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1. 緒 言

広大な牧草地は北海道を代表する雄大な農村景観を創出し

ているが，その規模の大きさは環境への負荷と表裏一体とも

いえる。道東・風蓮湖流入河川流域は， 1980-90年代にか

けて乳牛飼養頭数が飛躍的に増大すると，河川．さらには沿

岸河口域への水質悪化が進み，風蓮湖で営まれる漁業が大き

な打撃を受けたと考えられており，漁業と農業の対立構造が

先鋭化した地域と言われている（門谷ら 20ll)。しかしこの

20年ほどの間に，上流住民（酪農家）が水質改善や保全ヘ

の取り組みを自発的に行うことで上下流のあつれきを克服し

ようという事例も生まれており（中川 2009). 流域連携の先

駆的存在になろうとしている。

本稿では，酪農が水域環境に及ぼす影響を風蓮湖流入河川

流域における既往研究から概観し，本特集のテーマである「低

投入型酪農経営」を導入することによって，『流域管理』と

いう視点からはどのようなメリットを受ける可能性があるか

検討することとした。ここでは，環境負荷低減という自然科

学的側面だけでなく，酪農家の日常生活や地域社会のつなが

りなど社会学的側面にも着目し，酪農家へのアンケート調査

の結果も踏まえ．多角的な考察を試みた。

2. 風蓮湖流入河川流域の概要

風蓮湖流入河川流域（流域面積 1027kmりは，別海町．

浜中町，根室市および厚岸町にまたがる二級河川で，流域の

47%が農地利用されている。流域の下流端には汽水湖である

風蓮湖が位置し．南東と北西それぞれから伸びた砂州の間の

500mほどの水路によって根室湾とつながっている。風蓮湖

の湖面積は 56.38km2で最大水深は llm, 平均水深は lm

と浅く，湖岸は泥炭が分布する湿地帯となっている。北から

ポンヤウシュベツ川．ヤウシュベツ川，風蓮川，別当賀川が

主要流入河川となっており，最大の集水域が風蓮川である。

本流域の土地利用は戦前までは零細であったが（北海道環

境科学研究センター 1999), 戦後，根釧パイロットファーム

を皮切りに，新酪農村建設事業 (1973年～）．国営農地開発

事業 (1953年～，事業着手時の名称は開拓パイロット事業）

等が次々と実施され．草地拡大に加え灌漑排水施設などイン

フラ整備の大きな契機となった。これらの事業が完了する

1980年代までに森林率は 31%に激減し（北海道環境科学研

究センター 1999), 戦後40年で流域の土地利用は大きく変

化した。

3. 自然科学視点からみた低投入型酪農経営の効果

(1)風蓮湖流入河川流域における水環境の調査

風蓮川流域の水質について， 1991~ 1992年にかけて流域

北部の支川ヤウシュベツ川流域で行われた研究（佐久間・倉

持 1993) では，暗渠排水から高濃度の硝酸態窒素 (N03-N,

しばしば5mg/L超）が河川に流入し，河川の N03-N濃度

上昇の要因となっていることが指摘されている。植物に利用

されない場合．浅層地下水の NOrN濃度がときにかなりの

高濃度 (1~ 10mg/L) になることから．将来，水質汚染の

懸念を生じないよう．負荷源の低減に言及している。

1990年~2000年代は，河川および風蓮湖の水質悪化が顕

在化し始めた時期で，風蓮湖におけるシジミ漁も 2000年を

境に休漁している。こうした中， 1998年~1999年および

2004 ~ 2005年に「風蓮湖流域対策基礎調査（北海道環境生

活部）」が実施されている。三上ら (2008) は，流域ごとの

乳牛飼養頭数密度（頭/ha) とN03―N濃度には明瞭な相関が

あることを明らかにし，あらためて酪農開発が環境負荷をも

たらしていることを示した。この間「家畜排泄物の管理の

* nagasaka-akiko@hro.or.jp 

大要は 2017年度日本草地学会弘前大会 (2017年3月）において発表。



長坂：流域管理と低投入型酪農 197 

適正化及び利用促進に関する法律」の施行 (1999年）等に

より，行政も対策に乗り出したが，三上ら (2008)のレポー

トでは，法施行から 5年経過した時点において，乳牛飼養頭

数密度と N03-N濃度の相関の高さは法施行前 (1998年）と

変化がないことを確認しており，水質改善にはある程度の年

数が必要であることを示唆している。

一方この流域では，草地化率や乳牛飼養頭数密度とリン酸

態リン (P04-P)の相関は低く，リンは風蓮湖の水質汚染に

それほど関与していないと考えられている。三上ら (2008)

によると， リンが河川へ流入するのは降雨出水時で，降雨に

よる地表流の発生や河川の水位上昇にともない，懸濁態リン

として流出するのだろうと考察している。すなわち N03-N

が面源負荷とすれば， P04-Pは出水イベントに呼応した点源

負荷といえる。アンモニア態窒素 (NH4-N) も同様であり，

晩秋や融雪期に，局所的に高濃度の NH4-Nが観測されてい

る（門谷ら 2017)。河川や湖の水生生物にとっては， N03-N

よりも NH4-Nのほうが直接的な影響が大きいため，風蓮湖

のシジミ資源への影響も指摘されている（門谷ら 2011)。

(2)低投入型酪農経営に期待される環境負荷の軽滅

これまでの水環境調査の結果を踏まえると，酪農活動が河

川水質に及ぼす影響とは，「窒素負荷」と一括りにされるも

のではなく，点源負荷としての N比—N (おもにし尿由来）と，

面源負荷としての性格が強い N03-N(おもに肥料や草地散

布後のスラリー由来）の 2つの側面から構成されていること

が窺える。これまで当地域で講じられてきた対策には大きく

①負荷軽減，②流出抑制の 2つがあるが，具体的には，①は

家畜屎尿の処理徹底，飼養頭数制限などが，②は緩衝帯（林

帯や遊水池など）の設置が挙げられ，いずれも自治体や地域

住民による取り組みが進められ，点源負荷に対する効果は現

れつつある（三上ら 2008)。しかし，対策の多くは酪農家の

負担を伴うことに加え，面源負荷に関しては汚染源の特定が

困難と考えられるため，酪農経営を持続させつつ水質環境の

改善を目指すためには，『規制』だけでは有効な手段となら

ないことも懸念される。すなわち，窒素負荷量を低減させる

ためには，「飼育頭数制限」のような面源負荷減少を目的と

した「体質改善」的な措置が必要だが，酪農家の経営意欲を

削ぐようなことがあっては地域社会（コミュニティ）の維持

にマイナスとなるばかりか，上下流のあつれきを一層助長す

る恐れもある。

したがって，こうした対策を講じる場合には，酪農家の保

全努力に対する何らかの措置すなわち酪農家にもメリット

をもたらすような対策であることがポイントと考えられる。

そこで我々が着目したのが「低投入型酪農経営」である。こ

れは本来，経営の低コスト化を目的として提唱されたもので

環境保全への効果を期待したものではないが，「流域への負

荷軽減」と「酪農家にもメリット」を両立させられる可能性

を持っている。後者についての効果は，本特集で小路氏が報

告したとおりである。前者について，研究レベルでは現時点

で実証的なデータを得られた段階にはないが，ごくシンプル

に考えれば，投入肥料の量や飼育頭数が少なければ，草地へ

の窒素供給も減ることになり，ひいては水系への窒素負荷も

減少することになる。酪農家にとって気になることは，肥料

の量を減らしても牧草の収量が確保できるかということと，

飼育頭数を減らすことで乳量が減り，収入減にもつながるの

ではないかということに対する懸念である。しかしこれら

が杞憂であるならば，環境保全に貢献しつつ，酪農経営を持

続させる手段として低投入型酪農経営には大きな魅力があ

る。

4. 社会学視点からみた低投入型酪農経営の効果

(1)根釧地方で進む流域連携

酪農の進展と河川の水質悪化，さらには沿岸域への影響波

及， という図式は風蓮湖流域に限ったことではなく，根釧地

方一帯の共通した課題といえる。この地域はサケマスの重要

な増殖河川を抱えているため，漁業者の関心にも事欠かかず，

冒頭で述べたように上下流のあつれきを生む要因となった

が，その一方で，農業者と漁業者といった異業種間の連携に

よる流域保全活動の先駆地にもなった。ここでは，代表的な

2つの団体を紹介したい。

一つ目は，別海町で活動を行っている虹別コロカムイの会

(1994 (平成 6)年～）である。ちょうど同じ頃，別海町で

は1992(平成4)年に町の中心を流れる西別川流域が．北海

道林務部による「魚をはぐくむ森づくり対策事業（北海道林

務部計画課1993)」のモデル流域に指定されたことを契機に，

西別川沿いの遊休農地を町が買い取り，積極的に造林を行う

という，道内でも数少ない大規模な河畔林造成事業をスター

トさせていた。虹別コロカムイの会の発足のきっかけは西別

川上流の養魚場に現れたシマフクロウである。コロカムイの

会の事務局長さんは，西別川河口でサケ定置網を生業とする

漁師であり，養魚場のオーナーでもあった。シマフクロウが

なぜ養魚場に来るのか，西別川が今どうなっているのかと考

えを巡らせた結果，シマフクロウが安心して棲めるような川，

河畔林を保全することが，西別川全体をよくするはずだ，そ

れはサケにとってもよいことだと考え，会の立ち上げを提案

することとなった。特徴的なことは，「水質改善」を正面か

ら謳うのではなく，シマフクロウをシンボルとして掲げたこ

とである。このことが，結果的には，農林水という異業種，

さらには別海町外（遠くは道外，海外）の賛同者を生むこと

になった。取得可能な場所への植栽はほぽ終え，下草刈りな

どの保育作業を進めており，彼らの活動はまだ続いている。

こうした先駆事例があって，隣の風蓮湖流域でも 2005(平

成 17)年に「風蓮湖流入河川連絡協議会」が設立された（平

成28年度をもつで活動終了）。ともに別海町の議員を務める

漁業者と酪農家が「ともに活動し，理解を深めるための場を

つくろう」と手を組み，代表には酪農家が就任した。これは

水質悪化の原因者が率先して活動をリードすることで，漁業

者との共通理解をスムーズにしたいという思いがあったと聞

いている。また，代表には「酪農で澗った我々が漁業（地域・

コミュニティ）に何かお返ししなければ」という利益還元の

意識が根底にある。彼らの活動はコロカムイの会を踏襲し，

河畔の草地を借り上げて緩衝林帯を造成する取り組みが主体

だが，そのほか．漁業者と共同で風蓮湖の環境調査を行うな
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ど，住民自らが上下流の連携を模索する，これも先駆的な事

例となった。

これらの団体の課題は活動の持続性である。現時点での最

大の案件はコアメンバーの高齢化で，世代交代を図りたくて

も， 30-40代の中堅世代が「実業に忙しすぎて余裕がない」

ため，活動を引き継げないのだそうだ。地域住民による自律

的な活動，自治活動を持続的に行うためには，生業との兼ね

合いなど，生活スタイルヘの配慮も必要であることを示唆し

ている。

(2) アンケートで探る地域住民の自然認識

一方，環境保全の必要性は，住民が地域の自然環境をどの

程度理解しているかにも左右されると考えられる。そこで本

研究では，酪農家にアンケート調査を行い，森や川など身近

な自然環境に関する知識を尋ねた。対象範囲は，風蓮川流域

内の別海町・浜中町に居住・営農する酪農家さんとし，『訪

問留め置き法』という方法を用いた。

表 1にアンケート調査の概要を示した。回収率は 32%で，

性別では男性のほうが圧倒的に多かった。また，回答者の年

齢構成を見ると，全体としては 50-60代が突出する結果と

なったため（図 1)' 以降の結果は，おもに現役世代（男性）

の知識の特徴を示しているといえる。

図2は流域住民が「昔よくみた生きもの」上位 10種のラ

ンキングを示したものである。第一位は「ウサギ（エゾユキ
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図 1. 回答者の年齢構成．

ウサギ）」であった。これだけ多くの住民が「ウサギ」と回

答するということは，かつては非常に身近な，誰でも目にす

る生きものだったことを示している。以下は聞き取り調査で

得だ情報である。「戦後に結構木を伐ってたから，俺らが子

供の頃は新しい造林地が多かったのさ。そういうところにウ

サギがたくさんいた。針金でつくったワナで結構簡単に捕れ

て， しかも換金できたから，小学校，中学校卒業するくらい

までは小遣い稼ぎにやってるヤツが多かった」。すなわち野

山にいる姿を見るというより，狩猟や駆除によって捕られた

ウサギを目にする機会が多かったのだと考えられる。次いで

ヤマメ，キッネ， リス， トゲウオ，ヤツメウナギ（スナヤツ

メもしくはシベリアヤツメと思われる）の順で，全部で 70

種の生きものが回答された。

「最近増えたと思う生きもの」の第一位は「シカ（エゾシカ）」

表 1. アンケート配布状況と回収状況．

町村名配布数回答者 回収率
性別

合計 男 女 未記入

別海 200 56 28% 41 11 4 

浜中 150 55 37% 50 4 1 

計 350 111 32% 91 15 5 

50 60 70 80 

50 60 70 80 

年代

全体としては， 50-60代の回答者が突出していた．
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図 2. 「昔よく見た生きもの」回答結果．

で他を圧倒していた（図 3)。次いでクマ（ヒグマ），キツネ（キ

タキツネ），カラス，ツル（タンチョウヅル）が続き，この

5種で回答の大半を占めていた。回答された生きものの合計

種数は 29種だった。「最近減ったと思う生きもの」第一位は

「ウサギ」が突出して多く，「昔よくみた生きもの」を反映し

た形となった（図 4)。次いでリス・シマリス，ヘビ，ホタル，

クワガタが続き，合計種数は 55種であった。

「昔よくみた生きもの」の上位に川の生きものが多く，回

答された結果と比べると，「最近増えた」あるいは「最近減っ

た」と思う生きもののなかに川の生きものは上位にはランキ

ングされていなかった。多くの住民が川の水質悪化を認知し

ているため「減ったと思う」と回答される川の生きものが多

いのではないかと予想していたが，アンケート結果からは「実

際のところよくわからない」という住民の意識が読み取れる。

一方，住民の印象に残っている自然体験を集計してみると，

無回答以外では「川遊び・釣り」が特に多いことが示された

（図 5)。住民の多くは，かつては水辺での遊び（川遊びや釣り）

を楽しんでいたにもかかわらず，最近の川の様子については

「あまりよくわからない」状態であることを示唆している。

川を訪れなくなった要因は複合的だが，流域保全策への理解

や関心を高めるためには，現代の生活に添った新たな川との

つきあい方，楽しみ方を提示する必要がある。

(3)川との「新たな」関係の模索

流域の 3分の 1ほどを占める浜中町側でも，酪農家が主体

となって 2011(平成 23)年から「NPO法人えんの森」が活

動を開始した。きっかけとなったのは，住民協働による手作

りの魚道である（中川 2009)。風蓮）IIの支流ノコベリベツ川，

支川三郎川は浜中町の水源でもあり，流域の中ほどに取水堰

シカ

クマ

キツネ

カラス

ツル

図 3. 「最近増えたと思う生きもの」回答結果．
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図 4. 「最近減ったと思う生きもの」回答結果．
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図 5. 印象に残っている「自然体験」の集計結果．

が設置されていた。落差が大きいため，イトウが遡上できな

いのではと，調査で訪れていた学生に指摘され，そこで住民

は暫く訪れていなかった地元の川を見つめ直すことになっ

た。魚道設置の工事は，重機を使用して行う工事に比べれば

遥かに改変度は低いものだが，それでも当初，河口域の漁協

から懸念の声が上がったことがある。しかし目的や意義を説

明することで互いの顔が見えるようになり，その活動に対す

る理解は急速に深まっている。

ここでの特徴は，自分たちの住む町の水源を保全しなけれ

ばという「地元にメリット」のある活動目的となっているこ

とである。こうした取り組みは，ひいては河口域の漁場環境
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改善に結びつくことは言うまでもないが，「下流のために」

という奉仕の精神だけでは，世代を超えて持続させることが

難しいのではないかと考える。虹別コロカムイの会同様，「地

元の川をよくしよう」という思いが主目的となっており，保

全目的の達成に拘わらず，住民自らが保全活動と関わること

で『地域のつながり』を再生したい， という思いが活動の根

底にあり，現代に即した新たな）IIとのつきあい方を模索し始

めている。

実は，低投入型酪農経営の酪農家の環境意識が高いかとい

うと必ずしもそうではない。しかし，そもそも環境負荷の少

ない営農方法であることに加え，「マイペース酪農」の別名

が示すように，労働時間の低減によって地域活動に積極的に

関わっている酪農家も存在する。地域の環境を地域住民自ら

が見つめ，その利用と保全を自律的に考えていくという意味

でも，低投入型酪農経営への期待は大きい。

5. 結言

誤解を恐れずに言えば，北海道においては，陸域から沿岸

域への負荷は，多くの場合農業地帯からもたらされている。

河口域で営まれる漁業は，集水域の終末に位置するため，漁

場環境が良好に維持されるかどうかは，上流（陸域）側の生

産活動のあり方次第という受動的な立場に置かれやすい。そ

のため漁業者は被害者意識を持ちやすく，農業者との間にあ

つれきを生じさせてきた。しかし，北海道では農業も水産業

も重要な基幹産業であり，環境保全のためにいずれかの生産

活動を抑制したり，排除したりするということは，自治体に

とっては地域経済の発展やコミュニティ維持のうえからきわ

めて難しい課題ともなっている。

しかし規制や制限は特定汚染源に対しては有効であって

も，河川への流出プロセスが複雑で汚染源を特定しづらい面

源負荷に対しては効果を発揮することが難しい，むしろ，（対

策を施すことが）新たな利益，価値を生み出す「価値創造型」

の発想（飯島 2008) が有効ではないかと考える。風蓮湖流

域では特定汚染源への対策は既に実施しており，また河川か

らの物質流入は，負荷と生産性の増大という，正負双方の側

面をもっている。したがってこの地域でも，これから求めら

れるのは，規制や制限ではない別のシナリオが必要なのでは

ないかと考える。前述した「地域発」の活動も，地域資源を

保全，活用し，その魅力を共有しようという動きの現れであ

り，住民もそのほうが有効であると気づいているようにも感

じられる。地域における『模索』は始まったばかりであり，

今後も継続してその動きを見続けていきたい。
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