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～開催趣旨～ 
 

      近年、全世界において地球環境への関心が高まり、福島県においても、私たちの身近にある川の 

清らかな流れや美しい湖の水質を取り戻すために、地域の方々の取り組みや下水道の整備により、 

年々私たちを取り巻く水環境は改善されてきています。川や沼・湖などの水質保全には、生活排水 

への対策が必要であり、水環境を保全・維持するために、下水道の果たす役割は非常に重要です。 

       しかし、福島県の下水道処理人口普及率は平成 21 年度末で 48.1％と全国平均の 73.7％に比べ  

大きく立ち遅れている状況にあります。このため、下水道の更なる普及啓発に努める必要がありま 

す。このフォーラムでは、身近にある「水環境」にスポットを当て、くらしが水環境へ与える影響 

や下水道の役割について、県民の皆様とともに考え、関心を深めていただき、下水道事業に対する 

ご理解と普及率の向上を図ろうとするものです。 

 

 

 

～プログラム～ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（１）開 会         13：00～ 

（２）挨 拶        13：05～ 

・主催者あいさつ  (財)福島県下水道公社副理事長 滝田 久満 

・来 賓 あ い さ つ  喜多方市長 山口 信也   

（３）記念講演        13：20～ 

    「水環境とおさかなのせかい」 

     国立大学法人東京海洋大学客員准教授 さかなクン 

（４）活動発表       14：40～ 

       地域で水環境啓発活動を実践する団体の活動発表 

① 喜多方市立堂島小学校 

「身近な自然環境を見つめよう」                

② 喜多方ホタル夢づくり会 

             「喜多方ホタル夢づくり会活動とホタルの生態について」 

（５）お楽しみ抽選会    15：30～ 

（６）閉 会        15：45 
                                司会進行：ＦＭきたかた 未来 
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 皆さん、こんにちは。私は、財団法人福島県下

水道公社副理事長の滝田でございます。私から主

催者のごあいさつを申し上げます。 

本日は、「快適生活下水道フォーラム２０１０」

を開催いたしましたところ、たくさんの方々に、

ご参加いただきまして、ありがとうございます。 

また、喜多方市長をはじめ、来賓の皆様方には、

ご臨席賜り、誠にありがとうございます。 

近年、全世界において地球環境への関心が高ま

っておりますが、福島県においても、私たちの身

近にある川の清らかな流れや美しい湖の水質を

取り戻すために、地域の方々が熱心に取り組んで

おられることや下水道の整備により、年々水を取

り巻く環境が良くなってきていることは、大変喜

ばしいことでございます。 

しかし、７月に国より発表された平成２１年の

全国一級河川水質ランキングにおいて、本県を流

れる阿武隈川の水質は環境基準を満足してはお

りますが、全国の１６５河川中、１４３位になっ

ておりました。まだまだ、本県の河川の水質も十

分とは言えない状況であり、私たちの日常生活か

ら発生する排水などの汚水を処理する“下水道”

の果たす役割は、大変重要になっております。 

一方、福島県の下水道の普及率を見てみますと

昨年度末で４８．１％と全国平均の７３．７％に

比べ、大きく立ち遅れています。 

このような状況の中、このフォーラムは、「水

環境と下水道」について、皆様方に改めて考えて

いただくために、平成１６年度より、関係する市

町村の、ご協力をいただき開催しているものであ

り、今回で７回目となりますが、会津地方では初

めての開催となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は、テレビ等で活躍され、東京海洋大学客

員准教授として教鞭もとられている“さかなクン”

に記念講演をお願いしております。 

また、活動発表として、「喜多方市立堂島小学

校の５年生のみなさん」、「喜多方ホタル夢づくり

会のみなさん」に、それぞれ水環境を守る活動状

況について、発表していただきます。 

このフォーラムでは、「清らかな流れを未来へ、

いつまでも」をサブテーマにしておりますが、県

民共有の財産である、美しく清らかな水環境を未

来の世代に引き継ぐことは、私たちの使命であり

ます。皆様には、今後とも、より一層の下水道事

業に対するご理解をいただくと共に、このフォー

ラムを通して、私たちが住んでいる地域の川や湖

といった、水環境の保全に対する関心を深めてい

ただければ幸いでございます。  

終わりになりますが、このフォーラムの開催に

ご協力をいただきました、喜多方市長をはじめ、

会津地方の皆様、関係団体の方々に心から御礼を

申し上げまして、あいさつといたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主 催 者 あ い さ つ 

 

財団法人福島県下水道公社 

副理事長 

滝田 久満 
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皆さん、こんにちは。私は、喜多方市長の山口

でございます。 

本日は、「快適生活下水道フォーラム 2010」

が、たくさんの皆様方ご出席のもと、盛大に、こ

の喜多方市において、それも会津においては初め

ての開催となります。このことにつきまして、お

祝いとお喜びを申し上げますとともに、遠くから

おいでいただきました皆様方を、心から歓迎申し

上げる次第であります。 

さて、私が幼いころは、川の水がきれいに絶え

ず流れていることは、当然のことでございまして、

そのような環境で毎日を過ごしておりました。お

風呂の水も川からバケツで汲み上げて、野菜など

の洗いものも、全て川の水を使っておりました。

また、夏には川で仲間たちと泳ぎや魚取りに興じ

たことが、つい最近のように懐かしく思い出され

て、今ここに立っておるわけでありますが、この

ように人々が川に生かされ、川もまた人々の生活

を支えてきた緊密な関係があったわけでありま

す。そして、時には、川は地域の自然や文化、人々

の暮らしぶりを反映した鏡にもなります。 

近年、私たちを取り巻く水環境は大きく変化し

ております。河川や湖沼などの水質の悪化や富栄

養化の進行から、故郷のせせらぎや安らぎが失わ

れつつあります。その主な原因は、生活雑排水で

あると言われております。河川や湖沼などの水質

改善には、生活排水対策が必要不可欠でありまし

て、下水道や合併浄化槽などの汚水処理施設の整

備がますます重要になってきております。 

喜多方市におきましては、平成１８年に５市町

村の合併により新生「喜多方市」が誕生いたしま 

して、総合計画で定めた「自然と共生する美しく 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

快適なまちづくり」の実現に向けて、安心して暮

らせる街づくりを進めており、下水道事業におき

ましては、昭和３６年より工事を始め、市街地か

ら重点的に工事を進めているところであります。

今年度見直しをしてきました県も「ふくしまの美

しい水環境整備構想」におきましては、平成４２

年度までに普及率おおむね 100％を目標に掲げ、

完成した下水道への接続率のアップを最重点課

題として取り組み、快適で潤いのある生活環境の

実現や、水環境の水質保全に積極的に取り組んで

いるところでございます。 

このフォーラムを契機といたしまして、皆さん

に水環境に対する関心をさらに高めていただき、

下水道整備促進の気運高揚や下水道接続率の向

上を図ってまいりたいと考えている次第であり

ます。 

本日は、地域からのメッセージとして、喜多方

市立堂島小学校の皆さん、また、喜多方ホタル夢

づくり会の皆さんに、日頃の活動を通した事例発

表をお願いしているところでございます。こうし

た長年にわたる実践活動を通じて、市民の皆さん

が何気なく利用している下水道の大切さ、必要性

をもう一度思い起こしていただき、下水道と水環

境を考えていただければ幸いでございます。 

終わりにあたりまして、本日の下水道フォーラ

ムを主催いただきました県下水道公社、そして、

このフォーラムに花を添えていただきました、会

津喜多方物産協会や県立耶麻農業高等学校など

関係の皆様方に対しまして、深甚なる敬意と感謝

を申し上げまして歓迎のあいさつといたします。 

 

 

来 賓 あ い さ つ 

 
 

喜多方市長 

山口 信也 
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１．【はじめに】 

会場の子供たちに「さかなクン！」と、大き

な声で呼ばれ、元気いっぱいに登場してくれた

のは、テレビでお馴染みの“さかなクン”。 

「喜多方の皆さんに会えることを楽しみに

やってまいりました。」と挨拶をいただいた後、

会場のあまりに大勢の来場者を見て、さかなク

ンもびっくりした様子で、「ギョギョッ！こん

なにたくさんの方々に集まっていただき、あり

がとうございます！」と、飛び出してしまうく

らい、多数の来場者で賑っていました。 

さかなクンは、福島県がとても大好きという

ことですが、それは、子供の頃、福島県に遊び

に来ていた時に、お魚屋さんで、四角くて、可

愛いい、でも、どこかたくましいハコフグと出

会ったことがきっかけで、現在のさかなクンの

キャラクターとなっている、ハコフグの帽子を

頭に乗せるようになった、というエピソードを

明かしてくださいました。 

 

２．【自然のつながりについて】 

福島県はとても緑が多く、自然環境に恵まれ

たところで、特に、喜多方のような、山々が連

なる緑豊かな自然の中では、その山や大地にた

くさんの栄養が含まれていて、その栄養は川を

流れて海へ運ばれていきます。海では、山や大

地から運ばれてきた栄養と、お日さまの光を浴

びて海藻が育ち、たくさんのお魚たちが元気い

っぱいに泳ぐ豊かな海となります。そして、お

日さまの光を浴びた海水は、熱によって蒸発し

て雲となり、やがて喜多方の山や大地に雪や雨

をもたらします。こうしたことから、山と川と 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海は、自然の中でつながっているということを、

分かりやすくお話していただきました。 

 

３．【下水道のしくみについて】 

“下水道の専門家”として、さかなクンより

紹介された県下水道公社の職員（青木さん）が、

さかなクンと一緒にかけ合いながら、下水道に

ついて説明しました。 

家庭から出るトイレの水や台所の水、お風呂

の水など汚れた水は、生活排水として下水道へ

流れ、下水処理場できれいな水にしてから、川

に戻しており、川に戻した水は、やがて海まで

流れていくこととなります。 

下水処理場では、主に微生物の働きを利用し

て、汚れた水を分解し、きれいな水に浄化して

から川へ戻しています。しかし、下水道の浄化

には限界があるため、家庭での一人一人の取り

組みが大切なものとなってきます。まず“洗剤

の使用量を減らす”、“食器の油汚れを直接流

さない”など、このような取り組みによって、

川や海にくらすお魚たちも元気いっぱい泳ぐ

ことができる環境になるので、「皆さん、ご協

力をお願いします！」と、会場に向けて、さか

なクンから呼びかけていただきました。 

 

４．【川にくらすお魚たち】 

 喜多方市のお魚である“イトヨ”は、小さく

てかわいいお魚ですが、川に鳥のような巣を作

り、産卵するのが特徴的で、メスが産んだ卵を、

オスが守るという素敵なお魚だそうです。 

  サケは、川で生まれ、海で育って、産卵時に

はまた川に戻ってくるお魚ですが、海の栄養を 

記 念 講 演  『水環境とおさかなのせかい』   

国立大学法人東京海洋大学 

客員准教授 

さかなクン 
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たっぷりと蓄えて戻ってくるため、海の豊富な

栄養を川へ運んでくれているそうです。海では、 

長いと８年もかけて大きく成長しますが、エビ

やカニに近い仲間のオキアミという甲殻類を

食べているため、身の色が赤い色に変わり、サ

ーモンピンクと言われるようになるそうです。

また、サケが、自分の産まれた川に間違えずに

戻って産卵できるのは、水の中で匂いを嗅ぐこ

とができるためであり、子供の時に生まれた川

の匂いを覚えているので、戻ってくることがで

きるのだそうです。とっても驚きですね！ 

 

５．【海にくらすお魚たち】 

福島県のきれいな青い海には、“マイワシ”

と言って、イワシの仲間がたくさん泳いでいま

す。このイワシは、背中が青いきれいなお魚で

すが、周りには敵がいっぱいです。空には、カ

モメのような鳥たちが、イワシを探し回って飛

んでいるので、気づかれないように背中は青い

色をしていて、海中では、お腹はキラキラ輝く

銀色をしていますが、これは、お日さまの光が

水面でキラキラ輝くので、カツオなどに気づか

れにくい色をしているそうです。 

イワシを食べて大きく成長するお魚と言え

ば、福島県の海では“カツオ”や“マグロ”で

すが、実は、昼も夜も元気いっぱい、一生泳ぎ

続けるお魚だそうです。カツオやマグロは、泳

ぎを止めることはできないため、ずっと泳いで

いますが、その理由は、泳がないと息ができな

いからだそうです。カツオやマグロは、泳ぐこ

とによって口の中に入ってきたお水で息をし

ているため、休まずに、たくましく泳ぐことが

できるんですね。みんな一生懸命くらしている

のが分かりますね！ 

 

６．【川や海での現状】 

最近、牛乳パックや自転車の空気入れ、空き

缶など、人がポイポイ捨てた物が川から海へ運

ばれ、風で飛ばされた物が海底にゴミとして堆

積し、それらを食べてしまうお魚たちがいるそ

うです。また、イルカやウミガメが、人によっ

て捨てられた物を食べて、命を落とすというこ

とが問題となっています。 

また、海が汚れてしまうと、クラゲが大量発

生し、エチゼンクラゲのような大きなクラゲが、

漁師の網を壊すなど、大変な漁業被害を与えて

います。その他に、クラゲが増えてしまうのは、

海の汚れの影響もありますが、温暖化の影響で

増えているのかもしれない、と言われています。 

 

川や海を汚してしまう原因として、家庭から

出される生活排水、工場から出される工場廃水、

船から出される排水など、色々考えられますが、

一番の要因は、私たちの家庭から出される“生

活排水”であって、川や海の汚れの半分以上が

生活排水によるものであると言われています。 

 

７．【さかなクンからのメッセージ】 

 ＜今日から出来る３つのこと＞ 

① 洗剤の使用量を減らしましょう！ 

なるべく体にも自然にも優しい石けんを使

いましょう。 

② お皿はちゃんと拭いてから洗いましょう！

お皿を拭いてから洗ったほうが汚れも溶け

込まないし、お皿を洗うときお水を使う量

も減ります。 

③ お風呂の残り湯は、洗濯に使いましょう！ 

お水は大切に使いましょう。 

海には、たくさんの素敵なお魚が暮らしてい

ます。そして、このお魚たちが暮らす川や海に

は素晴らしいお水があって、緑豊かな川や森が

あって、みんな元気に暮らすことができますの

で、かけがえのない素晴らしい自然を汚さない

ように、私たちにできる事は、さかなクンも皆

さんと一緒に始めていきたいと思います。 

さかなクン、またこの福島県に来たいと思い

ますので、福島県の魅力をたくさん教えてくだ

さいね。 

本日は、ありがとうギョざいました！ 
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これから、喜多方市立堂島小学校５年生の水質

調査活動について発表します。はじめに堂島小学

校の紹介をいたします。堂島小学校は喜多方市の

南部にあります。学校の周りには、水田が広がり、

農業のとても盛んな地域です。全校児童１１３名

の小さな学校ですが、地域の特色を取り入れ、農

業科栽培活動に力を入れている学校です。学校の

田んぼでは、もち米、畑ではさまざまな野菜を栽

培しています。自分たちで育て、収穫した作物を

調理実習や給食、芋煮会などの機会に食べていま

す。その中でも特に農業科支援員や PTA の皆さ

ん、地域の方々と一緒に食べる堂島フェスティバ

ルの収穫祭は、一番の楽しみです。こんな楽しみ

のある学校が僕たちの通っている堂島小学校で

す。 

（１班の発表） 

 
堂島小学校では、毎年、自分たちの住んでいる

地域を流れる川の水質調査を行っています。目的

は農業に欠かせない地域の川の水が作物を育て

るのに適したきれいな水かどうかを確かめるこ

とです。今年も私たちは６月に学校の近くの水路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

や濁川などの水質調査を行いました。その中で私 

たち１班は、学校周辺の水路の水質調査について

発表します。 

まず私たちは、水路の水の汚れ具合について予

想をたてました。 

①「学校周辺には家がたくさんあるので生活排水

も川に流されているはずだから、きっとあまりき

れいではないだろう。」 

②「でも、ドブ川みたいにくさい臭いはしないし、

ドジョウやザリガニなどもいるので、そんなに汚

くはないだろう。」 

次に学校にあるパックテストやｐＨ測定器を

使って、実際に水質を調査してみました。 

 
１つ目は、ｐＨ。水の酸性度。水が酸性やアルカ

リ性の性質が強いと作物にはあまり良い水とは

言えません。次は COD。化学的酸素要求量。水

の中の酸素の量が少なくなると、それだけ水が腐

っていると言うことになります。３番目は NO２。

亜硝酸態窒素。水の中に、肥料分や家庭排水など

が多くなると NO２の数値が高くなるのだそうで

す。その他に、「水土里（みどり）ネット福島」

の方に貸していただいた筒を使って、透視度を調 

活動発表① ～地域からのメッセージ～  

 『身近な自然環境を見つめよう』    

 

喜多方市立堂島小学校 

 

５年生のみなさん 
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べました。透視度は、見た目の濁り具合から、水

の汚れ具合を調べる物です。ｐＨは、パックテス

トでは、〔6.2〕という結果でした。パックテスト

では6.2までしか計れないのでｐＨ測定器でも計

ってみました。 

 

 
結果は、〔7.2〕。中性の水は〔7.0〕なので用水

路の水はだいたい中性に近い水だということが

わかります。ＣＯＤの結果は、〔13〕。ＣＯＤの

基準では「1 以下は、とてもキレイ」「1～2 が、

きれい」。「2～5 は少し汚れている」。「6 以上だ

と、汚れている」ということなので、〔13〕とい

う結果は、「かなり汚れている」ということにな

ります。NO２については、〔0.02〕という結果で

した。NO２の基準は〔0.01 以下は、きれい〕〔0.02

～0.1 までは、少し汚れている〕〔0.1～0.2 は、

汚れている〕〔0.2～0.5 は、汚れが多い〕〔それ

以上は、とても汚い〕ということだそうです。そ

こから判断すると〔0.02〕あたりは〔少し汚れて

いる〕ことになります。最後に、透視度。結果は

76 センチメートルでした。きれいな水だと、軽

く１メートル以上あるそうなので今回の結果だ

と、少し濁りのある水だということになります。  

この調査から分かったことを発表します。学校

周辺の水路の水は、あまりきれいとはいえないけ

れど、汚れはひどいほどではなかったので、よか

ったです。水の汚れがひどくなると、川に棲む生

き物がいなくなったり、自分たちの食べ物にも影

響がでたりするので、これからは汚れになるもの

を川に流さないようにしようと思いました。 

（２班の発表） 

僕たち２班は、濁川の水質調査と下水処理場見

学について発表します。まず、濁川の水の汚れ具

合を予想しました。「濁川」という名前のイメー

ジと実際の川を見た感じから、あまりきれいそう

ではないので、学校周辺の水路の水よりは、汚れ 

ていると思いました。水質調査の方法は、学校周 

辺の水路の調査と同じく、学校にある３種類の 

 

パックテストとｐＨ測定器、透視度の筒を使った 

調査です。調査結果は、ご覧の通りです。 

 

ｐＨは、〔7.2〕。学校周辺の水路と同じ値で、

ほぼ〔中性〕です。ＣＯＤは、〔5〕。学校周辺の

水路よりは、汚れが少ないです。NO２は、〔0.005〕。

学校周辺の水路より、きれいという結果になりま

した。透視度は、100 センチメートル以上。学

校周辺の水路より、濁りが少ないという結果でし

た。これらの結果から濁川の水は、私たちの予想

よりも水が汚れていなかったことが分かりまし

た。名前は濁川、ということで汚い川のイメージ

を持っていましたが、学校周辺の水路よりきれい

な水が流れていることが分かって、うれしくなり

ました。ではなぜ、「濁川」などというイメージ

の悪い名前になったのでしょう。川の名前の由来

を調べてみたら、昔は大雨が降ると、すぐ洪水に

なり、川の水が茶色く濁ったので、「濁川」とい

う名前になったということです。大雨でないとき

には、川の周りに湧き水も多く、冷たくきれいな

水が流れていたようです。 

次に私たちは、学区内の田原地区にある大田木

地区下水処理場を見学しました。そこは大田木地

区の各家庭などから出される下水を集めて、きれ

いな水にして、濁川に流していました。 

 

写真にあるように、茶色く濁った水が、透明でき 
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れいな水になるなんてすごいと思いました。水の

汚れの成分を集めて、肥料にしていることも分か

りました。きれいにする前の水と、きれいになっ

た水を透視度を調べる筒に入れ、透視度を調べま

した。結果は、きれいにする前の水、2.8 センチ

メートル。きれいになった後の水、76.5 センチ

メートル。下水処理で学校周辺の水路の水と、同

じくらいきれいになったことが分かります。 

 

では、汚く濁った水は、どのようにしてきれい

になるのでしょうか？それは、微生物という目に

見えない生き物が汚れを食べてくれているから

だそうです。微生物の中には、油を食べてくれる

もの、し尿を食べてくれるもの、ゴミを食べてく

れるもの、植物が好きなものなど、いろいろな種

類の微生物がいます。数え切れないほどのたくさ

んの微生物たちが時間をかけて汚れを食べてく

れるので、この写真のように、きれいな水に生ま

れ変わるのだそうです。 

突然ですが、ここでクイズです。水が汚れる一

番の原因は、次のうちどれでしょう？ 

 
①工場の排水 

②農地の汚れた水 

③山林が汚れた水 

④各家庭からの生活排水。 

答えは、④の「生活排水」です。水が汚れる一番

の原因は実は、私たちの家庭からの排水だったの

です。 

下水処理場の人からのお願いです。微生物が分

解するには限度があり、全てをきれいにすること

は出来ません。ゴミや油などは、そのまま流さず、

紙で拭き取ったり、ゴミ袋に入れたりして、水の 

 

汚れが少なくなるようにしてほしい、ということ 

です。一人一人が水を汚さないよう心がけ、きれ 

いな水を守りたいですね。 

 

（３班の発表） 

僕たち３班は、飯森沢川の水質調査について発

表します。まず飯森沢川のある場所について説明

します。 

 

飯森沢川は福島県と山形県の県境の近く、大峠

トンネル入り口のところにあり、周りは山と水田

で近くに家はありません。僕たち、喜多方市民の

水道水となっている日中ダムの水源となってい

る最上流の川です。僕たちはこれまでの調査結果

もふまえて、飯森沢川の水質を予想しました。周

りには家が無く、山と木々に囲まれた川なので、

生活排水も入らず、とてもきれいな水だろう、と

思います。さっそく、３種類のパックテストで水

質を計ってみたら、次のような結果になりました。 
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ｐＨ〔7.2〕ＣＯＤ〔2〕NO２〔0〕、どの結果

からも汚れがほとんど含まれていないというこ

とが分かりました。透視度については、測定器を

借りることができないため、調べられませんでし

たが、冷たく濁りがない水なので実際に計ったら、

何メートルにもなるということでした。 

では、ここでクイズです。「飯森沢川の水は、

飲める」○か×か？ 

 
答えは「○ 飲める」です。 

正確には雨水や雪解け水が山の森林の土にし

み込み、土の中できれいにされるので、飯森沢川

の水の中には、有害なものがほとんど入っておら

ず、すぐにでも飲めるくらいとてもきれいな水な

のだそうです。 

喜多方市の水道課では、さらに殺菌・消毒して

安全できれいな水道水にしているそうですが、川

の水がとてもきれいなので薬品を多く入れなく

てもいいのだそうです。だから、喜多方の水道水

は、とても美味しい自慢の水なんだそうです。 

 

では、最後に今年から始めた野鳥の観察につい

て説明します。僕たちは飯森沢川の水質調査の後、

中山市民公園に移動して森林環境学習を行いま

した。そこで森林の役割について学習し、森に棲 

んでいる野鳥の観察を行いました。ここで、紹介

する野鳥は、ヒヨドリ、シジュウカラ、そして、

ホオジロです。どの野鳥もとてもきれいな声で鳴

き、心が癒されました。これらの野鳥の棲みかと

ともに、きれいな水を作ってくれる森や山を大切

にしなければ、と思いました。次に、学校の周り

の田んぼや濁川の近くに住んでいる野鳥を観察

しました。初めはアオサギ、トンビ、そしてムク 

 

ドリなどです。その他にもカラスやスズメ、ツバ

メやヒバリ、喜多方市の鳥・セキレイもいました。

これらの鳥の多くは、川の近くで虫や魚を食べて

おり、きれいな水が小さな生き物たちを育て、そ

れを食べる野鳥の命も支えているんだと思いま

した。 

このような水質調査活動や森林環境学習を通

して、私たちはきれいな水を守っていくことが、

身近な自然や生き物を守っていくことにつなが

ることを学びました。これからも、私たち一人一

人が普段から水を汚さないように心がけ、家族や

地域の人にも呼びかけていきたいと思います。 

ありがとうございました。 
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皆さん、こんにちは。先程は、さかな

大変楽しかったですね、良かったです

島小学校の発表、素晴らしかったです

りたいと思います。 

私は喜多方ホタル夢づくり会の代表

動についてお話しいたします。 

我々は、平成１３年に手代木先生に

２７名で発会いたしました。現在の会

です。我々は「夢を持ってホタルを飛

いう信念のもと、色々な活動をしてまい

我々は川の清掃に始まり、ヒルやザ

活動発表② ～地

 『喜多方ホタル夢づ

 

クンの話、

ね。また堂

。拍手を贈

表として活

 

よりまして

員は８４名

ばそう」と

いりました。 

 

リガニの駆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除、ダムを作ったり、また、炭を

し、川をきれいにするという運動

ルやザリガニがたくさんおりま

でした。最後にはジェット噴射機

つ一つ洗ってきれいにしました。

きれいにするのは、本当に大変で

はその頃、ホタルが少なくなって

で、「ホタルを増やすにはどうす

いなくなったのか」色々な話を

散布や農業用水路のコンクリー

られました。また、合成洗剤や生

なりましてホタルが少なくなりま

これは、我々の川に水が流れて

りました。それで、水を流すとき

ので、堰を作って水たまりを作り

手代木先生自ら幼虫を川に放流

その夏にホタルが飛びました。

平成１５年、「喜多方にホタル

しょう。」ということで、当時、

でありました手代木先生が、職員

集めました。最初は、若松、猪苗

津、そして喜多方から２８名が集

地域からのメッセージ～ 

くり会活動とホタルの生態につ

喜多方ホタル夢づく

 

代表 関本 溪

を入れて川を浄水

動をしました。ヒ

まして本当に大変

機で、石ころを一

。一度汚れた水を

です。喜多方市に

ていました。それ

するか」、「なぜ、

したころ、農薬の

ート化などが考え

生活排水など多く

ました。 

 

てこないときがあ

きに流れてこない

りました。ここに

流しましたところ、

ルの大学を作りま

弘前大学の学長

員や一般の方々を

苗代、西会津、柳

集まりまして開校 

ついて』   

くり会 

溪水 
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いたしました。 

ゼミナールでは、ホタルの生態や自然環境につ 

いて学びました。ホタル観察会では、山の方へバ 

スで行きましたが、途中バスを降りて、農道を歩 

きました。なぜなら、ホタルは暗い所が好きなの 

で、明るい所が嫌いです。自動車の光や、ライト 

の光が大嫌いなのです。しばらく、みんなで歩い 

て行くと、子供たちが「わあ、光った！飛んでる！」 

と感動しておりました。 

ホタルにとっての天敵は、鳥や芋虫です。その

他に大きな天敵と言えば、我々人間なのです。で

すから、人間によってホタルの棲む世界が少なく

なってきたので、我々が守っていかなくてはと考

えるようになりました。 

平成１６年には、ここにいらっしゃいます山中

先生によってホタルの学校を開校いたしました。  

日本のホタルは４８種類と言われていますが、

世界では 2,000 種類と言われています。喜多方

市には、ゲンジボタル、ヘイケボタル、そしてク

ロマドボタルがいます。 

それでは、皆さん、ホタルはどこが光ってると

思いますか？  

①頭 

②目 

③おしり 

（会場の子供たち）おしり！ 

答えは③の「おしり」が当たりです！光る部分は、

もう一つあるんですが、どこが光ってるでしょう

か？ 

①口のまわり 

②生殖器 

③足の先 

（会場の子供たち）②番！、①番！ 

答えは③の「足の先」です。これは、先ほどのさ

かなクンの話でもありましたが、イカは足が光っ

たりします。これは危険だ！という危険信号なの

です。 

 

 

これはゲンジボタルです。ゲンジボタルは、オ

スは発光部が２ヶ所、メスは１ヶ所あります。で

は、ホタルはなぜ光るんでしょう？ホタルの光は、

ラブコールと言われます。オスはメスを求めて高

く速く飛びます。それを見て、下からメスがちょ

っと光ります。そうするとオスは急降下して求愛

行動をします。それでは、ホタルは何時頃から光

るのでしょうか？夜の７時ではありません。“８

時”からです。「８時だよ！全員集合！」とあり

ますけども、８時からぴったり光り始めます。そ

して、ホタルの明るさは、どれくらいの明るさで

しょうか？ゲンジボタルは、８～９ルクスと言わ 

れてます。ヘイケボタルは、３ルクスと言われて

ます。昔、中国の清の時代に、車胤（しゃいん）

という方がいました。貧しいので、油が買えませ

んでした。その方は、ホタルを集めて本を読んだ

と言われてます。これは本当でしょうか？実は調

べたら、本当の話でした。それで大きくなって大

臣になった方です。それでは、ホタルの光で、何

匹いたら本を読めるでしょう？これは手代木先

生が調べたところでは、８０匹で本が読めると言

われてます。こういうことをホタルの学校では学

びたいと思っています。また来年も開校いたしま

すので、ぜひ、ホタルの学校に入ってください。 
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これが、クロマドボタルです。メスは光りますが 

飛ぶことはできません。オスは光りますし、飛ぶ

こともできます。こういう夫婦は珍しいです。  

以前、塩川のある方から夜道を歩いていると、

脇の道が光っていて気味が悪いので、調べて欲し 

いと言われ、そのホタルを捕まえて調べてみまし

たら、「これが、クロマドボタルだ！」というこ

とでした。“アキボタル”と呼ばれていますが、

文献上、東北にはいないと書いてありましたので、

生息地として全国に発表しました。現在、塩川地

区、山都地区、熱塩地区、そして柳津町で生息を

確認しております。毎年９月に、バスで鑑賞会を

しておりますので、是非参加して欲しいと思いま

す。光る期間は９月中旬から１０月いっぱいです。 

 

これは、ホタル学校の生徒が、ホタルかるたを

作りました。絵を描き、文章を書き、全てが子供

たちの手作りです。そして、それを各小学校に渡

しましたところ、各校長先生から感謝の手紙をた

くさんいただきました。 

 

 

これは喜多方市のある写真家が、ホタルの繁殖

する場所で乱舞する姿を見せてほしいというこ

とで、私と一緒に行って鑑賞した時の写真です。

その風景を見て、作詞・作曲をした歌があります

ので、ちょっと歌を聴いてみましょう。 

（歌）～「会津蛍情景」～ 

 

これは大野川の東側にある広い土地を借りて、

ホタルランドとカブトムシランドを作ろうと、木

を切って、平らにしてミズナラやブナの木を植樹

した時の写真です。 

 

これは、今年のカブトムシ教室に集まった生徒

です。カブトムシ競技大会は、木登り大会や相撲

大会をいたしました。子供たちがじいちゃんにカ

ブトムシのご指導をいただいて闘いました。優勝

者と準優勝者に、トンボやチョウの標本を贈りま

したところ、大変喜んでいただきました。 
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これは、大野川に飛んでいる蛍です。ホタルラ

ンドでは平成１９年頃から飛び始めまして、平成

２１年、今年と２年間、乱舞いたしました。それ

で、桜本町内の公園ガイド灯等を全部消していた

だきました。そうしたら、このようになりまして

本当にすばらしい、と好評でした。この美しい光

に皆さん感動しておりました。皆さんの感動を見

て、やって良かった、喜んでもらって良かった、

と我々も本当に勇気づけられました。 

喜多方市で数年前から、福島大学の柴崎教授と

大学生によりまして、喜多方市の水の調査をして

おります。冬の田んぼに水をはりまして、地下水

の水位を測っております。喜多方市では、現在ま

で、雪を溶かすために、道路に散水しております。

膨大な量の水を流しております。今、工事を行っ

ているのは地下水から水をあげ、道路の下に水を 

通して、雪を溶かし、またその水を地下２００メ 

ートル下に戻すという工事をしています。今後も、

そういう具合にして工事をしていくということ

です。 

これで、喜多方の水のきれいさが分かって、大

切さが分かってきたと思います。我々が生活して

いると、先ほど子供たちの発表にありましたよう

に生活雑排水が問題となります。下水道の普及率

は、日本全体では 7３.7%。福島県では 48.1%。

喜多方市では 30.3%。また、旧市内では 26.3%。 

これは平成２１年の調べです。下水道の整備はま

だまだであります。皆さん、下水道に協力して、

参加してほしいと思います。 

さて、生活排水による汚染の量、魚が棲める水

質に戻すには、バケツ１０リットルの水で何杯の

水が必要でしょうか。 

 

使用済油２０ミリリットルで、６６０杯の水が

必要です。マヨネーズ大さじ一杯で３９０杯。そ

の他、牛乳コップ一杯で３３０杯も必要です。非

常に多くの水が必要です。ですから、先ほど子供

たちの発表にありましたように、これからは、天 

 

ぷら油や、お皿についた醤油などは、新聞紙や紙

で拭いて、そしてそれを燃えるゴミにして出して

ほしいと思います。一人一人の心がけが、喜多方

市をきれいにし、また環境改善へつながっていく

のです。 

 

これは、ホタル学校を作るきっかけとなったホ

タルです。この小さな光を我々は守っていきたい

と思います。そして、これからは皆さんに大きな

輝き、感動を与えることができるよう運動して行

きたいと思います。 

まとめとなりますが、私たち、喜多方ホタル夢

づくり会は、皆さまの協力のもと、ホタルを守り

育て、飛翔することを夢見、実現、喜びを知り、

全ての生物と自然環境を守る信念のもと、河川の

清掃や水質の浄化、ホタルの生息できる環境づく

りに努めて参ります。これからも、皆さまととも

に、自然豊かな喜多方の環境を次の世代に残して

いけるよう活動して参ります。 

どうもありがとうございました。 
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入場者数 １，２２２人（前年度８８０人） 

 
【下水道フォーラム】 

 

 
滝田副理事長          山口喜多方市長         司会者の未来さん 

 
さかなクンの講演       おさかな当てクイズ       おさかな質問コーナー 

    
      会場の様子①          会場の様子②          会場の様子③ 

 
お楽しみ抽選会の様子①     お楽しみ抽選会の様子②     お楽しみ抽選会の様子③ 

 

 

 

 

開開催催のの記記録録 
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【喜多方市主催「下水道フェア」、移動水族館、その他】 

 

 
下水道フェアの様子①      下水道フェアの様子②      下水道フェアの様子③ 

 
下水道フェアの様子④       雨水貯留タンク展示     災害用マンホールトイレ展示 

 
アクアマリンふくしまによる    アクアマリンふくしまによる   アクアマリンふくしまによる 

  移動水族館の様子①        移動水族館の様子②       移動水族館の様子③ 

 
開演前の様子①         開演前の様子②        会場入口の立て看板 
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