクリートの比ではないで

す。この２本のアーチラインの外に出れば、そ

こは引っ張り力が働きますから、そこからアー

チ構造は破壊されていくということです。です

 28



から、図面をかいても現場で施工しても、ポー

ル１本で管理している。ここのポイントとここ

のポイントをきっちり決めること。次、お願い

します。 

 

 ここに栗石がくる。ここのポイントとここの

ポイント。この二つの間に外力を借りて、この

自然と結んだ線がこの二つの２本線の間にあれ

ばいい。これが圧縮力で受けたところです。次、

お願いします。 

 

 高知県の土木部の職員でこういう技術研修を

毎年やっています。全部で６日間。１日は座学

で理論の勉強して、１日は外に出て演習をやっ

て、あと４日間は、現場で実際の石積みの技術

研修をやっています。 

 その演習のときに、このアーチを組みました。

アーチを組むのは、ここにある土をこういうふ

うにして盛って、その上にこういうふうにして

石を組んでもらいました。この石とこの石が下

がきっちりと合って、上はすいてますから必ず

ここに石をかませる。くさびを打つ。上と下と

がきちんと合ってるように、全部の石をチェッ

クするわけです。そして、下の土を外すと崩れ

ないですね。次、お願いします。 

 

この上に人が上っても崩れないです。次、お

願いします。 

 

 全部渡りました。理論どおりやれば、石材の

圧縮強度の利点を使うアーチ工法。次、お願い

します。 
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 例えば先ほどの護岸の構造で、法覆工、法留、

根固めという話をしました。これは根固めを施

工しようとしたところです。こういう形でアー

チ構造をとって、道路工事によって破壊された

川の一部水際を戻そうということで、これも練

習でやりました。 

 全体に大きいアーチですが、アーチの中のこ

こにもアーチ、ここにもアーチ、ここにもアー

チ、そのときの支点が、例えばここではこれ、

これ、これ。これはちょうど大きい石がなかっ

たから、三個の石で一つの支点にしようと。 

 そのときに、アーチ構造の力がかかる方向に

開く漢数字の「八」という字。この間に石をは

める。これが力石、この間が輪石、輪石をはめ

るのにこう取る。次、お願いします。 

 

 下流側の石組みをアップにするとこうなりま

す。八の字に開くんです。この間に小石を差し

込んでいく。アーチラインというのは、このつ

ら面ではなくて、この面を見るとこうなってい

るんですけど、ガタガタです。接点がアーチで

す。後ろにこれをきちんとはめていく。手前に

引いても崩れるもんじゃないですよね。こう押

せば簡単に外れますけど。 

 この構造の原理を、根固めにも、護岸にも、

水制にも、落差工にも使います。私は、これが

基本です。次、お願いします。 

 

あと、ずっと一層を仕上げて。次、お願いしま

す。 

 

 二層を仕上げて。その向こうにも、こういう

組み方で水制を施工しました。もう７年ぐらい

前ですが、実はおとといこの現場に行ってたん

です。今年は台風がいっぱい来て、この河岸が

かなり災害を受けたそうですが、これと向こう
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にあった２基の水制はびくともしてないという

ことを聞いて見に行きましたが、本当にびくと

もしてなかったです。次、お願いします。 

 

 これは護岸ですが、これも青森県です。施設

ができて、広場ができる。目の前に非常にきれ

いな水が流れているけれども、残念ながらこの

施設から水辺に近づいていくことができない。

多自然型の思想と親水性を考えた水辺の環境を

整備してくれるかという仕事を承りました。こ

のコンクリートブロックとコンクリートの根固

め工は、200ｍ撤去してよろしいということで、

全部アーチ構造でいける。次、お願いします 

 

 こんなふうに、これ全部アーチ構造です。こ

れは根固め工ですね。根固め工は全部アーチ構

造です。根固めと護岸を一体に仕上げて、ここ

にもずっとアーチがあります。それから、人は

この坂路をおりてくればいいと思ってましたが、

私の設計の意図外で、子供たちはこの坂道では

なく、斜面を上り下りしています。 

 というのは、このアーチ構造の支点の部分は

勾配を立てています。奥のグローイン部分の勾

配を緩くしてある。ですから、子供たちはこの

グローイン部を一気に走り上がってますよね。

この空間が、実は洪水のときに魚の避難場所に

なります。 

 さらに、石積みの技術で言えばこのリブの部

分は、算木積みというのは独特の積み方で施工

すると理想的です。次、お願いします。 

 

 次に、これは砂防河川になるんでしょうか。

床固めまたは落差工の構造ですね。河床低下を

する川に、川を安定させるためにこういう構造

が全国で施工されてきましたけど。次、お願い

します。 

 

 これも８～９年ぐらい前になります。日本の

砂防河川でこういう改修をやってました。 

 このやり方を変えろという指示が私のほうに

来まして、実は護岸のコンクリートも外しまし

た。それから空石積みの水制をやって、それか

らここの床固め工ですね。これ、環境に配慮し

て魚が上りやすいようにコンクリートを斜めに
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して石を埋め込んでいましたけど、これも「変

えろ」という指示が出たわけです。次、お願い

します。 

 

 こんな形で、これまで施工されていましたが、

コンクリートを外して、もうちょっと魚が上り

やすい構造にしようと。このときに、私はアー

チ構造をこれに入れることを考えました。しか

し、この川は流速が７ｍぐらいあります。７ｍ

というと、大きい石を単独川の中に置いても、

100トンクラスの石が要求されます。そんな石は

さすがにない。この川に大きい石はごろごろし

ていますが、上流からこれらが流れてきて被害

を受けた川です。そのときに、アーチ構造と同

時に、一つの構造をここに開発をしました。次、

お願いします。 

 

 基本的に、河川で使う石積みの技術は、３個

の石の上に３個の石で谷をつくって、これに落

とし込む。落とし込んだ石でまた次の３個の谷

をつくる。その３個の谷にまた石を落とし込む

というような谷落し積みという、日本の伝統的

な石積み工法があります。これをここに使って、

３個で谷をつくって、こういう石を、これが面、

尻。これが顎、この顎をこの３個の谷に落とし

てと言いましたけど、そしてこのようにして抜

けてますが、それをこのままここに持ってくる

わけです。こういう形で、こう乗せるわけです

ね。 

 こう乗せると、このような傾きにとるわけで

すが、傾いたほうが上流側。そのことによって、

水圧は安定モーメントのほうに働かせる。アー

チ構造の理論と同時に、水圧で転倒モーメント

を安定モーメントのほうに削るという構造にし

ました。次、お願いします。 

 

 これ、先ほどの石ころです。全部の石をそう

したわけです。全部上流に向けて。だから、計

画の河床高というのは、この丁張の下段の高さ

ですから、この現在の床堀線は計画河床から数

10cm下がり、設置した大石は2/3埋まります。 

 これは、分散型落差工というんですけど、こ

れを日本で最初に本格的につくったのは、長野

県の鳥居川という川です。次、お願いします。 
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 その後何年も何年も何回も何回も洪水が来て

いますが、びくともしてない。ある建設会社が

知らずにこの上で重機を走らせましたけど、こ

れ一つ若干動きましたが、全体には何の損傷も

受けてない状態です。絶滅危惧種のカジカがこ

れにすみ着いているということが、この現場を

担当したコンサルの調査結果によって、発表さ

れています。次、お願いします。 

 

 これを受けて、北海道のダム直下、水が落ち

るところ、減勢工と言いますが、減勢工の前に

護床工というのをずっとブロックを張る予定だ

ったのを、先ほどの構造の働きをここでやりま

した。 

 護床ブロックをここに張るのをやめて、先ほ

どのあれを応用したこういうアーチ構造の床固

め工をやりました。アーチ構造は、これが支点

です。両支点があってここにアーチがあります

が、もう一つの特徴は真ん中に大きいやつがあ

る。 

 そして、アーチ構造にするということは、上

流から来た水をここで二つに分ける。二つに分

けた水は、これから下流にどの方向に向いてい

くかというと、これに対してこの接点方向に対

して直角方向に入ります。そうしたら、これに

対して直角方向に入りますから、水の流れはこ

こでぶつかるわけです。ここでぶつかるとここ

掘りますけど、掘ったやつはここで次に堆積を

しますね。延々と掘られ続けることはない。水

の流れと流れをぶつければ流速は落ちるという

原理をここで使いました。次、お願いします。 

 

 それから３年たちましたけど、一番上流のや

つがこれ、２番目がこれ、３番目がこれです。

それで、足下を押さえるだけで、この現場は護

岸は何もやってないです。これはさすがに私も

「それでいいんですか」、「いい」ということで、

崩れればそれでまた新しい安定をするんじゃな

いかという、ダムの所長のそういう発想でこれ

やりました。現在、こういう形で安定していま

す。次、お願いします。 

 

  先ほどやられた、これから５ｍいったとこ
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ろでは掘られずに、細かい砂、土砂がここに堆

積しています。次、お願いします。 

 

 先ほどは砂防工事の床固めの構造を改良しま

したが、今度はそうではなくて、蛇行した川の

中で壊された瀬を復活する工事をやりました。

こう来て、ここに淵ができて、蛇行しています

から、ここが一番深い淵、その次曲がってここ

に瀬ができて、ここに淵ができていますけど、

ここは人間の手によって手が加えられています。

瀬ができていないんです。 

 事前にご質問いただきましたが、例えば大き

い石がないところでは、こういうものを使った

りします。大きい石を使って基礎、河床から下

の構造をやりましたけど、これはコンクリート

ブロックでこういう形がとれます。非常に安定

しています。次、お願いします。 

 

 ところが、これから向こうが河積断面が足り

ない。河床掘削もしなければ、洪水のときにこ

ちらが水があふれるということになって、工事

が始まったんですが、地元の反対にあって、工

事がとまりました。しかし何とかしなければい

けない。しかし環境もこれ以上壊すなという議

論がありましたが、私も委員で選ばれていって、

ここを見て、手を加えるのではなく、むしろ掘

削していい瀬をもう一度復活できますよという

話をしました。次、お願いします。 

国土交通省から「福留さん、コンクリートブ

ロックを使ってみてくれんか」、「わかりました」

と、こうやったわけです。 

 現地にある石で、大きめの石をこういうとこ

ろにこう配置してある。これは、今度は全くこ

んな大きい石がないところで、やっぱりこうい

う淵をつくりたいと。そのときは丸太でもいけ

るんですよ。残念ながら、今日は、丸太の写真

は持っていませんけれども。次、お願いします。 

 

 人間の手によって瀬が壊されていましたから、

こんなふうに石が積まれていました。ここまで

淵ができているわけです。ここから河床掘削す
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る、深く掘ろうという計画だったんですが、私

が提案したのは、ここから掘らずに、ここから

掘るとこの淵がなくなります。淵というのは、

深いところだけじゃなくて、深さというのは要

りますけど、下り勾配にあって、上り勾配にあ

って淵ができます。この上り勾配を壊してはい

けない。淵はある一定の大きさがないといけな

い。それがもっと大きくなるとトロと言います

けど、それはそれほど魚にとってはいい環境で

はない。一つのある一定の空間があるというこ

と。ですから、これを守るために淵の底から掘

らずに、法尻から徐々に20分の１の勾配でずっ

と掘り下げていこうということを提案したわけ

です。次、お願いします。 

何のことはない。こういうものをやっていく。

これは掘削した際に川底から出てきた１ｍぐら

いの大きい石を使っています。全部現地発生材

です。ふんだんにあるわけじゃないから、大事

に使っていく。その間にこのぐらいの石を噛ま

すとアーチ構造ができるわけです。この石の組

み方によって、これを乗り越した水の流れが、

ここに流速ゼロができたり、ポーンと落ち込ん

だりという環境が生まれてきます。次、お願い

します。 

 

 

 20分の１の勾配で、淵尻から河床を掘削して

いきました。これで瀬はできるわけですが、す

べり台のような瀬をつくっても生態学的には単

調です。この中に玉石とか砂利とか砂が堆積す

る。流速ゼロの世界をここにつくる。そうする

と、ここに砂が堆積する。あるいはこれは栗石

が堆積して、魚の産卵場がこの瀬の中にできる。

この状態では、藻類の生産も魚の産卵場にもな

りがたい。それで手を加えます。次、お願いし

ます。 

白波ができて、段差ができているところがすべ

て人工的に私が手を加えたところです。これが

もしなかったら、そのまま何の変哲もない、た

だの急流になるだけです。次、お願いします。 
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 ヨシノボリの卵です。  乗り越すところに、これ小砂利でしょう。流

速ゼロの世界です。こっち側はそれよりちょっ

と流速が速いでしょうね。こぶし大の大きさの

石が、こちらは砂。こちらはこぶし大でしょう。

こんな環境の変化があると、この瀬にいろんな

生き物がすめるんです。次、お願いします。 

 次お願いします。 

 

 

 福岡県でこの川を１ｍぐらい掘削して川幅を

広げたところです。そのときに、この現地発生

材で、大きい石がいっぱい出ましたから、これ

を取り上げずに、この時点で既に道路工事のと

きにこの川は壊されていますから、もう一度自

然に近い川をつくろうということで、この石を

使ってこのコンクリートの擁壁の前に分散型落

差工というのをずっと入れたんです。瀬と淵を

つくるように。次お願いします。 

 この瀬で、高知県がずっと生物調査をやって

発表していますが、泥が全くくっついてない新

鮮なコケ、アユのはみ跡がいっぱいあります。

ヨシノボリも、この急流にもいます。こんなと

ころは、流速がゼロの世界もあったりしますか

ら、コケもあれば水生昆虫もたくさんいますね。

餌がいっぱいあるところで。この彼か彼女か知

りませんけど。ヨシノボリが、石の後ろに卵を

産んでいます。次、お願いします。 

 

 上流には、上流のタイプの瀬と淵があります。
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瀬と淵というのは、渓流でのステップ・アンド・

プール、ちょっと淵どうしの間隔が長くなった

山地河道のステップ・アンド・プール。そして

徐々にこう蛇行していく沖積平野の瀬と淵と、

いろんなタイプがあります。ここは山間部の瀬

と淵ですから、いったん掘削したわけです。次、

お願いします。 

 

 この石積み構造も全部アーチ構造です。この

石の積み方が、面を全然合わせていないですね、

合端をきちんと噛ませている。そして、これは

石の積み方、これは土佐積みという積み方です。

この積み方は、通称総称して崩れ積みと言われ

ます。関東崩れ積み、大和積み、土佐積みとあ

ります。土佐積みが一番派手な積み方です。こ

れまで砂防工事でも広島の紅葉谷川、１kmぐら

いの距離を崩れ積みでやっていたわけです。京

都の鞍馬川にもあります。昔やっていたやり方

を取り戻す。そしてここにも、川の中に先ほど

のアーチ構造。次お願いします。 

 

 落ち込んで、砂利が堆積して、また落ち込ん

で砂利が堆積して。こういうところに魚の産卵

場ができます。この現場もことしの３月に完成

しましたが、ことしの４月から５月ごろ行った

ときに、生まれたばかりの魚がいっぱいいまし

た。次お願いします。 

 

 とにかくやわらかいふわっとした川底を、水

の流れを利用してつくる。砂防堰堤というわけ

で、これはもう十何年前の写真ですが、沖縄の

どこか、場所は忘れました。次、お願いします。 

 

 これも高知県でのチャレンジです。台風で飛

ばされた渓流に、安定した河岸と河床をつくる

ために、砂防堰堤をやらずに、現地発生材で渓

流のステップ・アンド・プールの構造をやりま

した。そのときの石積み技術が石積み、石張り、

崩れ積み。この３種類。石積みというのは、法

勾配が１割よりきついやつを石積み。石張りと

いうのは１割より緩いやつ。石積みは石の上に

石を重ねて、石全体の重量で、土圧を押さえる。
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 石張りというのは、枠は基本的にかかりません

から、法面に対して直角方向に差し込みます。

石張りですから、石と石との間に詰め石をかま

せて、石と石でビシッと張り合っていますね。

そういう構造をつくって石張り。土佐積みとい

うのは、石積み構造で、石をこうはさみます。

次、お願いします。 

 

 

目つぶし砂利をやって、水固めと言って、水を

その間に注入していくわけです。注入してはま

た目つぶし砂利をやって、または水を注入をす

る。これはみんな高知県の土木部の職員です。

こういう技術研修をやって、この人たちがこの

職人技を継承するわけではなく、こういうこと

を理解した上で職人技が育つように、公共事業

の中にこれを発注するというシステムを高知県

では今やろうとしています。まずは行政の担当

者から理解するということでやっているところ

です。これは石積みの護岸。土佐積みの護岸で

す。次、お願いします。 

 ちょっとわかりづらいんですが、これが川底

です。ここに護岸がきます。川底を先ほどのア

ーチ構造でステップをこしらえていって、ステ

ップ・アンド・プール、ステップ・アンド・プ

ール、ステップ・アンド・プール。ここは約５

分の１ぐらいの勾配になっています。次、お願

いします。 

 

 

 ことしも何遍も台風が来ましたけど、次、お

願いします。 

 材料は巨石、大石、中小石、大栗、小栗、目

つぶし砂利というのを全部使います。一定の大

きさに切って使いやすいようにするのではなく

て、石をそのままあるがままに使っていく。防

水シートは張っておりません。全部昔の伝統工

法。次、お願いします。 
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 完成したものがこんな状態で、今年、漁業組

合がこの下流に放流してアユが上りました。 

次、願いします。 

 

 

 魚道ができますね。魚道も同じように、これ

は上流から土砂がきて、魚道が壊されて、魚が

上れなくなった。漁業組合がこの上流でアユを

放流しました。この渓流の下流にある砂防堰堤

(写真の床固工)に、まずアユが上れるような魚

道をつくれということで、ここに近自然工法を

やったわけです。近自然工法で初めて魚道をや

りました。次、お願いします。 

 先ほどの魚道は２ｍでしたが、今度は11ｍの

堰堤に、コンクリートを使わずに全部空石積み

で魚道をやることになりました。すべて伝統工

法に基づいて。この構造については、既に一度

試しています。 次、お願いします。 

 

  群馬県の粕川村というところに、これは11ｍ

の堰堤です。ここに出てくるコンクリートを隠

すように、ここに土佐積み、ここにも土佐積み

で、ずっと坂路をつくっていきました。そして

ここもすべて現地発生材直そうということで。

次、お願いします。 

 これはコンクリートの魚道を壊しまして、巨

石、大石、中小石、大栗、小栗、目つぶし砂利

などで、ずっとこの魚道を上流と下流と連続し

て結んだわけです。次、お願いします。 
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 こういうところ、魚が上っていくような坂路

をつくっていく。次、お願いします。 

 

 最後は桜島です。この構造がどこまで絶えら

れるかということで、これまで私は一番急流河

川やりましたのは、長野県の鳥居川という流速

７ｍが最高でした。ここは17ｍです。 火山灰

が降ってくる。溶岩がいっぱい堆積して、火山

灰が降ったところに堆積をしてくる。雨が降る

と、土石流がドーッと流れてくる。次、お願い

します。 

 こんな形ですね。いろんな形が組める。自然

界にある自然の景観を見ていると、あのような

構造をつくってみようという形でこうやったわ

けですね。直線形のところも全部アーチですか

ら、アーチの連続です。沖縄でぜひ、沖縄のア

ーチ方式をつくってもらいたい。こういうアー

チだけではなくて、平面形のアーチをつくって

もらいたい 

 

 また、この土佐積みというのは、この空隙が

あるから弱いというわけではなくて、ここにい

ろいろな植物を植えることができます。次、お

願いします。 

 それがこんなやつですね。これが流れてくる

砂防の流路工に、「空石積みの構造をやれ」とい

う指示が来ました。次、お願いします。 

 

 

 こんなふうにできますから、こういう木の間

を魚がずっと上っていく。それから、ダムの中

に入っていく。次、お願いします。  ここからここまでは落差12ｍあります。落差

12mを60mの距離で、斜路にして落とします。斜

路で空石積みをここでつくっていったわけです。

これが12ｍですけど、地下の４ｍから基礎を上
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げてきました。この上まで行って。空石積みの

構造そのものは20ｍの構造物です。次、お願い

します。 

 

 地下から打ち上げていって、これ全部アーチ

構造です。３個の石で谷をつくる。この上に１

個の石を乗せて谷をつくるという谷落し積み。

江戸幕府の城石垣の組み方です。 次、お願い

します。 

 

 これを打ち上げてきて、そして、ここに１基、

２基、３基、この間をずっとつないでいくわけ

ですね。次、お願いします。 

 

 完成直後です。堤防の天端コーナーは、これ

もデザイン的にずっと、これここだけ角をとっ

ていますが、本当はこれ丸くしたかったんです。

これもずっと曲線を入れてドーンと、これ土石

流のイメージをつくりました。これも土佐積み。

今年の３月に完成しましたが、まだこの後行っ

てないから、どんな状態になっているかわから

ないです。というふうなことで、石の話ばかり

しましたけど、次お願いします。 

 

 最後に私の娘。高校を卒業するときに、私に

は一切進路の相談してくれなくて、「父さん、私、

土木へ行きます」と言って、今、土木の４回生

をやっています。最初と最後が娘の自慢をしま

して、以上で終わります。ご静聴ありがとうご

ざいました。 

(拍 手) 

○司会(高平)  どうもありがとうございま

した。 

 ちょっと質問時間、かなり短くなっておりま

すけれども、何かご質問ある方いらっしゃいま

すでしょうか。 

 きょうは、建設の方もいっぱいいらっしゃっ

ていると思いますけれども、ございませんでし

ょうか。お名前と所属をお願いいたします。 

○玉那覇氏(建設技術センター)  建設技術

センターの玉那覇と言います。質問です。 

 先生のお話にワンドという話が出てこなくて。

最近はやりのビオトープという話がありまして、

ビオトープでは自然空間をつくるということで、

河川にワンドというやつをつくったほうがいい
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んじゃないかという意見が、よくところどころ

で新聞に掲載されています。そこらへんはいか

がでしょうか。 

○福留氏  ちょっと肝心なところが聞き取

れなかったんですが、何のことでしょう。ビオ

トープの？ 

○玉那覇氏(建設技術センター)  ビオトー

プという、ビオトープのワンドとか、そういう

最近はやっていますけれども、その中でいつも

自然を残そうということで、ワンドという何か

河川の……。 

○福留氏  ワンド？ 

○玉那覇氏(建設技術センター)  ええ。残そ

うということで、最近はやりですけれども、そ

こらへん先生の意見はいかがでしょうか。 

○福留氏  ワンドですか。ワンドというのは、

たしか明治後期に大阪でつくられた水制域に形

成されたのをワンドという言い方をしますよね。

今日、ワンドというのは水たまりを指しますけ

ど。私は、ワンドづくりのいろいろな現場でち

ょっと疑問がある。静かな水域でワンドをつく

る、それは別に破壊されることもないんでしょ

うけれども、大きい川にワンドをつくって…。 

(黒板図示) 

 

 こういう形で淵ができますね。淵ができて、

これが一番深いところです。そうすると、これ

に対して砂州ができる。砂州ができるときに、

砂州の上流……。砂州というのは、この砂州の

上流側は浸食、真ん中が堆積、下流が浸食地形。

ですから、浸食というのはこう入ってきて、こ

う入ってきて、こう入ってきまして、ここで堆

積がきて、堆積がきて、浸食がきて、浸食がで

きて、浸食ができて、形からいえばこう入って

くる。堆積地形というのが膨らんできます。浸

食地形というのはこれと結びつく。 

 形状を見たときに、こういうところにワンド

状にもう自然にできるんですね。ところが、こ

ういう堆積地形のところにワンドつくったりし

ているのがよくありますけれども、これは遅か

れ早かれ埋没します。一たん、人間が壊してし

まったところにもう一度砂州をつくってやろう

とすれば、こういうところにつくってやれば、

ここにワンドは維持されます。というやり方を、

私自身はやっています。 

(黒板図示) 

 ここに淵ができて、これが瀬です。そして淵

が入っていく。これが砂州、砂州の浸食地形と

堆積、砂州の形を例えば縦断形はこんな形にな

ります。 

 ワンドをこしらえようとすれば、自然の地形

の中での自然の形のあるものをデザインしてい

ってというやり方を、私自身はやっています。 

 あまりいろいろ……、そのためにワンドの周

りに護岸をやったりとかしなくても、自然に維

持できるんです。 

○司会(高平)  よろしいでしょうか。 

 時間ですが、あとお一方、質問を受けたいと

思います。どなたかいらっしゃいませんでしょ

うか。 

○古波蔵氏(県河川課)  古波蔵氏(県河川

課)  県の河川課の古波蔵と申します。先生の

最初のお話で水制工を勉強させていただきまし

たけど。 
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 沖縄の河川を見たときに、ある程度護岸は緩

くなってきましたけど、同じ断面でずっと広が

っているということで、単調な河川になってい

るんじゃないかという気がしているんですが。 

 そういうところの中で、沖縄でもこういう水

制工をつくれば、こういう水際線の変化という

のは生み出せるのかどうか。そのへんをちょっ

とお聞きしたいと思います。 

○福留氏  河道面積を広げて、まずこれは洪

水のときに、この洪水を安全に流すための河道

幅ですね。平常時の水の流れというのは、その

中でさらに本来の川幅に近い形に狭める。狭め

るやり方に低水路としてやるやり方、それから、

先ほどの水制でやるやり方、それから、平成２

年に出されました多自然型川づくりの実施要領

に示されてますけれども、水制型の根固め工と

いうのがあるんですね。 

 水制型の根固め工というのは、私が高知県で

一番最初に近自然工法をやった現場でやったの

は、こういう形になっていました。あれが水制

型の根固め工です。 

 水制型の根固め工というのは、それ自体で川

幅を狭めてきていますけど、河積断面を阻害し

ないように。水制の場合には、全部を連続して

ないですね。 

(黒板図示) 

 一番効果的なやり方、水の流れが例えばこう

いうふうにして入ってくる流れ、こういう流れ

もあったりいろいろありますけど、この流れが

あると水制を設置して非常に効果的にこの中に

水は全体的に流れてきます。蛇行させるのに。

普通、水制というのは下流に抜けませんけど、

高水のときにも水没しない非越流型水制と言い

ます。これ水制の高さが護岸の高さと同じぐら

いの高さにしてますけど、これやると、この方

向にピーンとはねるんです。こういう形ではね

るんです。ここにまた……。という形でいけば、

この平坦な水の流れの中にこういう蛇行をつく

ることができる。ずっと水の流れがありますけ

ど、この中に蛇行を入れる。この部分だけは流

れが速いわけです。速くて、ここに淵ができて、

ここに淵ができて、ここに瀬ができます。とい

うふうな形での水制による平常時の澪筋のつく

り方。ほかにも水制によっていろいろなつくり

方があります。 

○司会(高平)  ありがとうございました。 

 時間も経過いたしましのたで、福留先生の講

演はこれで終わりたいと思います。最後に、先

生に拍手でもって感謝したいと思います。どう

もありがとうございました。 

(拍 手) 

 引き続きまして、もう一つの講演、宇栄原小

学校の環境学習ということで、新聞でも話題に

なったかと思いますが、民間の方から学校の校

長になられました横山芳春先生のほうにお願い

したいと思います。 

 先生の略歴、簡単にご紹介いたします。横山

先生は、1954年、福岡県でお生まれ。54年の生

まれでちょうど50歳ですね。それで、77年に関

西大学工学部建設学科を卒業後、民間のコンサ

ルタント会社を経て、那覇市役所に勤務なされ

ました。2003年、昨年退官後、沖縄県民間人校

長として、那覇市立宇栄原小学校の校長に就任

なさって現在に至っております。 

 先生は建築学を学び、那覇市役所勤務の傍ら、

国内外の大学にて科学修士、アーバンデザイン、

それから工学博士、また都市計画を取得、沖縄

県のＮＰＯ活動支援懇話会の座長や、沖縄県ボ

ランティア市民活動支援センター運営委員など

にも従事なされ、各地で積極的に環境ＮＰＯま

ちづくり、学校づくりなどの分野で講演を多数

行っていらっしゃいます。 
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「宇栄原小学校の環境学習」  著書に「沖縄型エコツーリズムの試み」「自立

する市民と自治体」のほか、市民を育てる環境

教育の実践を目指した多数の執筆を行っていら

っしゃいます。私事であるんですけれども、私

は今ちょうど具志川の祭りがありまして、そこ

の祭りからごみをなくそうということで、エコ

フレンド号をお借りしているんですけど、ちょ

うど横山先生がゼロエミッション推進室のほう

にいらっしゃるときに導入していただいたとお

聞きしております。 

横山芳春氏（那覇市立宇栄原小学校校長） 

○横山芳春  皆さん、こんにちは。横山です。

よろしくお願いします。１時半から長時間にわ

たりお疲れと思いますが、もう少しおつき合い

ください。よろしくお願いします。 

パワーポイントを使いながらご説明します。よ

ろしくお願いします。 

 では、先生、どうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

  私、宇栄原小学校というところの校長をこと

しの４月１日から任務しております。よろしく

お願いします。はい、どうぞ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 宇栄原小学校ですが、那覇市の宇栄原にあり

ますが、学校名は「うえはら小学校」です。創

立は復帰の年の10月であります。現在の児童数

は557人、教職員の数は34人です。校舎も一昨年

建てかえられまし、新しい校舎であります。小

さな風力発電の装置と太陽光発電、こういった

ものも校舎の中に設置されております。わずか
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500Ｗぐらいですが、子供たちの環境学習用にと

いうことで設置されています。そして雨水を340

トン分ためられる地下タンクも併せてつくられ

ております。次お願いします。 

 

 学校長が教育目標をつくるという権限があり

まして、半年研修があった間に、これは校長が

つくらないといけないものだろうと思いまして、

教育目標を考えて新しい学校で教育目標を変え

ました。ふだんはあんまり変えないそうですが、

変えております。「1000の子供に1000の可能性」

と。すべての子供の可能性を育てるという教育

目標のもとに取り組みを始めたところでありま

す。 

 次お願いします。 

 

こういった学校をつくるために３つの試みとい

うのを始めております。１つ目に、授業中心の

学校をつくる。２つ目に、環境学習を率先して

やっていく。３つ目に、PTAの協力を得ていくと

いうことであります。きょうは２つ目の環境学

習についてお話し申し上げます。お願いします。 

 

 環境学習を取り組む理由でありますが、環境

問題は今世紀最大の課題の一つであると。そし

てまた子供たちの問題でもある。そして子供た

ちの社会性を身につけさせたい。ひいては責任

ある市民として成長してほしいという願いがあ

ります。私は那覇市役所のほうで都市計画、企

画、環境、こういった部門で仕事をしておりま

した。その中で学んできたことを活用するのが

私の強みかなと思いまして、環境の勉強を学校

でやりたいと考えたわけであります。 

 次お願いします。 

 

 入学式にミミズの家というのを持ってきまし

た。すぐに１年生とこのミミズの家の中に土と

砂と腐葉土、堆肥、そしてプラスチックのスプ

ーン、それからビニールのごみ、コーヒーかす、

それからトマトの小さいのとか、ジャガイモの
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皮、鉛筆の削りかす、こういったものを詰めて、

観察を子供たちとしました。 

 この中にミミズとゾウリムシ、ワラジムシも

入れています。子供たちが何を観察したかと言

いますと、ミミズとワラジムシが、自分たちが

食べられるものは分解されてなくなっていくと。

しかしプラスチックやビニールは食べられない

ので、これがずっと残っていると。こういった

ものを子供たちが、校長室に置いていますので、

毎日訪れて子供たちが観察しておりました。 

 大体１カ月ぐらいで、腐葉土がほとんどミミ

ズとワラジムシに食べ尽くされました。トマト

もそうです。ジャガイモの皮もそうですね。し

かし、プラスチック類は変化ないということで、

子供たちはミミズが食べてくれるようなごみは

出してもいいけど、食べてくれないものはごみ

として出さないほうがいいと、こういったこと

を学んでいくわけであります。 

 次お願いします。 

 

 ミニ地球というのもすぐつくりました。これ

は土とポトスと水を入れて密閉すると。密閉し

た後は一切このフタを開けないと。水も空気も

新たには入っていかないというビンであります

が、入るのは太陽光線だけです。これは何を象

徴しているかというと、地球そのものです。地

球はこのように閉鎖形でできあがっていると、

植物がこの中で本当に生きられるのかという実

験を子供たちとやっているところであります。

水のバランスとか、温度、光りのぐあいがうま

くいくと、２、３年、このポトスは生長します。

那覇市役所時代につくったものはまだ生きてお

ります。はい、お願いします。 

 

 本校一学期、くいまーるプロジェクトという

のにも参加しております。このプロジェクトは、

ＮＰＯエコビジョン沖縄というところが取り組

んでいるものであります。ことし３年目です。

１年目は農林水産省関係の助成金を得て始めた

ものであります。このプロジェクトの委員会に、

私、当時、ゼロエミッション推進室長でしたが、

入りまして、エコビジョンの代表者と私と一緒

に東京に行って、助成金の面接を受けました。

幸い合格してお金が入ったので、このＮＰＯさ

んはこのプロジェクトに取り組みいたしました。 

 内容は、スーパーやら商店街で出てきた賞味

期限切れの食べ物、これを回収して飼料工場で

発酵させます。発酵させたものを豚に食べさせ

て、もちろん混合飼料も使っておりますが、育

ててまたスーパーに出荷していくと。こういっ

た資源循環を求めた豚の飼育をしているわけで

あります。 

 豚の飼育も左上にありますように、低密度で

飼育すると。床のほうも、おがくずを分厚くま

いて、清潔な床をつくると。こういった飼育で

豚の病気を防いで抗生物質の投与を少なくして
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いくと。そして、食べ残し、生ごみの発酵飼料

を与えていますので、混合飼料をたくさんあげ

なくていいと。その結果、ホルモン剤も少なく

てすむということで、食事の安全も求めたプロ

ジェクトであります。 

 ２年目は、沖縄県の助成金を得て実施、３年

目にことし入っています。３年目に学校もこの

回帰の中に入れていこうということで、本校も

参加したわけです。左下の写真が学校の中で生

ごみを分別する容器です。デザインはＮＰＯさ

んが考えて、ハブの形をしています。フタは、

ヒモがしっぽみたいになっています。二学期も

11月から始めるということになっています。子

供たちに豚がどのように成育しているかとか、

このプロジェクトの意味、意義を伝えるような

プレゼンテーションをＮＰＯさんがしてくれる

ことになっております。次お願いします。 

 

 １、２年生のほうですが、環境学習、本校の

環境学習は、総合的学習の時間というところで

取り組んでおります。この時間は３年生以上で

す。１、２年生はこの総合的学習の時間という

のがありません。それで、１、２年生の先生方

が、ぜひ１、２年生にも環境学習、少しでもい

いからやってくれという要望がありましたので、

私の友人が「おみん農園」というのをやってい

まして、有機無農薬の農家をやっています。こ

ちらの宮本さんという人に来てもらって、自然

の法則を学ぶ学習をしてきました。 

 どういったものかというと、畑に来る虫の話

です。農薬は一切使っておりませんのでさくた

ん虫が来ます。害虫も来れば、益虫も来るわけ

ですが、こういった話を子供たちにしてもらい

ました。 

 次お願いします。 

 

 この人が有機農業をやっている宮本さんです。

虫だらけのキャベツも持ってきてくれて、子供

たちはこれを見て大喜びでした。 

 次お願いします。 

 

 ３年生のほうですが、ＮＰＯ法人、沖縄海と

渚保全会の田中さんに協力いただいて、環境学

習を取り組んでもらっています。一学期は１週

間に１回のペースで田中さんが来てくれました。

このＮＰＯは沖縄の海、ビーチをきれいにして

いこうということで、ボランティアの皆さんと

一緒にごみ拾いをしている団体であります。 
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 ＮＰＯさんの皆さんに応援をお願いしており

ますが、どうしてＮＰＯの皆さんに応援をお願

いしたかと言いますと、年間を通して環境学習

を先生方がやっていくというのは非常に大変で

す。授業づくりを毎回やらなければいけないと。

そういった教育も先生方はこれまで受けてきて

いないわけですね。例えば、国語、算数、理科、

こういったものは当然受けているわけですが、

環境については教育を受けていないと。そうい

った先生方に年間を通して環境学習をやってく

ださいと言っても、これは無理な話であります

ので、沖縄県内で活躍しているＮＰＯさんの皆

さんに協力をお願いしました。 

 当初からお金がない。予算が組まれていませ

んでしたので、ＮＰＯさんの皆さんには今のと

ころお金はないけども、１年待つわけにはいか

ないと、お金は用意するからお願いしますとい

うお願いをしました。ＮＰＯの皆さん、長い間

の友人関係でありましたので、こう言ってくれ

ました。「横山さん、お金は後からついてくるか

ら心配しないでいいよ」と、そういう話で進み

ました。 

 それとＮＰＯさんの皆さん、これまで私は市

役所でＮＰＯ活動支援センターというところで

勤務もしておりましたけれども、環境教育、小

学校からやっていきたいと。例えば、ドイツや

らスウェーデンに行くと、環境教育は12歳まで

が勝負だと、これを過ぎていくと効果が非常に

薄くなってしまうと。小学校で環境学習を私た

ちがやりたいんだという話をよく聞いていたわ

けです。 

 しかしながら、学校はよっぽど環境に関心の

ある先生方がいないと、入れないと。とても敷

居が高いんだということも聞いていたわけであ

ります。それで、私が学校長に幸いなりました

ので、門戸を開きますと、ぜひ来てくださいと。

そしてこれまでＮＰＯの皆さん、ほとんどと言

っていいと思いますが、年間を通した環境学習

のプログラムはまだ持っていなかったんですね。 

 持っているのは単発で行うものだということ

でありましたので、この際ぜひ、１年間通じて

環境学習ができるプログラムを実践しながらつ

くっていったらどうだろうかと、こういった提

案もしたわけであります。そういった経緯でＮ

ＰＯの皆さんに入ってきてもらっております。

３年生は海と渚保全会です。 

 次どうぞ。 

 

 

 「身近な自然」ということをテーマに環境学

習を進めております。４月は安謝川やら、漫湖

の見学に行っています。近くにある水鳥湿地セ

ンターを見学したり、そこの所長さんのお話を

聞いたり、それから海の汚れを勉強したりして

おります。 

 このＮＰＯの田中さんは、海のごみ、海洋の

ごみについて非常に詳しい方です。どういった

海のごみが現在あるのかということを、子供た

ちに非常に丁寧に教えてくれました。そういっ

たごみで海の生物が中毒を起こして死んでいっ

ていることも、子供たちに理解してもらいまし

た。 

 こういった学習をした上で、「あやちゃんの

夢」というパソコンの紙芝居もしてくれました。
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これは、右下写真タコの絵が見えておりますが、

海に浮いているビニールとかペットボトルのキ

ャップをクラゲと間違えて、たくさん魚が死ん

でいるわけですけれども、そういったビニール

類を食べて中毒を起こしたイラブチャーおじさ

んが、タコチュウ先生のところに来て治しても

らっているんですね。こういう患者さんを、タ

コチュウおじさんがずっと治していく話であり

ます。  

 そこで、海のごみは何とかしなければいけま

せんねという話でありますが、このパソコン紙

芝居も、３年生のお母さん方が学習参加という

ことで吹きかえをしてくれました。タコチュウ

おじさんとかイラブチャーおじさんとかですね。

こういった吹きかえをお母さん方がしてくださ

いました。こういう学習もしました。 

 ４年生のほうですが、ＮＰＯ「アースの会」

の皆さんが４年生のほうに来てくれています。

やはり１週間に１回、２時間ペースであります

が、応援に来てくれてます。 

 アースの会は、那覇市のリサイクルプラザ４

階を拠点に活動されております。リサイクルプ

ラザの広報活動ですね。那覇市から委託を受け

ております。  こういった学習の後に、ことしの９月であり

ましたが、瀬長島のクリーンアップ作戦という

のをやりました。３年生90人と30人余りの保護

者の皆さんで、瀬長島の清掃に行きました。 

 次、お願いします。 

 「食卓から環境を考える」というテーマで、

１年間の学習を始めております。４月には、す

ぐ子供たちと一緒にリサイクルプラザを見学し

て、どういったごみがプラザに来ているのかと

いう学習をしています。併せて、なぜ環境学習

をするのかとか、それからこのＮＰＯさんは寸

劇をやります。ごみ問題についての寸劇をやっ

てくれたり、生ごみ処理の寸劇をやってくれた

り、それから命の授業ということで、獣医の長

嶺さんに来ていただいて、ヤンバルクイナのお

話もしてもらったりしています。 

 次、お願いします。 

  上の写真は、コンポスト三つ設置したところ

であります。家庭から生ごみを持ってきてもら

って土をつくって、それで食物を育てようとい

う考えであります。そろそろ土ができ上がって

きましたので、植物を植えるんではなかろうか

と思います。 

 これがその模様です。 

 次、お願いします。 
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 下の写真はエコフレンド号ですが、先ほど司

、12

 

 同じ４年生ですが、アースの会の皆さんが、

こういった太陽熱を集めて調理ができるクッキ

ングマシーンを４台持ってきてくれました。こ

のクッキングを太陽熱を集めてやっているわけ

ですが、当日はゆで卵、ご飯、それからポップ

コーン、そしてシチューもこれでつくっていま

した。十分これでできました。これと併せて、

エコクッキングを座学でもやっております。ご

みの出にくい調理方法とか、こういったことも

併せてレクチャーをしてくれました。 

会の方からお話がありました、那覇市が今年度

から導入したエコフレンド号であります。これ

は各イベント、お祭りが沖縄はとても多いです

が、そこで出される食べ物、お皿ですね。使い

捨てのお皿が多いと。環境的にはとてもよくな

いイベントが多いということで、那覇市のほう

でリースをし出したものであります。食器を200

セット、強化磁器のものを積み込んでいます。

それと食器洗浄機、乾燥機を積み込んでおりま

して、これを実費でお貸ししています。大体１

日1,000円ちょっとですが。お貸しして、環境に

いいごみの出ないイベントをやってもらおう、

併せて環境学習に使ってもらおうということで

あります。これを持ってきてくださって、子供

たちに説明しているところであります。 

 早速、保護者のほうもこれを聞きつけて

 調理については、二酸化炭素を出さない調理

方法と。今使っております電気、石炭や石油、

天然ガスで電気を起こしているわけですが、こ

ういったものは燃焼過程でＣＯ２が出ると。こ

ういう太陽熱を利用したものはＣＯ２が発生し

ない。したがって、地球温暖化対策としては優

れていると。こういった地球温暖化の課題も含

めて、４年生のほうのレクチャーが最近ありま

した。 

月４日にＰＴＡ祭りというのがありますが、そ

こでこれを持ってきて、少なくとも使い捨て食

器はやめようということになりました。 

 次、お願いします。 
 次、お願いします。 
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 ５年生のほうですが、沖縄リサイクル運動市

民の会の皆さんにお世話になっています。リサ

イクル運動市民の会は、20年以上続いている非

常に沖縄で有名な団体でありますが、ここの代

表、古我知さんとは設立当初から友人でして、

快く本校の環境学習を手伝ってくれております。 

 次、お願いします。 

 

 こちらは、買い物ゲームというのをやってお

ります。買い物ゲームは、リサイクル運動市民

の会が開発したプログラムでありまして、全国

出版もされてて、他府県からも呼ばれてこのゲ

ームをやっておりますが、本校でも買い物ゲー

ムをしようということになりました。 

 買い物ゲーム、進行役インストラクターが必

要ですが、このインストラクターも保護者の

方々にまず研修を受けてもらって、そういった

保護者の方がインストラクターになって子供た

ちと環境学習をするという形態をとっておりま

す。 

 この買い物ゲームは、カレーライスをつくる

というゲームであります。まず1,500円ずつ渡し

て買い物をして材料をそろえるわけですが、お

金を一番節約したところが１番というおまけつ

きでありますが、子供たち安いものを買い集め

るわけです。その後、今後はごみ処理にかかる

費用を計算していきます。安く買ったチームは、

往々にしてごみ処理でお金がたくさんかかると。

その結果１番をとれないというような仕組みに

なっております。こういったゲームを施設の中

で、出したごみはどのように処理されているの

か、お金はどこでかかっているのかという説明

をインストラクターのほうが丁寧にします。そ

の後、もう一度買い物をし直して、お金の計算

をし直すわけです。こういったゲームでありま

す。 

 次、お願いします。 

 

 大きい写真の女性２人が保護者の方です。真

ん中が古我知さんです。古我知さんが心配そう

に見ておりますが、こういった形で環境ゲーム

を進めているところです。 

 次、お願いします。 
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 ６年生のほうですが、沖縄大学さんに応援を

お願いしてます。沖縄大学は「エコキャンパス

宣言」というのを宣言して、環境にいい大学経

営をしていくということであります。既に県内

教育機関では初めて14001を取得されておりま

す。 

 櫻井学長ですが、県内の企業にもＩＳＯ14001

を広めていきたいと。これ環境のＩＳＯで皆さ

んご存じかと思いますが、県内の企業にどんど

ん広めていきたいと考えていると。しかしなが

ら、コンサルティング費用、試験費用がたくさ

んかかるということであります。 

 那覇市のほうも昨年度、大所帯でありますが、

ＩＳＯ14000を取得しました。コンサルティング

費用、そして試験費用合わせると1,000万円前後

かかっているわけですが、企業が数百万かけて

ＩＳＯを取るのは非常に難しいということを櫻

井学長は言われて、学長のほうは非営利のコン

サルティングをやろうと決めたわけであります。

５～６社企業の皆さんが手を挙げてくれますと、

大体１社50～60万円でコンサルティング費用を

まかなえる。非営利でこういったコンサルをや

るんだということで始められました。 

 私、当時ゼロエミッションにいましたので、

私たちも沖縄県内の観光を支えるホテル業の皆

さんが、まずはＩＳＯ14001を取得してほしいな

と考えておりまして、沖縄大学と共同すること

にしました。沖縄大学が50～60万円でコンサル

ティングをする。那覇市が、取得したホテルの

ほうに50万円の助成金を出すという制度をつく

って、二つの組織がタイアップしてこの制度を

進めております。 

 こういったＩＳＯ関係のお仕事も沖縄大学は

されておりますので、本校の６年生対象に今度

は子供版のＩＳＯ14001を構築したいと考えま

したので、すぐ学長のもとに行きまして応援し

てほしいと願い出たわけであります。学長さん

は、二つ返事で「オーケー」ということで、職

員を毎週１回本校に派遣をしてくれております。

沖縄大学は、「地域とともに生きる開かれた大

学」ということで、宇栄原小学校とタイアップ

してくれているわけであります。 

 次、お願いします。 

 

 こちらのほうでは、右上の写真、何か魚みた

いな写真がありますが、これは宇宙船の絵です。

６年生、一番最初に私のほうで環境のゲームを

しよう、遊ぼうということでワークショップを

しました。テーマは、500人の人間が宇宙船に乗

り込んで地球の周りを2000年間回る。2000年後

に大体500人で地球に帰ってくるようにする。も

ちろん世代交代もしながら500人が帰ってくる。

そのためには、宇宙船に何を積み込んで行きま

すかというゲームです。宇宙船の大きさは問い

ません。こういったゲームを６年生と一緒にや
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 そして、ＩＳＯ14001のほうですが、その後、

学校の中で環境によくないこととか、いいこと、

こういったものをどんどん調べあげていって、

もちろん環境をよくする目標もつくりあげて、

それで、学校をどうしたら環境的によくできる

のかというプログラムをつくったところであり

ます。みんながワークショップしながら学習し

ているところであります。 

りました。このゲームは、スウェーデンのＮＰ

Ｏでありますナチュラル・ステップという団体

が開発したものであります。 

 子供たち、最初はやはり安易な答えを出して

きます。例えば、「ジャスコを持っていく」とか、

「コンビニ持っていく」とか、「缶詰持っていく」

と言うんですが、例えば「缶詰、1,000年間もも

ちますか」という質問もするわけです。いろい

ろ出してきたものに対して質問をしていくと、

おのずと地球そのもののシステムをこの中に積

み込むんだと。土あり、水あり、川あり、山あ

り、もちろん空気も入れますが、そして大事な

樹木、植物ですね。食べ物の種、魚、そして肉

が欲しい人は家畜も積み込んでいくと。こうい

った現在地球の中にある生態系を積み込んでい

くということを、子供たちが気づき出すわけで

あります。 

 次どうぞ。 

  その結果、この宇宙船は地球そのものである

ということがわかるわけです。地球そのもので

あると。この宇宙船を汚染するようなことがあ

っては、私たちは2,000年間住んだ後に地球に帰

ってこれないというのがわかるわけであります。

６年生とやりました。 

 子供たちがごみを少なくしようということで、

いろんなアイデアを出しているところです。こ

れはごみのグループです。 

 次お願いします。 

 

 実は、本校の６年生とやる前に、研修期間中、

宜野湾市立長田小学校の５年生と、１クラス90

分ずつやってみました。長田小学校の５年生、

とてもすばらしい宇宙船をつくり上げまして、

大人たちともこれ何回もやってますが、子供た

ちの能力はあなどれないです。大人と変わらな

いです。出てくるものは、結果として大人と変

わらない。非常に優れた能力を子供たち持って

おります。可能性がすごいです。  先日、子供たちがＩＳＯ14001のエコチャレン

ジ宣言をしました。  こういったゲームをまず６年生とやりました。

そして、先ほど入ってこられた寺田麗子さんに

もお願いして、どうして環境なのというお話も

６年生と一緒に学んだわけであります。 

 次お願いします。 

 １番目、紙の再利用をしてごみの減量をしま

すと。子供たち、非常におもしろいなと思った
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のが、大人たちがＩＳＯをやるとき、紙の使用、

両面を使いましょうと。これは普通に出ます。

子供たちも両面使いましょうと出ます。その後

が違います。大人はここで終わりですが、子供

たちは両面使った後はクシャクシャにして、窓

ガラスをこれでふきましょうと出すんですね。 

 実際に見ていると、窓ガラスをこの紙でふい

ています。そこが大人と子供の違いかなと思い

ますが、子供たち侮れないというのはこのへん

だと思います。次お願いします。 

 水のむだ遣いを減らし、水を節約しますと。 

 電気のむだ遣いをなくし、節電を心がけます。

４番目、お願いします。 

 枯れ葉を利用して堆肥をつくり、学校を緑い

っぱいにしますと。こういったエコチャレンジ

宣言を９月４日か３日だったと思いますが、し

たところであります。 

 地球に優しい環境づくりを６年全員で行って

いきたいですと。こういうことであります。次

お願いします。 

  

ISO14001、学校版の構築ですが、これは制度が

いります。制度がなければだれが認証するのと

いうことになるわけでして、那覇市の教育委員

会が制度づくりを今やっているところでありま

す。９月の当初に既に原案ができております。

この新聞は今月の８日の琉球新報ですが、学校

版ＩＳＯの制度も設けるというニュースが出ま

した。那覇市教育委員会としては、全小中学校

へ環境教育を徹底していくんだということを決

めて報道をしたところであります。 

 次お願いします。 

 

 学校版ＩＳＯ14001の展望でありますが、子供

たち、環境学習をどんどんしていくと、家庭に

帰ってはリトルティーチャーになっていくよう

であります。先日も、エコクッキングの講習を

受けた子供たちが、家庭に帰ってお母さんがジ

ャガイモの皮をむいていたそうです。そうした

ら、このお母さん後で聞いたんですが、子供に

注意されたと。お母さん、そんなにジャガイモ

の皮を分厚くむいてはいけませんと。もったい

ないでしょう、資源がもったいないでしょう、

ごみも増えるでしょうと言われたそうです。 

 家に帰ると子供たちが環境の先生になってい

るようです。いろんなことが家庭の中で今起こ

りつつあるようです。家庭が環境的に変わると

いうことは、地域が変わるということではなか

ろうかなと思っております。子供が変わること

によって、地域が変わってくると。こういった

ことが一つの展望であります。子供たちにそう

いった環境学習、環境教育をさせられているお

母さんたちが、実は宇栄原小学校のお母さんた

ち、ＰＴＡアースの会というのを先日設立しま

した。 

 この人たちが環境の勉強を始めたわけです。
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子供たちが学校でこんなに環境の勉強をしてい

るのに、親がしないのはおかしいなと言い出し

たんですね。それでアースの会というのが学校

ＰＴＡの中にできました。それから、那覇市教

育委員会の制度づくり、これができましたら、

本校、目標は来年の３月に那覇市長と教育長か

ら認証を受けると、６年生を対象に、こういう

計画でありますが、この制度づくりは何も宇栄

原小学校のためにやっているわけではありませ

ん。 

 当然、制度ですから、那覇市全域、小中校52

校ございますけども、こういった52校が対象で

あります。あくまでも制度づくりはこういった

52校に広めていくということでありますから、

他校に波及し出すのではないかと期待をしてい

るところであります。その結果、学校が環境活

動の拠点にならないものだろうかと私は考えて

いるところであります。子供を通して地域が変

わる、那覇市の制度によって他校に波及してい

くと。こういったことを考えているわけであり

ます。 

 次お願いします。 

 

 始まったＰＴＡアースの会の活動、このＰＴ

Ａアースの会は、早速、ＮＰＯのアースの会を

訪ねて、勉強をしてきております。勉強をした

結果をこういったものにまとめて本校の入り口

にある図書館の壁に現在張りだしております。

あなたもマイバッグ、マイカップ、マイおはし

を持ってみませんかとか、マイバッグの変わり

種ということで、レジ袋を折り込んでいつもポ

ケットに忍ばせておくとか、ごみの行方はどう

なっているんだろうかとか、それからふろしき

の復活とか、マイはしのはし入れのつくり方と

か、こういったとても心温まるようなプレゼン

テーションを学校でしてくれております。 

 先ほど申し上げたエコフレンド号をＰＴＡま

つりでお借りするというのも、このアースの会

の提案であります。彼女たちがすぐに予約をし

てきております。こういった活動がＰの中にも

始まったということであります。 

 次お願いします。 

 

 環境学習の今ある課題でありますが、学校側

がＮＰＯとの連携に慣れていないと、学校に接

触をしているＮＰＯの皆さんは以前から言って

おりますが、敷居が高いと。学校の敷居が高い

ということのあらわれだと思いますが、なかな

か外部の人たちを学校内に入れるということを

先生方は慣れていないんですね。 

 ともすれば、学級王国をつくりたいと、授業

その他のもの、外部の人に見てもらいたくない

というようなことがあるわけですが、こういっ

た学級王国はもちろんよさもあります。そのク

ラスの独自性、個性を発揮できるということが

ありますが、ひとたび、学級崩壊が起こりだす
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と、とんでもない方向にいきます。自分一人で

学級崩壊を食いとめようとして孤軍奮闘するわ

けですが、子供たちも荒れてくる。そして先生

もストレスがたまって大変な状況になる。助け

を求めたときには先生も子供たちもどうしよう

もない状態になっていると。こういったことが

これまでたくさん全国で起こったわけですが、

学級王国をつくらずに、外部の人たちの力を借

りながら本校は環境学習を進めているというこ

とであります。 

 それから、ＮＰＯの方々への謝礼金でありま

す。ＮＰＯの方々は非営利の事業体でもあるわ

けですから、もちろん収入も必要なわけです。

ただできていると、例えば、交通費もかかりま

すし、人件費もかかる。本校に協力すればする

ほど赤字になっていくという構造になっている

わけであります。 

 ＮＰＯの皆さんにはお金は何とかするという

ことで、いろんな助成金を私のほうで探して申

請をしてきました。実は３つ助成金を出してい

まして、３つとも獲得しました。10割打者なん

ですよ。１つは中部電力さんが出している助成

金で30万円ですが、これを夏休みに獲得しまし

た。そして経産省の直轄の外郭団体、省エネセ

ンターというところがありますが、あちらに申

請しているところ、３年間助成金決定をしまし

た。 

 先週の木曜日に係の人が来てくれて説明を受

けましたが、これは年間30万円ずつ、３年間継

続して助成を得られることになりました。もう

１つはボランティア何とかという、小さなお金

でしたが、その３つを既に獲得できて、今年度

はＮＰＯの皆さんにちゃんとお金が支払えると

いう体制ができました。 

 次年度でありますが、現在、３年生から６年

生まで、それぞれＮＰＯの皆さんに得意な分野

をやってくださいというお願いをしております。

ですから、環境ということではつながっており

ますが、強力な結びつきは各学年ないわけであ

ります。次年度は、全学年の環境学習を体系化

していきたいなと考えております。そしてＩＳ

Ｏ14001のほうですが、今回は６年生を対象です

ので、それを１年生から６年まで対象を広げて

いきたいと、こういったことを考えております。 

 次お願いします。 

 

 宇栄原小環境フォーラムというのを三学期の

いずれかに開きたいと考えております。予定で

あります。本校の環境学習の報告会です。本校

の保護者の皆さん、とても興味をお持ちでして、

新聞に出るたびにどんなことをやっているのか

なということを考えておられるようです。そこ

で、１年間の学習発表会のような形で環境フォ

ーラムを開けないかなと思っております。児童

の発表、教師の発表、ＮＰＯの発表、それから

保護者の発表と。そういったものができないか

なと考えております。 

 ご清聴ありがとうございました。 

時間がもう少し使えるようなので、おまけをや

ります。次お願いします。 
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 ＮＰＯとの連携の配慮事項ということで、先

日、４、５日前に北谷町の教育委員会で学校の

先生方に、ＮＰＯと学校をどのようにつき合え

ばいいかということを話してくれと言われまし

たので、そのとき２つシートをつくっていまし

たので、ここにいらっしゃる方には関係ないか

もしれませんけれども、私たちの心構えとして

聞いてくださればと思います。 

 ＮＰＯとの連携の心構えということで、あく

までも対等でやると。上下関係はないですよと

いうことです。行政側がＮＰＯの皆さんに仕事

を発注し出すのが最近少しずつ増えております

が、対等関係ではないような場面も、往々にし

て生まれてきます。ＮＰＯと学校、行政は対等

ですと。相互理解が必要です。ＮＰＯはどうい

う団体であるのかを理解しないといけない。Ｎ

ＰＯ側も学校はどういうところであるかという

のを理解しないと、うまくつき合えないだろう

ということを申し上げています。 

 まずはＮＰＯとは何かを十分知ること、理解

すること、これは学習しなければわかりません。

そして謝礼金をしっかりお支払いすると。私、

那覇市役所時代にＮＰＯ活動支援センターとい

うのをつくりました。ＮＰＯの人たちといつも

話していた言葉ですね。お金はしっかり取ろう

と。ＮＰＯは慈善団体ではないと。非営利の事

業体であると。ビジネスをやっていくんだと。

もちろん第一の目的は社会貢献ではあるけれど

も、非営利の事業体であると。お金はしっかり

取らないといけないと言ってきたわけです。 

 共通の目的が必要だと。環境学習であれば、

環境学習という共通の目的のもとにおつき合い

する。公開制、お互いに隠し事なしでいきまし

ょうと。自己変革、お互いに学び合って、学校

もＮＰＯもお互いに学び合って成長しようとい

うことであります。そして、自己の確立、ＮＰ

Ｏも本来の目的があると。自己が確立されてい

かなければいけない。学校もきちんとビジョン

を持ち、やるべきことをやっていくという自己

の確立が必要だということであります。以上、

私の話でありました。どうもありがとうござい

ました。 

 今もそう思っていますが、ＮＰＯさんの皆さ

んに言ってきた都合上、私もしっかりお金を集

めないといけないなという覚悟があるわけであ

りまして、謝礼金はしっかり先生方、払わない

といけないよという話をしてきました。最後の

１枚です。お願いします。 

○司会（高平）  どうもありがとうございま

す。時間が10分ぐらい残っております。質問も

受けつけたいと思います。何かちょっと川づく

りと少し発想が、若干頭の柔軟性が必要かもし

 57



れませんけれども、何かヒントがあるかと思い

ますけれども、ご質問ある方はいらっしゃいま

せんでしょうか。 

 ないでしょうか。 

 ちょっと私のほうから質問、お願いしたいん

ですけれども。 

 司会の紹介申し上げるのを忘れておりました。

今、玉水ネットワークの副代表をやっておりま

す高平と申しますが、具志川市水と緑を考える

会でも活動しております。 

 この玉水ネットワークのほうでは、これから

の川づくりの１点として、昔の川の状態をおじ

いちゃん、おばあちゃんからどんどん聞き取っ

ていこうという作業をやっているんですよ。こ

れを子供たちを中心に聞き取って、一つは川づ

くりもそうなんですけれども、環境教育の一環

としてできないかなということで、各学校のほ

うに昨年度ばーっと文書をお願いして、直接こ

ちらが教育委員会にも出向いて説明したんです

けれども、なかなか学校のほうが動いてくれな

いんですよ。 

 それ、我々のアクションの起こし方に問題が

あったのか、あるいは何かアクションを起こせ

るヒントと言うんですか、もしありましたらお

聞きしたいんですけれども。 

○横山氏  先ほど申し上げたように、学校は

やっぱり閉鎖的なんですね。なかなか先生とＮ

ＰＯの人たち、市民活動の人たちと一緒にやっ

ていこうという思いのある人は非常に少ないで

す。非常に少ないです。 

 私も、本校に環境に強い先生を集めたいなと

思いまして、人さがし、ヘットハンティングを

始めているんですけれども、ＮＰＯの人たちに

聞いたり、いろいろな人に聞くんですけど、非

常に少ないです。 

 そういった少ない、環境を考えている先生と

出会わないと、なかなか進まないと思います。

環境、一般的に興味がおありでも、例えば今お

っしゃっているようなヒアリングをしてという

ことは、基本的には子供たち外に出て行ったり

するわけですよね。子供たちを外に出て行かせ

るということ自体、学校にとっては、安全対策

やら何やらいろいろなことで大変なエネルギー

が要るんですね。そこまでして一緒にやってい

こうという人は、残念ながら非常に少ないと思

います。 

 私、思いますのは、ことし10月１日から「環

境教育推進法」というのが本格施行になりまし

たけれども、去年できて10月１日から本格施行

ということで、環境教育をやらないといけない

と法律でもう定められたわけですね。その進め

られる教員がいるかどうかなんですね。 

 ほかのところを見ると、例えば私スウェーデ

ンのことをちょっとかじりましたけれども、ス

ウェーデンのほうに行って話を聞くと、あちら

は70年代か80年代か忘れましたけど環境教育と

いうのが法律化されたわけですが、それと同時

に、教員になる先生方の必修科目に環境が入っ

ているんですね。環境を履修して単位を取らな

いと先生になれないんですね。日本もこれから

は、やはり先生方、教員になっていくための必

修の一つとして環境を入れないといけないなと

思います。 

 「環境教育推進法」もできたことからそうい

う方向に向かわないと、なかなか学校現場では

環境教育は進まないなと思います。今、目の前

にある問題解決の話にはならないかもしれませ

んけれども、そういった考えを持っております。

以上です。 

○司会(高平)  ありがとうございます。 

 ほかに何かご質問ございませんでしょうか。

寺田さん、何かないですか。 
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○寺田氏(玉水ネットワーク)  学校だけで

はなくて、別の質問なんですけれども。 

 横山さんは今まで那覇市役所にいらして、都

市計画課、いわゆる建築士だったわけですよね。

それで、まちづくりのお仕事も随分されてきた

んですけれども。 

 これからやっぱり住民参加ですね。まちづく

りに関しても住民参加で、市民の皆さん、ＮＰ

Ｏも含めて連携をとっていかなければいけない

ということで、こちらにきょうお集まりの皆さ

ん、コンサルの方ですとか業者の方が大変多い

と思うんですけれども、皆さんに対してこの行

政側とのコンタクトというか、うまく仕事を対

等に、さっきおっしゃったＮＰＯの関係と同じ

なんですけれども、そういう仕事の仕方でアド

バイスがいただけるとしたら何かありますか。 

○横山氏  わかりました。 

 行政に直接コンタクトをとるとか、その前に

コンサルタントの方も市民、住民と一緒になっ

ていくことがいいんじゃないかなと思います。

ここにおられる方々、いろいろな活動をされて

おりますね。美しい川を取り戻す活動やら、コ

ンサルタントの方も一緒になってやっておられ

るわけですが。 

 まずは、住民と一緒になってその地域の自然

なり街なりをよくしていく。こういった活動を

しながら、その成果を持って行政のほうに行く

ということになると、行政はもう逃げられない

です。これは逃げられないです。 

 企業の営業活動だけで行くと、営業で来たん

ですねというのが、行政の人間は頭の中にすぐ

ひらめきますので、話は聞かないです。例えば、

15分ぐらい話してもほとんど聞いてないです。

そうではなくて、市民・住民の人たちと一緒に

まちづくりなり環境活動なりをやった上で、市

民の人と一緒に行くとか。そういうことをする

と、もう行政は逃げられない。まじめに対応し

なければいけないということになりますので。 

 非常に大切なのは、企業市民として地域をよ

くする活動をすると。その上で仕事をしていく

ということが、これから企業の皆さんに求めら

れていること。そして、企業が発展する方法で

はないかなと考えております。以上です。 

○司会(高平)  よろしいでしょうか。質問あ

りましたら、どうぞ。 

 私も、今こういう玉水ネットワークというＮ

ＰＯ、ボランティアのほうでやっていますけれ

ども、実質、職場はコンサルのほうでありまし

て、こういう市民のスタンスからいけば、確か

に行政というのは動きやすいことは事実ですね。

これは私も認識して、だんだんそういうふうな

形で。だから、ちょっと仕事から外れて今、市

民活動のほうが中心になりつつあるんですが、

これはちょっとまたよくないんでしょうけれど

も。 

 そういう関係でも何かもう一つ。時間あとち

ょっとありますので、どうぞ。 

○古波蔵氏(県河川課)  こんにちは。県庁河

川課の古波蔵と言います。 

 横山先生が、例えば宇栄原小学校の子供たち

を相手に、近くの河川で環境のそういう勉強し

たいというときには、どういうことをやってい

きたいと思われますか。 

 それと、やっていく中で、現在の那覇市内の

河川に対してどういう改修、つくりかえとか、

そのへんを望まれますか。教えてください。 

○横山氏  子供たちと河川でどんな環境学

習をしたいか、一つ目ですね。 

 やはりつぶさに実態を把握することが先かな

と思います。今の川の実態を把握することや、

そしてもう一つは、身近な川以外に本来自然を

残したような川も見学に行く、遊びに行くと。
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○横山氏  そういう場が、制度的に少ないの

かどうかというと、制度的にはないですね。そ

ういったことに興味のある職員がたまたまいて、

単発で開かれるということはあると思います。 

こういった二つのこと、まず学問をするかなと

思います。 

 そして河川改修ですが、どんなものが望まれ

るか。先ほどお話がありました近自然工法です

ね。淵と瀬を取り戻すような、ああいった河川

が欲しいなと思います。ああいう河川を望んで

います。 

 しかしながら、先ほど新聞をお見せしました

ように、那覇市の教育委員会が環境に積極的に

取り組んでいくという方針を出しましたので、

これから学校と教育委員会が一緒になって行政

側にも働きかけていくような方向は、私たちで

つくれるんじゃないかなと思っております。以

上です。 

 福留さんの話を聞いていて思ったんですけど、

お子さんが最初に出て、最後に出て、土木に進

みたいと。淵と瀬の話をされましたけど、福留

さんの背を見て娘さん育ったんだと思いました。

これはさっきの質問とは関係ないんですけれど

も、以上です。 

○司会(高平)  ありがとうございます。 

 ちょっと時間も少しオーバーいたしましたの

で、まだ質問は多々あるかと思いますが、これ

をもちまして終了させてもらいたいと思います。 

○司会(高平)  ありがとうございます。 

 質問でしょうか、どうぞ。 

○前津氏(城北小学校)  こんにちは。那覇市

の城北小学校の前津という者です。 

 横山先生、どうもありがとうございました。

また福留先生、最後お二方に盛大な拍手をお願

いいたします。どうもありがとうございました。  ただいまの河川についてですけど、私、理科

専科をしているんですけど、最近新しい教育課

程になりまして、理科では環境教育の分野が非

常に多く入ってきました。それで、自分の学校

では安謝川の上流のほうに学校がありますので、

末吉公園の中の安謝川とかいうことでよく学習

の場に設定していますけど、そのときいろいろ

な環境調査をした後、やっぱり戻ってくるのが

安謝川をきれいにしたいという子供たちの夢で、

１年の終わりに、どういう川にしたいのかとい

う学習まで持っていっていますけど、子供たち

の思いを行政に伝えるチャンスを自分がつくり

きれなくて、どうにかできるといいなといつも

思っているんですけど。 

(拍 手) 

 では、これをもちまして、多自然型川づくり

に関する研究発表会及び講演会を終了したいと

思います。どうもありがとうございました。 

(午後５時３分 閉会) 

 そういう子供たちの考えを、まちづくりに生

かしていけるような場があるとすごくいいなと

思っています。そういう場というのは、那覇市

ではどういうふうになっているのかということ

を教えていただきたいと。 
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ウ チ ナ ー タ マ ミ ジ

ネットワーク会員名簿
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オク

川
ガワ

奥川にアユを蘇生させる会

② 源河
ゲンカ

川
ガワ

源河川にアユを呼び戻す会

③ 幸
コウチガワ

地川 幸地川を蘇生させる会

④ 比謝
ヒジャ

川
ガワ

比謝川をそ生させる会

⑤ 比謝
ヒジャ

川
ガワ

YOU・遊・比謝川実行委員会

⑥ 久
ク

茂
モ

地
ジ

川
ガワ

久茂地川フェスティバル実行委員会

⑦ 国場
コクバ

川
ガワ

国場川に清流をとり戻す会

⑧ 報
ムクエ

得川
ガワ

報得川と美海の会

⑨ 石川
イシカワ

川
ガワ

いひちゃー川（石川川）を蘇生させる会

⑩ 天
テン

願
ガン

川
ガワ

具志川市水と緑を考える会

⑪ 白
シラヒ　ガワ

比川 白比川の自然を残す会

⑫ 安謝
アジャ

川
ガワ

安謝川をきれいにする住民の会

⑬ 長
ナガ

堂
ドウ

川
ガワ

長堂川に清流をとりもどし山川の生活環境をよくする会

⑭ 沖縄県土木建築部　河川課

⑮ 沖縄県企業局　配水管理課

⑯ （社）沖縄建設弘済会　技術環境研究所

⑰
ネットワーク

事務局
ジムキョク 沖縄総合事務局　開発建設部　河川課

※順不動
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