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はじめに 
 

 1988 年 (昭和 63 年)に環境庁(当時)は、わが国における巨木の現況を把握するため、第 4 回自

然環境保全基礎調査の一環として、初めて巨樹・巨木林調査を実施した。それ以降、現在まで 30

年近く経過した。その間全国各地の自治体や有志による巨木の調査・保全活動が続いてきた。自

治体持ち回りで、岡山県柏原町から開始した「巨木を語ろう全国フォーラム」は全国を巡り、今

年 2017 年の石川・金沢大会で第 30 回を迎えた。来年は北海道釧路市で、再来年は九州の福岡県

宇美町での大会が計画されている。 

 

今ある巨木のほとんどは、人間もしくは人間が形成してきた地域社会との関わりあいの中で残

ってきた。今後の巨木の保全の方向を考えた場合に、人間及び地域社会との関係性は無視できな

い。巨樹の現状をしっかり見据えた上で保全方策を模索しなければならない。これは巨木に限ら

ず自然環境の保全全般に共通する。 

 

 巨木は地域のシンボルであり、その大きさに圧倒される。しかし、単に大きさだけに意味があ

るのではない。その存在自体やそこに込められた長い人と自然との関わりあいの歴史に意味があ

る。ところが国内的にも、国際的にも現代社会で大きく進行しているのが都市化である。わが国

のほとんどの地方、地域で居住人口が減少を続け、近い将来には国土管理、自然環境保全上の困

難も懸念されている。 

 

 このような事態において、「全国巨樹・巨木林の会」は巨木を生物文化資源として愛するがゆえ

に、巨木を積極的に守る活動を広め、とりわけ次世代に継承してゆく責務がある。この経団連自

然保護基金支援プロジェクト「奥多摩地域における巨樹・巨木林の保全活用プラン作り活動」で

は、自然環境の保全活動の一つとして次世代への継承を本会の主要な課題と考える。 

 

 

 

 

写真 東京新宿御苑での第 19回フォーラム（２００６年１２月）巨樹見学会の景観 

出所 全国巨樹・巨木林の会のウェブサイト 
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１．奥多摩町とのネットワーク作り：地域と都市間交流 
 

 活動を開始してすぐに、山間奥地の奥多摩町と東京の繁華街（JR 総武線錦糸町）に位置する本

会事務局との大きな地域環境の違いから、奥多摩町と事務局との密な交流、地域情報交換がまず

重要であることを認識した。 

 

巨樹スケッチ会に関して、事務局は町役場、教育委員会を通して、氷川小学校と連絡を取り合

った。氷川小学校では同町日原の平岡忠夫当会元副会長、現名誉会員から巨樹スケッチの指導を

受けていた経緯がある。巨樹スケッチは、現在まで学校行事として続いている。さらに同小学校

のウェブサイトによれば、農林業実習として人工林の間伐、シイタケのコマ打ち、ワサビ田での

苗植え込みなどと、地場産業に結び付いた実習を小学生が受けている。 

 

現地では地域社会を重視した教育に取り組んでいる。農林水産業の作業技術は、土地管理や国

土保全に関連する。あるいは実習を受けたほとんどの小学生も、将来農林業、第一次産業と無関

連かもしれない。しかし、子どものときの経験は一生忘れることはない、と云ってよい。 

 

 

それに対して都市生活を送っている都会人の大半は、農林業を体験することはほとんどない。

都会人の大半は、第一次産業の必要性もあまり認識することなく一生を過ごす可能性が大きい。

誰でも食の安全や、エネルギー問題の安定を希望している。しかしながら、わが国も国際化の奔

流の中にある。わが国の国内では大きく輸入資源に依存して、第一次産業は圧迫を受けたままで

ある。このような状況の中で、国土保全及び自然環境管理の問題を、国民の 8 割を占める都会人

はどのように認識しているのであろうか。氷川小学校のような実習を受けるべきは、奥多摩地区

の小学生ばかりではない。都市に居住している子ども、さらに大人にこそ必要ではないだろうか。 

 

奥多摩町では、全国の地方と同様に深刻な人口減少が続いている。奥多摩駅前の町役場を訪れ

れば、若年者向けの定住応援や子育て支援など人口減防止策のポスターが目に入る。町の人口は

減少を続け、1970年の 11,733人から 2015年の 5,234人になった。この 45年間に半減を超えて、

45％になっている。高齢化の進展も、高齢者の医療福祉対策が行政の重い課題となっている。 

 

 

 

写真 ユニークな環境教育 

出所 氷川小学校ウェブサイト 

    

 

 

 

 

 



１－① 氷川小の児童が描いた三本杉のスケッチ画 

 2017 年 10 月に氷川小の 4 年生と 6 年生が、恒例のスケッチ会で奥氷川神社の三本杉を写生し

た。奥多摩町役場と教育委員会の協力を得て、氷川小の児童が描いた三本杉のスケッチ画が、本

会の GEOC パネルに出品していただいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6 年生 大野雄聖さん 

「三本の巨大な木」 

すみで木目を目立たせたり、木の色を少し変

えた所が工夫した所です。 

 

4 年生 舩越さくらさん 

「生きのびつづけた三本杉」この三本杉はこ

の絵から左のほうにかみなりがおちました。

でも、かいふくして生きのびたすがたを書き

ました。まわりの物、人などで大きさを表し

ました。 

4 年生 島崎竜成さん 

「神社のけいだいにある三本杉」 

どこにある三本杉か分るように神社をかきま

した。 

4 年生 池田うたさん 

「空高くのびる三本杉」 

 三本杉のりんかくをかくのが大変でした。

色も３かいぬり直して木っぽくかきました。

空高くのびる木らしさをだすために山や空を

かきました。 



２．石川・金沢フォーラム 

 

 2017 年 9 月 30 日午後、金沢市の文教会館での巨木を語ろう全国フォーラムにはほぼ 500 名が

参加した。同日午前、同じ会場で全国巨樹・巨木林の会総会が開催された。全国各地から 99 名の

委任状と、実際に集まった会員 85 名とで、総会の議事が審議された。今年度の経団連自然保護基

金支援プロジェクトは総会の場で、経過等を論議され、了承を得た。午後のフォーラムは、県外

参加者 85 名と石川県内の 400 余名とで、ほぼ 500 名のフォーラム参加者で、会場が占められた。

このような盛会は、まさしく「石川県巨樹の会」の努力の成果である。 

 

石川・金沢大会での全国フォーラムは、根曲がり間伐材を自ら加工した 9 台のアルペンホルン

演奏のオープニング・イベントで始まった。基調報告の古池博先生（石川県地域植物研究会会長）

は、演壇にブナの若木を据え、葉や小枝の意味から巨樹へ育っていく姿を示された上で、巨樹と

都市の共生や巨樹の都市計画へのしっかりした組み込みを主張した。パネル・ディスカッション

では、コーディネータの福井県立大学校学長の進士五十八先生がユーモラスにかつ分かりやすく

話題を進めた。 

 

パネラーは、本光章一氏(金沢市緑と花の課課長)、槻健二氏(曹洞宗松月寺住職)、飯田義彦氏(国

連大学サステナビリティ高等研究所)の三氏である。とりわけトチノキの巨木林の分布とトチの実

の伝統的な利用地域の関連性を明らかにした飯田氏は、巨木を愛する人々は年配者が多いようだ

から、このようなトチ、クリ、ブナ、ナラ、カシなど重要な食糧源として人間社会が巨樹を守っ

てきたことを、是非孫世代に伝えるアクティブな活動が必要と結論づけた。このようなパネル・

ディスカッションの提起に対して、当然会場からの積極的な意見表明が呼応した。石川・金沢の

全国フォーラムは、巨樹保全に関して歴史に残る爽やかで、力強いディスカッションを記録した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



３. 巨樹保全：若者との連携：11 月 25 日の巨樹スケッチ会バスツアー 
 

当会の巨樹を守るための地域間交流活動としての実績は、十分に認めることができるかもしれ

ない。確かに本会は巨木を愛する人々の集まりであるから、巨木を守る活動を広めることに努め

てきた。しかし、はたして本会の趣旨を次世代へ継承させていく点でこれまで積極的であったろ

うか。 

 

会員にとって自然環境保全はもともと共有するテーマであるから、次世代への継承は意識され

てきた。例えば昨年 2016 年の第 29 回埼玉・秩父フォーラムでは、巨樹の健康診断を「吉田小学

校の大ケヤキ」を対象としている。昨年 8 月 17 日の診断作業は公開で行い、その説明会には夏休

み中の子どもたち 40 数名、大人 30 名が参加している。 

 

 

写真 上 吉田小学校の大ケヤキの前で、巨樹の健康診断の説明をする樹木医の当会の理事 

出所：秩父市役所ウェブサイト 

写真下左 ツリークライミングによる樹木医の高所での直接診断 担当樹木医は NPO 法人自然

への奉仕者・樹木医協会 出所：秩父市役所ウェブサイト 

写真下右 調査に用いたドローンの説明を受ける小学生 出所：吉田小学校のウェブサイト 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

「全国巨樹・巨木林の会」では、巨樹の魅力を若い世代に伝える企画として、都心で自然環境

保全を学ぶ専門学校学生に、奥多摩町での巨樹スケッチ会を呼びかけた。すぐに20 名もの希望者

が集まり、若い方でも機会さえあれば、巨樹を見てみたいと思う関心の高さを感じました。水彩

画指導は、田中千尋先生にお願いした。理科教育に熱心な田中先生は、屋外でのスケッチを簡便

にするために水を使えない場所でも描ける水筆ペンの発案者でもある。 

  

実施日の2017 年11 月25 日は快晴。活動拠点とした奥多摩ビジターセンターは、奥多摩におけ

る登山、自然、歴史・文化など、多岐にわたる情報を提供している東京都の施設だ。まずは同セ

ンターのラウンジで、田中先生による水彩画指導と参加者の実技練習を1 時間ほど行った。 

 紅葉がすばらしい氷川渓谷での昼食の後、奥多摩ビジターセンターの向かいに鎮座する奥氷川

神社の三本杉をスケッチした。氷川の三本杉は、推定樹齢650 年、樹高50 メートルで、東京都指

定の天然記念物だ。長い歴史をもつ奥多摩町・奥氷川神社で鎌倉時代に神籬（ひもろぎ＊神聖を

保つ囲い）として植えられたといわれ、樹高では都内最大とも言われている。 

 

スケッチの対象となっていたのは三本杉だが、当日はケヤキにも話題が集まった。「ケヤキの

種子は、葉のある小枝についたまま木から落ちる。そのため種子を相当遠く離れたところまで散

 

 

 

写真左上 ビジターセンターで水彩画指導を 写真右上 ビジターセンターで水彩画練習を 

行う田中千尋氏              する TEC 専門学校学生 

 

写真下 奥氷川神社境内で三本杉のスケッチを行う水彩スケッチ会参加者 



布できる。氷川渓谷は温暖なこともあり、ケヤキの巨樹も多い」とは、行きのバスの中での田中

千尋先生のレクチャー。 

 また、奥氷川神社の境内を含む氷川渓谷にはケヤキの種子などを餌とするほ乳類がいる。三本

杉の隣りのスギにはムササビが営巣しており、地面には食痕がある実やフンも落ちていた。 

 

 三本杉のスケッチ終了後は、氷川渓谷の遊歩道を歩きながら、樹木医の染野豊氏（樹木医、全

国巨樹・巨木林の会理事）、中山義治氏（東京環境工科専門学校講師）、奥多摩ビジターセンター

の大野真氏によるていねいな解説を受け、巨樹だけではない奥多摩の自然を満喫した。 

 黄昏時にムササビは境内を滑空する。残念ながらムササビは見ることができませんでしたが、

学生たちは夢中でムササビの食痕がついた実やフンを探した。ちなみに、奥多摩ビジターセンタ

ーでは毎年夏から秋の夕方にムササビ観察会を開催している。 

 巨樹に加え、保護すべき動物が生息していることで、学生たちの奥多摩への印象は一層深くな

った。ガイドウォークは夕方4 時までの１時間で終了し、帰途についた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三本杉のスケッチ終了後は、氷川渓谷の遊歩道を歩きながら、樹木環境工科専門学校講

師）、奥多摩ビジターセンターの大野真氏によるていねいな解説を受け、巨樹だけではない

多摩の自然を満喫した。 



３－① TEC学生らの三本杉の水彩スケッチ画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４. 「巨樹を守る！」GEOCパネル・ディスカッション 
 

 経団連自然保護基金支援プロジェクトを契機に、本年度の活動を見直し、巨樹保全活動を進め

るために国連大学、GEOC（地球環境パートナーシップ・プラザ）で巨樹パネル展示とパネル・

ディスカッションを計画した。パネル展示物は、①奥多摩町立氷川小学校生徒の巨樹スケッチ画、

②平岡忠夫名誉会員の巨樹スケッチ画（倉沢のヒノキ、砂川の大ケヤキ）、③東京環境工科専門学

校学生 20 名の巨樹水彩スケッチ画などである。さらに先の④東日本大震災の被災巨樹や巨樹・巨

木林の全国調査の改訂版パネルを加えることとした。 

 

 GEOC の会場は 50 名前後入ることができるため、同会場でのパネル・ディスカッションが可

能である。テーマはこのプロジェクトの「奥多摩地域における巨樹・巨木林の保全活用プラン作

り活動」を介して、地域間、世代間で情報共有し、連携を目指して、巨樹の保全活用プランの具

体化を一歩前進させることである。森林イラストで評判の林野庁の平野美紗子氏を迎えて、パネ

ル・ディスカッションが 2018 年 2 月 21 日(水)に計画された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 平田美紗子氏（林野庁）プレゼン『樹木漫画「リン子の絵日記」と林業漫画「お山ん画」』  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「巨樹を守る！」パネル・ディスカッション 

                  場所：地球環境パートナーシップ・プラザ GEOC 

期日：2018年２月 21日（水）  13:30～15:30 

会長からの挨拶 

高橋 進 （全国巨樹・巨木林の会 会長） 

 

 フォーラム『巨樹を守る！』は「全国巨樹・巨木林の会」が主催し、経団連自然保護基金のご

支援をいただき、国連大学から地球環境パートナーシップ・プラザをお借りして行われます。

「全国巨樹・巨木林の会」とはどのような目的で、どのような活動をしているかを知っていただ

き、巨樹を守ることに新たな関心を持ち、巨樹を守る仲間が増えることを祈念いたします。 

 

司会の挨拶 

渡辺綱男 （全国巨樹・巨木林の会 理事） 

 

 ３０数年前に環境庁が全国の巨樹・巨木林を調査することとなり、当時環境庁にいた高橋さん

や私たちが担当した調査です。それがきっかけでこの「全国巨樹・巨木林の会」が発足し、現在

事務局に関わっておりまして、めぐり合わせを感じています。 

 

 本日のこの会場は国連大学の一角にある地球環境パートナーシップ・プラザＧＥＯＣといい、

２０年前に環境省と国連大学が環境問題を考える出会いの場を提供し、いろいろな立場の人を結

びつけ、パートナーシップを広げようと始めたものです。後ろのイラスト展示は、本日後ほど講

演していただく林野庁の平田さんが、林業や森林をテーマにしたイラストで、1年ほど展示して

います。初めてこの絵と出会った時、「すごいなあ」と深く感動し、「全国巨樹・巨木林の会」の

活動の場で語りあうときには、是非とも平田さんとともに講演していただき、一緒に考えていき

たいと思い、この会場での開催に至った次第です。 

 

 

４－１「全国巨樹・巨木林の会」の目的及び活動 

  会長 高橋 進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徳島県東みよし町の「賀茂の大クス」 

 

1) なぜ巨樹なのか 

「全国巨樹・巨木林の会」はどんな会か、どんな活動をしているのか、会の設立・経緯につい

てお話しいたします。 

 



巨樹という言葉は日常生活にあまり使われない、馴染みがないという方が多いと思います。一

般的には巨木とか大木という言葉の方が多く使われているかもしれません。 

「巨樹」とは幹周が３m以上ある木といわれているが、定義は本当のところはありません。そ

もそも全国にどんな木があるのかないのか環境庁（当時）もわからない状態でした。木によって

は樹齢数百年経っていても細い樹種もあります。同じ種であっても南北では太さも異なります。 

まず、現状把握として１９８８年に「緑の国勢調査」を行いました。全国の木を一本一本全て

調べることはできないので、パッと見て大きな木を基準として調べました。およそ幹回り３m以

上、直径１m以上の木を調査対象としました。全国で約６万本の木が調査されました。 

巨樹は、たくさんの生物に餌や住処を提供しています。その土地の昔からの自然状態や気候変

動がわかります。生活面では、地域の伝承や信仰対象となっています。大きな木を求めて全国を

巡る人もいます。巨樹は俳句、絵画、写真、パワースポットなどの対象でもあります。巨樹調査

によって、人と自然との関わりを多く知ることができました。 

 

2) 会の設立 

１９８８年に環境庁が巨樹の全国調査を行い、同年「第 1回巨木を語ろう 全国フォーラム」が

兵庫県柏原町の主催で開催されました。その後も毎年地方自治体の協力のもとに全国各地でフォ

ーラムの開催が続いきました。毎年開かれるようになったフォーラムですが、年に１回七夕のよ

うに集まるこのフォーラムだけでなく、巨樹の好きな人の集まりを広げ続けたいという思いで、

中心となる組織として１９９３年に「全国巨樹・巨木林の会」が設立されました。 

第１回フォーラムの会場にあるこの旗を記憶しておいてください。２０１３年には創立２０周

年記念事業が開催され、２０１７年には石川県金沢市で第３０回フォーラムが開催されました。

写真にあるように、第１回で使われた旗が３０年間以上にもわたり引き継がれています。 

3) 会の活動 

「全国巨樹・巨木林の会」では、全国フォーラムの開催候補地を推薦し、開催地の地方自治体

との調整を行っています。情報発信として、会誌発行、講演会開催、巨樹観察会の実施、巨樹カ

レンダーの作成などがあります。情報収集として、巨樹の測定があります。全国から集まった会

員の調査データは、環境省巨樹データーベースに登録されます。 

保全活動としての巨樹の健康診断を実施してきました。第１回目は香川県小豆島の天然記念物

のシンパクについては、私どもの調査が元となって、文科省の補助金で根元を守るための木道建

設を行うことができました。 

 

4) 身近な巨樹と保全 

身近のところでも巨樹の保護や保全活動があります。いろんな効果や問題があります。 

問題の一例として、写真の府中市のケヤキ並木があります。夏の写真ですが、並木道なのに日傘

をさして歩いています。せっかく並木があるのに、隣の敷地（刑務所）にまで枝が張ってしまう

ので、強度に剪定するわけです。それに対し、カナダ・バンクーバーでは枝を剪定せずにそのま

まにしていて、木陰を作っています。交通障害で木や枝を切ってしまう例もあります。 

NIMBY “Not In My Backyard” 直訳すれば「私の家の裏には嫌よ」という意味です。ゴミ

処理施設などの生活への必要性は理解するが、自分のそばは嫌だという一種の利己主義です。 

巨樹の良いところもありますが、巨樹のたくさんの落葉や広い日陰という問題も生じます。地

域全体として、管理や経費負担を少しずつ背負い、みんなで力を合わせて保護することが必要で

す。写真は、茨城県常陸太田市にある小学校の校庭にある端桜（ずいおう）と命名された桜があ

ります。道路拡張問題で伐られる予定になっていましたが、かつて小学校に通っていた地元住民

の反対の声が上がり、この桜の木は残ることができました。徳島県東みよし町の「賀茂の大ク

ス」の場合には、木の側らに竹箒が置いてあって、地元住民が掃除管理しやすいいようになって

います。このように巨樹を守るための協力を、皆さんどうぞ宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 



４－２ 巨樹・巨木林調査とデーターベースのリニューアルについて 

八巻明香（環境省生物多様性センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) はじめに 

本日は巨樹・巨木林の調査について紹介させていただきます。巨樹・巨木林とは、日本の自然

を象徴する存在であって、良好な景観を形成しています。また、野生生物にとっても良好な生息

環境を形成します。巨樹・巨木林の会の皆様や都道府県等の協力を得まして巨樹・巨木林調査が

行われてきました。巨樹・巨木林の多くは、人間もしくは人間が形成してきた地域社会の中で守

られ、保全されてきた点が重要だと思います。巨樹の調査では、対象木として地上１．３ｍのと

ころの周囲が３００ｃｍ以上のものと決めて、調査を始めました。 

 

2)  巨樹・巨木林調査のあゆみ 

巨樹調査の歴史は、１９８８年、今から３０年ほど前に第４回自然環境保全基礎調査、日本全

体の自然環境調査の一部として、第一回目の巨樹・巨木林調査が実施されました。その結果、全

国から 55,800本の巨樹が報告されています。その１０年後に、第６回基礎調査のうちで、巨樹巨

木林のフォローアップ調査が実施されています。第４回自然環境保全基礎調査の対象木や新たな

巨樹について調査しました。それにより新たに 2 万 4 千 6 百本の巨樹が報告されています。ここ

では当会や多くの団体の協力によりました。２００５年度（平成１７年度）以降は市民参加型の

調査に移行して、現在まで調査を継続してきました。平成１７年に約２５００本の巨樹が調査さ

れて、現在約７万本の巨樹についての情報が蓄積されています。こちらの簡単な年表に巨樹・巨

木林調査のあゆみを示しました。上の方に１９８８年の巨樹・巨木林調査を示しました。１９９

９年にフォローアップ調査、２０１３年に環境省から巨樹・巨木林調査データーベースをウェブ

サイト上に公開しました。 

 

3)  奥多摩町日原森林館によるデーターベースの公開 

 ２００５年（平成１７年）には奥多摩町の日原森林館で、第 4 回自然環境保全基礎調査のデー

タが全国巨樹・巨木林調査のデーターベースとして公開を始めています。このまえから日原森林

館ではデーターベースにまとめたていたものを、２００５年に公開を始めました。日原森林館で

は、全国から送られる情報の追加も行ってきました。環境省でも、２０１３年（平成２５年）か

ら巨樹・巨木林調査のデーターベースを公開しています。奥多摩町日原森林館で公開している第

４回、第６回に自然環境基礎調査のデータ７万件の内、環境省のデーターベースでは２万件を公

開してきました。 

 

4) 環境省によるデーターベースのリニューアル 

 ここから今年３月からリニューアルする環境省のデーターベースの宣伝をします。これまで奥

多摩町森林館と環境省が双方で巨樹のデーターベースを公開していましたが、今年３月から環境

省が双方のデーターベースを統合して、全面的にウェブサイトをリニューアルすることになりま

した。巨樹を検索する、報告するという他に、皆さんに楽しんでいただけるようなコラムとイン

タビューとかフォトギャラリーといったコンテンツを設定しました。それから観察コースガイド、

 



こちらは各地の巨樹を紹介しながら、お勧めの観察コースを提案します。ここではいろいろな巨

樹関連の団体の会員さんがコラムで巨樹を紹介しています。  

 

5) 楽しむコンテンツ 

 それでは、今回のリニューアルした環境省の巨樹データーベースを特色づけているムービー、

動画を紹介します。環境省の新しいウェブサイトですと直接見ることができます。ムービーが出

てきました。コンテンツの一つとして巨樹を紹介するなかで、普段は見ることができない、ドロ

ーンを使った空撮映像で、巨樹を感じていただく。こういった角度（樹木の最頂上部、先端部の

さらに上から樹冠全体を見る）で、巨樹を見ることは普通できませんが、このように上から、横

から全体像を見渡すことができます。こういったことで、これまで巨樹に関心の低かった方々に

も興味を持って頂けるコンテンツを、今後一層充実させて参ります。 

 観察コースガイドは、ダウンロードし、印刷して活用していただくものを用意しています。こ

れまでも全国巨樹・巨木林の会をはじめ一般の方々に支えられてここまで育ってきましたが、さ

らに便利なウェブサイトとして発展させていこうと考えておりますので、どうか今後ともご協力

のほど宜しくお願いいたします。 

 

 
４－３ 樹木漫画「リン子の絵日記」と林業漫画「お山ん画」 

平田美紗子（林野図書資料館） 

 
平田美紗子氏のイラスト HP「お山歩雑記」 
http://www.osanpozakki.sakura.ne.jp/  より 
 
1) 報告の目的 
私が現在働いている、林野図書資料館は農林水産省の中にある図書館で、国立図書館の支部で

もあります。林業や森林などに関する専門図書を扱う図書館です。 
 
今日は巨樹・巨木林の会のパネル・ディスカッションですが、なぜ人が巨樹・巨木林に惹かれ

るのかというと、背景に日本人は昔から木と一緒に暮らす生活があったからだと思います。 
現在では、子供たちは木と共にあった文化を知りません。大人でも知らない人が多いのです。

林業についても同じで、学校の先生でも林業を知りません。都会に住んでいる人たちにも林業や
森林について知っていただいて、山の応援団にもなってもらおうというのが、本日私のプレゼン

  

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.osanpozakki.sakura.ne.jp%2F&data=02%7C01%7C%7C9646635c65a34b5c880508d57368f3d0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636541816955504082&sdata=x051erYz5Xv6gw2EH%2F4jlvVATykyvBqHOFw6CPJKrWs%3D&reserved=0


の目的です。図書館の使命には、図書の紹介だけでなく、林業や森林に興味を持ていただき、知
ってもらうこともあります。 
 

2) 「リン子の絵日記」 
私は大人も子供も森林や林業についていろんなことを勉強してほしいと考えて、樹木漫画「リ

ン子の絵日記」と林業漫画「お山ん画」を描きました。樹木漫画「リン子の絵日記」は、主人公
のリン子ちゃんが樹種３０種を取り上げ、日本人と樹木がどのように付き合ってきたかを紹介す
る四コマ漫画です。 
 
① サクラ 
日本人というと、やはりまずサクラです。日本人は春に花を楽しむだけでなく、結納などの際

に桜湯としてサクラの花の味を楽しんできました。お椀の中に浮かぶ塩漬けの八重桜の花をいつ
でも楽しめる。湯呑みの茶托は、桜の樹皮で作ってあります。お菓子の桜餅は、オオシマザクラ
の葉で餅が包んであります。というのはオオシマザクラの葉がちょうど程よい大きさで、他のサ
クラの葉のようにチクチクしないという知識が日本人にはあったからです。サクラは、花、樹
皮、葉を楽しむことができるのです。 
 
② ブナ 
ブナの巨樹は、全国にも多く存在します。ブナは実を多く実らせます。ブナは林の中が暗くて

も、少しの光だけで大きく成長します。昔からブナが育つ地域は、何百年も前から森として続い
てきました。ブナは、木として大きくなるだけでなく、ブナ林として豊かな水源を守ってきまし
た。ブナの材質は、柔らか過ぎて加工しづらい面もありますが、加工技術が進み、最近では家具
や机の天板にしています。 
 
③ ケヤキ 
ケヤキは、まさしく高級材です。昔の大きな旧家の玄関には立派な一枚板のケヤキが使用され

ていました。ケヤキ材は、重さもありますが、和太鼓、臼、大黒柱などに使われる木目が美しい
高価な材でもあります。 
 
④ キリ 
キリは、巨木にはなりませんが、昔から結婚するとキリを植えていた。今でも群馬県では女子

が生まれたらキリを植えて嫁入りの際にタンスなどの嫁入り道具を作ります。リン子ちゃんは小
学校３年生で１０歳。１０年でキリはこの高さ。キリの成長は早いので、２０年位でタンスが作
れるようになります。キリ１本ではタンスを作れないですが、何本も植えてタンスを作ります。 
キリは湿気をこもらせないので、キリの引き出しの中にはカビが生えません。機密性が非常に

高く、洪水でキリのタンスが流れていっても中の着物が濡れていなかったという話しもありま
す。樹木の特質をうまく生活に取り入れた日本の素敵な文化と言うことができます。 
 
樹木についてこういった３０樹種のストーリーを描きました。ストーリーを読んだ後、その樹

種は実際にどこにあるのか、公園か、校庭か、街路か、そこへ実際に行って木に会って欲しいと
思います。 
 
3) 林業漫画「お山ん画」 
林業はもともと循環産業です。今は石油が燃料の中心ですが、化石燃料である石油は一度使っ

てしまえば再生しません。それに対して、林業は５０年サイクルの産業です。一時期木材の利用
は悪いものという考えがありました。しかし、実際には木材は、親から子へ、子から孫へと繋
ぎ、世代を超えて何度も使えるリサイクル可能な資源です。 
 
① 林業現場での装い 
林業の現場では、どんな格好をしているのでしょうか。実は５年間、私は森林官を務めていま

した。林業の現場での本来の姿は、いわゆる地下足袋を履き、腰にナタを下げて山を歩いていま
した。 
 
② 非木材林産物 
実際に日本人は、木材をどう利用してきたのでしょう。６０〜７０年前までは日本人は炭で生

活していました。石油やガソリンが入って来る前までの熱エネルギー資源として、日本人全員が
炭で煮炊きしていました。里山に入ると炭焼き釜の名残を至る所で見かけることができます。他
には、森林の中で育つ美味しいキノコの話やキノコの生態そして春にしか見られない植物の話を
紹介しています。 
 
林野図書資料館は森林や地域の歴史・文化を守り、伝える役割を担っております。多くの方々

に森林・林業・木材産業の魅力を伝えて、皆さんに山の応援団になっていただきたいと願ってお
ります。 
 

 



GEOC職員のコメント 

皆さん今日は。昨年の５月以来平田さんのイラストを展示いたしまして、来場者の方が足を止

めて見ていらっしゃる姿を拝見しております。この会場に環境に関する情報が沢山あるにはある

のですけど、真面目すぎて、堅すぎる情報のある中で、平田さんのイラストはとても親しみやす

く、分かり易いので、足を止めて見入って下さいます。やはり環境の情報を伝えるにも、単に正

しい情報ということだけではなくて、相手に届きやすいやり方、分かり易さ、親しみやすさが重

要だと改めて思いました。ありがとうございました。  

 

渡辺理事 

 ここから後半に入ります。昨年から奥多摩地域で巨樹の保全のあり方を検討するプロジェクト

を始めていた事務局長の松島さんにご報告をお願いします。 

 

 
４－４ 奥多摩地域における巨樹・巨木林の保全活用プラン作り 

松島 昇（全国巨樹・巨木林の会事務局長） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

奥多摩町氷川渓谷の紅葉、黄葉 
 
1) 調査の目的 
平成２９年度経団連自然保護基金の支援を受けた「奥多摩における巨樹・巨木林の保全活用プ

ラン作り活動」というこのプロジェクトで基本問題を整理し、確認することを目的としました。
結論から言えば、地域間〜都市と地方〜のネットワーク、世代間〜シニアと若者もしくは子供〜
のネットワークが編成され、強化されれば良いということが目的です。 
なぜかと言いますと、私は自然環境研究センターの研究員でした。ここ 4年間は、関東地方の

里山地帯で鳥獣害問題を見てきました。里山の管理は、日本の地方の姿を象徴しており、大変劣
化してしまっています。日本では人間が都市に集まり、人口減少する里山はますます利用され
ず、放棄、放置されています。耕作放棄地や放棄された果樹、果実、竹藪などは鳥獣の寝床であ
り、エサとなっています。大半を占める都市の人間は、この厳しい地方の現実を認識する必要が
あります。 
 

2) 巨樹は地方の宝 
今回の活動地域に奥多摩地域を選びました。奥多摩は秩父と境界を接しており、秩父と同様に

石灰岩が多い地域です。ですから大きなセメント工場が奥多摩駅のすぐ後ろにあります。地形は
厳しく、集落といえば急傾斜に張り付いたような状態です。駅と奥多摩ビジターセンターはすぐ
近くです。ただし、奥多摩は都心から JRを 3本乗りついで約 2時間半かかり、決して近いとこ
ろではありません。 
 

① 氷川小のユニークな環境教育 
役場に連絡を取ると、教育委員会と氷川小学校を紹介してくれました。その氷川小学校の HP

を見ると、ユニークな環境教育に取り組んでいることを知りました。スギやヒノキの人工林の徐
間伐、ヤマメの孵化、ワサビの苗植え、シイタケのコマ打ち、夏には渓流の沢登りなどまで実習
しています。先ほど平田さんは「日本人が林業を忘れた」とおっしゃったが、氷川小学校では実
習として実際に小学生が人工林の除間伐に取り組んでいます。それはどうしてかというと、人口
減少、地域経済の後退という厳しい現実に向かい合って生活しているからでこそ、地域の素晴ら
しい地域産業を学ぶ重要性を理解しているのだと思います。 

 



 
② 氷川小の三本杉スケッチ 
奥多摩町といえば、「全国巨樹•巨木林の会」の元副会長の平岡忠夫先生が、ご健在で巨樹のス

ケッチギャラリーを運営し、最近まで氷川小学校や古里小学校で巨樹のスケッチ指導を続けてき
ました。昨年８月、千葉県野田市の長澤さん達のグループが平岡先生を訪問した時のスナップで
す。ギャラリーには国内外の巨樹のスケッチがあります。 
今回の GEOCでのパネル展示のために、スケッチ画をお借りしたいとお願いしたら、平岡先生

ご自身が早速梱包してくださいました。これは氷川小学校 6年生男子の大野さんの奥氷川神社の
迫力ある三本杉のスケッチです。４年生女子の船越さんの描いた生き延び続ける樹齢６５０年の
三本杉は、集落とともにあるたくましい三本杉が描かれています。 
 
③ スケッチ会の実施 
プロジェクトでは、ささやかですが巨樹のスケッチ会を実施しました。役場、教育委員会と協

議して、１１月の週末に実施することとなりました。１１月２５日（土）は素晴らしい紅葉の美
しい日で、東京環境工科専門学校の学生２０名を中心にスケッチ会が実施されました。午前中は
奥多摩ビジターセンターのレクチャールームで、水彩の講義と練習を田中千尋先生の指導で行い
ました。田中先生はお茶の水大付属小学校の熱心な理科教育の教諭で、水筆ペンの発案者でもあ
ります。ビジターセンターと三本杉は、センターの窓から奥氷川神社の三本杉が見えるくらい、
道路 1本隔てた、近距離に位置しています。 
スケッチの後には、氷川渓谷で約 1時間のビジターセンターによるガイドウォークに参加し、

樹林見学ではメンバーの樹木医も解説を行いました。 
 
④ まとめ 
奥多摩の役場、教育委員会、小学校とコンタクトをとることによって、「地方は厳しいけれど

頑張っているんだ」と理解することができました。巨樹を保全していくには、地方と都市に住む
人間のネットワークを編成し、その強化が課題となっていることを実感しました。 
 

 

４－５ 奥多摩ビジターセンターにおけるイベントやガイドウォーク 

大野 真（奥多摩ビジターセンター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奥多摩町の新緑 

 

1) 奥多摩の自然 

１１月に巨樹のスケッチ会が行われた、奥多摩ビジターセンターにおけるイベントやガイドウ

ォークについて話します。 

東京都の最西端にある奥多摩町の面積は２２５㎢、東京都の面積の約十分の一です。奥多摩町

は「巨樹と清流のまち」としてアピールし、巨樹は１，０１７本、日本で最も巨樹が多い町の一

つといわれています。奥多摩の地形は雨や風の侵食によって急峻な地形となり、石灰岩やチャー

トと呼ばれる硬い岩石が侵食を受けないため、独特な景観が見られます。石灰岩は炭酸カルシウ

 



ムを主成分とし、雨水で溶ける事が特徴となります。写真は日原にある稲村岩です。こんもりと

丸い独特の景観を作り、日原でも目立つ存在です。 

独特の景観をつくるもう一つの岩石はチャートです。二酸化ケイ素を主成分とする岩石で、非

常に硬いのが特徴となります。こちらの写真は奥多摩ビジターセンター北側にある梵天岩。硬い

ため削られにくく、尖った形になることが多く、この岩もゴツゴツと角張っています。写真は鳩

ノ巣渓谷。滝の多くはチャートでつくられています。左は海沢大滝で三つの滝が見られます。右

が百尋ノ滝で、共にチャートでつくられています。 

奥多摩湖は自然ではなく人工的なダム湖で、昔東京都が水道事業で建設した人造湖です。湖に

は「麦山の浮橋」と呼ばれる浮橋がかけられており、観光スポットとなっています。 

東京の屋根とも呼ばれる東京都の最高峰は２，０１７ｍの雲取山です。雲取山の山頂には避難

小屋があり、標高に因んで昨年２０１７年に記念碑が建てられています。奥多摩三山として大岳

山、御前山、三頭山があり、その他に鷹ノ巣山や川苔山など非常に多くの山があります。 

 

2) 奥多摩ビジターセンターについて 

ビジターセンターとは、簡単に言えば、自然公園において、その自然や人文などについて情報

を展示・解説し、公園の利用案内について伝える施設のことです。奥多摩ビジターセンターは、

都心から電車で 2時間以上かかります。奥多摩駅からも近い町中にあるので、ガイドウォークに

は近くの氷川渓谷などへ出かけます。 

館内の１階には施設展示、クラフト展示、登山練習スペース、登山に必要な物の展示をしてお

ります。２階には奥多摩の自然を紹介する展示です。奥多摩で見られる動物、カモシカやシカな

どのはく製が置いてあります。地形や地質を紹介する展示もあり、その奥にはスケッチ会で使用

したレクチャールームなどがあります。 

最新の自然情報を発信する配布物には、ハイキングマップ、機関紙“あびえす”、“奥多摩を

歩こう”がります。業務内容として、窓口や電話での情報提供、館内利用者への解説、自然教室

の開催、団体の受け入れがあります。自然教室は 3つのテーマで毎年約１０回実施されていま

す。安全登山啓発を目的とした奥多摩登山塾、奥多摩の自然をテーマにした自然観察、地域の歴

史文化を肌で感じるイベントや例えばワサビ田実習などもあります。 

 

3) ガイドウォーク 

多摩川と日原川が合流する地点の氷川渓谷で自然豊かな風景を満喫することができます。今年

２月に撮影した写真ですが、雪が降れば光景は瞬く間に雪国となります。氷川渓谷に住むムササ

ビをテーマにガイドツアーでは、ムササビの痕跡を探し、巣や糞や季節ごとに変化する葉や花を

かじった食痕などを紹介します。奥氷川神社では巣穴からムササビが顔を出す姿が見られること

があります。 

奥多摩ビジターセンターは、奥多摩の入口に位置し、奥多摩の自然を伝える施設で、自然に関

する情報を提供し、より多くの方に体験していただくようにイベントを企画しています。近くへ

お越しの際はぜひ奥多摩ビジターセンターにお立ち寄りください。お待ちしています。 

 

奥氷川神社に生息する 

ムササビと杉の巣穴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



４－６ 巨樹の守り方について 

中山 義治（東京環境工科専門学校 講師） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋久島 縄文杉 

 

1) 初めて出会った巨樹～縄文杉（屋久島） 

中山です。もとは林野庁の OBですけど、縁ありまして東京環境工科専門学校で森林科学を担当

しております。巨樹体験を３つの時期に区切ってお話させていただきます。 

 まず、古い、お恥ずかしい写真を提示させていただきます。巨樹というと縄文杉が最も有名で

す。ベルギーの植物園の園長さんが、屋久島に行きたい、屋久島にいって植物を観察したい、と

いう要望がありました。そのとき大学の先生が、学生の私に、案内してこいと園長夫妻に同行を

命じました。ここに写真があります。ご婦人が一人頭抱えて座っています。頭抱えているのは、

巨樹を崇めるのは日本人だけではなく、世界各国共通のことではないかと感じました。まずこの

ことを皆さんにお伝えしたい。縄文杉についてはご存知の通りです。1966年発見されました。こ

の写真は発見当時のカラー写真。私の写真は 1970年のモノクロ写真。推定樹齢 2000年から 7000

年。同位炭素の分解速度で調べると 2000年ぐらい。屋久島国有林の中にある。屋久島は非常に雨

が多くて、地形が急峻、花崗岩中心ということで土質が非常に痩せている。それから雨が沢山降

りますので、落葉が分解しても養分が流れてしまう。そのようなところで、いろいろな微生物と

共生して屋久杉は育っています。その後屋久杉が急に有名になりまして、見学者が急増して、根

元の踏圧が高まりました。屋久杉の根元のところを登山道が通るようになり、結果的に登山者の

踏圧が高まって、根が傷むという、悪い影響が出ました。 

 冒頭に恥ずかしい写真と言いましたのは、踏圧の問題など全く考えもしないで、根元に座って

写真などをとっている、という意味なのです。その後登山者が踏みつけないように土嚢を根元置

きます。踏圧その他の影響を避けるように対処しました。さらに展望デッキを設置して、見学者

が近づけないようにしています。1993年世界自然遺産に登録されて、地元では世界遺産による観

光開発で、地域興しに弾みがついたわけです。 

 

2) 山高神代桜（山梨県北斗市武川町） 

 二つ目は 10年前で、私が日本緑化センターに移ってからのことです。6年間樹木医を養成する

仕ことについていました。その縁であちこちの巨樹を見て回るチャンスがありました。写真は山

高神代桜で、品種はエドヒガンザクラです。ソメイヨシノはオオシマザクラとこのエドヒガンザ

クラをかけ合わせて作られたものです。この巨木が武川町の実相寺というところにあります。こ

 



の写真は明治 40 年のものですが、樹勢が大変盛んです。大正 11 年に巨樹として国指定の天然記

念物第 1 号となりました。しかし、どういう理由かわかりませんけどその後かなり弱っちゃいま

して、樹木医の皆さんか 2003年から土壌改良を進めまし 

た。また踏圧を避けるために防護柵を作って保護しています。結果的にひどい姿になっています

が、なんとか毎年元気に花を咲かせています。 

 

3) 巨樹を守るために 

私の体験でいえば、このような人々の踏み込みを規制することは、巨樹の保全のために大切な

ことだと思います。巨樹を守るためにと大きなタイトルをつけました。巨樹とは何で巨樹なのか？

光合成をしながら自分で有機物を作って、そして形成層という組織で、内側に木材を、外側に樹

皮を作る。草は肥大成長をできないが、樹木は肥大成長をします。同時に根の維管束から水分を

全身に篩管で運びます。導管、仮道管といったもので水を配ります。また樹木は心材にリグニン

を蓄えます。木材腐朽菌とか、マツノザイセンチュウいう木材を痛めつける菌がありますが、リ

グニンはそういったものに抵抗するため投下します。菌根菌は、菌と共生しながらカルシウムと

かリンとかの栄養分をもらって、光合成で作った養分を菌に与えながら巨樹を支えています。樹

木は、移動できないとか、意思表示の言葉など使えません。そのために様々な対抗措置をもって

います。一般の多くの方々はこのようなメカニズムを知りませんから、さらに知識を広める必要

があると思います。 

 今日は東京環境工科専門学校の生徒さんが来ていますので、スケッチ会の話しは割愛します。

氷川でのスケッチ会は大変有意義な会でした。私と巨樹を結びつける、一つの切掛けとなったと

思います。 

 最後に東京環境工科専門学校の紹介をさせていただきます。自然環境と野生動物保護に関わる

知識・技術を身につける専門学校ということで、非常に実践に力を入れています。自然環境保護

のスペシャリストをつくるということで活動しております。関東地区の専門学校では唯一樹木医

補を養成する役割もあります。ありがとうございました。 

 

４－７．会場からの意見など 

 

 

 

 

上段 展示パネルの前で司会をする渡辺綱男理事 中段左 会場 中段右 コメントする国連

大学職員 下段左 パネリスト達 下段右 スケッチ会に参加した専門学校生先輩コメント 

 



 

渡辺理事 

 中山さんありがとうございました。6 人の方々から発表いただきました。中山先生からご報告

ありましたように、東京環境工科専門学校の学生を中心にスケッチ会が行われました。 

先ほどのスケッチ会に参加した学生さんは何人この会場にいますか？3 人。それでは 3 人の学生

さん、手を上げて下さい。巨樹をスケッチ会で描いてもらったのですけど、感想を一人ずつ報告

して下さい。 

 

平原昂汰氏（東京環境工科専門学校の学生） 

皆さん、今日は。私は 1年生の平原といいます。感想は、スケッチの時間は 1時間 30分で、確

かに集中して描きましたが、ハガキの大きさの絵でも時間が足りなくて、難しかったと思いまし

た。 

 

湯浅崇大氏（東京環境工科専門学校の学生） 

2年の湯浅といいます。私自身は林業に興味があって、将来仕事も林業分野に進みます。このス

ケッチ会に参加した切掛けは奥多摩への関心と、単純に木を描いてみたいというシンプルな気持

ちでした。田中千尋先生のお話を聞いて、特に印象に残っているのは、ハガキサイズの用紙でも、

鉛筆で横に一本線を引けば、それで９割スケッチできている。後、色とか形は自由に描けばいい。

私も 100 点満点をもらいました。スケッチは取りつきやすいものだという印象です。また、この

3月個人的に奥多摩に行く機会があります。そこで自然観察など堪能したいと思っています。 

 

石綿将伍氏（東京環境工科専門学校の学生） 

1 年生の石綿です。田中千尋先生が考案された水彩水筆ペンが、思った以上に水彩画が描ける

ということです。頂いた水彩水筆ペンセットは今でも活用しています。お話の中で疑問に思った

のは、最後に奥多摩で見たタブノキ（古里附きのイヌグス）は、巨樹でも枯死寸前のような弱り

切った巨樹で、とてもパワーをもらう気持ちにはなりませんでした。中山先生の最初のお話しに

あった、縄文杉を訪ねるベルギーの植物園園長のような気持ちになれませんでした。エネルギー

に溢れる縄文杉のような木なら抱きつきたい気持ちも理解できますが、古里附きのイヌグス（タ

ブノキ）ではそんな気になりませんでした。この疑問にお答え下さる方がいれば嬉しいです。 

 

中山 先生 

 私なりの意見を述べてみたいと思います。縄文杉に抱きつき、その場に長い間座り込むという

ことと、相手の状況、状態によっては、そのような気持ちにはなれないということは、人間も木

と同様に生命を持っていますので、相手の状況によって対応が変わってくるのだと思います。石

渡君からご紹介がありましたように、瀕死のタブノキに抱きつく気持ちにはなれない。むしろそ

んな木に対しては、どんな措置をとったら良いかを、みんなで考えるべきなのでしょう。 

 

渡辺理事 

 ３人の方以外にスケッチ会には参加していないのだけど、専門学校の卒業生、先輩の吉村さん

一言お願いします。 

 

吉村翔太氏（東京環境工科専門学校卒業生） 

昨年、東京環境工科専門学校を卒業した吉村翔太と申します。僕は今、練馬区で、環境教育の

仕事をしています。練馬区には至る所に練馬の名木があります。神社とか公園に巨樹の看板が出

ています。それで環境教育の仕事で巨樹を活かせないかを考えました。今日いろいろ有益な巨樹

のプレゼンをうかがって、巨木の守り方とか、活かし方をお聞きして、仕事に使えそうだなと感

じました。練馬の子ども達に、いろいろ巨木の話しを伝えていきたいなと思っています。 

 

渡辺理事： 

 専門学校の名誉校長は C.W.ニコルさんです。アファンの森という長野県黒姫の森を運営してお

り、この学校に入学する学生の最初の実習は、そこで学生にブルーシート１枚を渡して、一晩過

ごせという課題が与えられると聞いております。これは現場重視の活動が教育目的だからです。

ズーと今まで続いているのですか？ 



残った時間で、巨樹、森林、山などにもっともっと関心をもってもらうために、いろいろ考え

ていきたいのですが、会場から質問を受けて、その後で 6 人のパネリストから最後のコメントを

頂きます。 

 

平原氏： 

 中山先生のお話の中で、昔縄文杉の根元に座り込んでしまったのは良くなかったとおしゃいま

した。この根元に踏圧をかけてはいけないと考えるようになったのは何時頃からですか？ 

 

中山先生 

 実に痛いところを質問されてしまいました。私たちは生け垣として木を植えたり、神社のご神

木として木を植えたりしてきました。日常の中で、木に親しむ生活をしてきた。木の中には根っ

こを踏まれただけで、致命的な損傷となってしまうケースもあります。木の条件、生育状況など

によっては対応を考えていくことが大切ではないでしょうか？そんなことが何時から意識される

ようになったかと言うと、恐らく私が縄文杉の根元に座り込んでいた時代があったように、そう

いう時代がけっこう続いていたと思います。平成 3 年に樹木医育成が始まって、その樹木医さん

たちの行動として、やはり木は大切にしなければいけないもの、神経使わなければいけないこと

が理解されるようになってきました。それで、こういうことも広がっていったのだと思います。

平成 3年（1991年）というと 30年近くとなりますか？ 

 

渡辺理事 

 全国に樹木医は何人いますか？ 

 

中山先生 

 現在２千数百人です。幸丸校長の大学の同期生に鈴木和夫先生という方がいらっしゃいますが、

鈴木先生は樹木医の研究が私のライフワークという方ですが、樹木医審査委員会の委員長をやっ

ています。旧市町村の数が当面の目標で、そこまでは育てたいと言っています。日本に 3300人ぐ

らい必要かなと言っています。しかし、樹木医の分布は地域差が大きく、東京、名古屋、福岡と

いった大都市に資格をとった樹木医はたくさんいる。その一方で市町村によっては 1 人もいない

ところが沢山あります。 

 

森口氏（国連大学）： 

国連大学に勤務している森口と申します。巨樹といえば、私は熱海の来宮神社の大楠を拝見し

たことがあります。当時本日のお話しを聞いていたらもう少し、違った印象やらいろいろ感じる

ことがあったのかも知れません。そのように、より多くの方に今日のお話を聞いていただきたい、

知っていただきたいと思いました。熱海に行ったのは温泉が目的でしたので、観光、ツーリズム、

キャンプ、温泉などとの関連性の中で、森林や巨樹のご紹介をいただいたら、もっと関心を持て

るでしょう。今パワースポットへの関心が高まっております。なぜ巨樹がパワースポットなのか、

その背景のご紹介、奥多摩でされているような、ガイドウォークなどのチャンスがありましたら

ツーリストのニーズに合致したものになるのではないでしょうか？ネット上に豊富な情報があり

ます。外国人旅行者などトリッパー等を駆使しておりますから、その方面まで情報発信して下さ

るとさらに期待が高まるかと思います。ありがとうございました。 

 

渡辺理事 

 たくさんの人が入ってくると，自然にテンションが高まってきます。その入り口をどのように

作っていくかと言うことが大事だということを感じました。 

 

伊東光子氏（東京都世田谷区） 

 世田谷の伊東と申します。巨樹の会に入れて頂いて長いのですけど、パンフというか、機関誌

を読んで楽しませていただくばかりで今日まできました。たまたまお電話を頂いて、今日参加し

たのですけど、すごく今日来て良かったと思います。世田谷区のほうでも「世田谷の名木百選」

というパンフを出しています。それを見まして、全地区を丁寧に調査しているわけではないよう

ですが、それでもこのようなマップが作られていることは素晴らしいと思います。私は地元で町

作りの会に参加しております。私の地域でいい木だなと思う物はだいたい地主さんがいて屋敷林



のケヤキが多いのです。それがここ 10 年間の内に代替わりが進んで、次々に伐採されています。

非常に残念だし、何とかできないものかと思っております。奥多摩まで行かなくても、地元に良

い木があるので、地元の子どもたちにもっと体験して、よく見てもらいたい。見せたいと思って

います。本当に残すということは難しいことで、町作りの最大の課題かなと思っております。あ

りがとうございました。 

 

渡辺理事 

 いろいろな場面で大切にされてきた木が伐られてしまうことも多いかと思います。 

 

本間敏文氏（埼玉県志木市） 

 埼玉の本間です。今日はどうもありがとうございました。特に今日の一番のポイントである奥

多摩プロジェクトのことをもっと伺いたかった。大変素晴らしいプロジェクトだったと思います。

私も巨樹にかかわって、まだ 10年足らずですが、今一番感じているのはどうしても巨樹の会員仲

間だけの内部の活動に終始してしまいがちです。どうしても活動に広がりがありません。これは

まずいと言うことで 2 年前から一般の方も集めて、巨樹の良さをもっとピーアールしようかと思

っています。ふつうの自然観察のリーダーもやっておりまして、たまたま新宿御苑、小石川植物

園、本数はそれほどないのですけど日比谷公園などに巨樹があります。ここで観察会をやってお

ります。しかし、自然観察に敢えて巨樹を加えました。参加される方は一般で、昆虫、鳥、草花が

好きな方で、巨樹への認識はほとんどなく、大きな木があるなというくらいの認識でしたが、具

体的に巨樹の話しをすると、乗ってきて、改めて巨樹の素晴らしを知ってもらう。そのように今

まで巨樹に関わっていなかった一般の人に如何に広めていくかが大事だと思います。 

 先ほど世代間ネットワークという話しがでました。やはり小さい子ども、特に小石川植物園は

巨樹が多いところですが、小学校２，３年生、彼らは大きい木だなあ、で終わっています。ただ

子ども達へ分かり易く巨樹を話してみると認識が変わります。 

 先ほど世田谷のお話しがありましたが、私は埼玉県の志木市におりますが、環境市民会議の実

行委員メンバーとなっております。志木市は本当に小さな街ですけど、よく調査してみると 30本

以上の巨樹があります。行政を使うということで、市も住民も一緒にやろうよということから、

一般市民を含めてもっと巨樹の良さをアピールすれば、ネットワークの広がりができるのではな

いか、と思っています。ありがとうございました。 

 

渡辺理事 

 子どもたちも含めた活動ができれば、活動の輪も広がる。そのためにも市民、行政を巻き込ん

で巨樹保護、巨樹の良さをアピールしていく。 

 

奥山久雄氏（埼玉県越谷市） 

 先ほど世田谷区の方からケヤキの伐採という話しが出ておりました。群馬県富岡市に勅使河原

製材という会社がありまして、15年位前工場を訪問したときはケヤキの巨木が、学校のグランド

ぐらいのところに山積みされていました。工場自体も体育館のように大きく、職人さんも 10人の

余おりました。しかし、年々ケヤキの需要が減ってきました、ついに 18年だったかな、廃業にな

りまして抱えケヤキを 2 足 3 文で叩き売りました。ケヤキを木材として使うのは神社仏閣で、寺

は改装一巡してしまい需要がない。大きな神社は使いますが、町場の小さな神社はとてもケヤキ

なんか使用できない。それでケヤキ屋さんは廃業になりました。非常に残念な結果です。 

 

Ⅷ おわりにーパネリストからの一言 

 

渡辺理事 

 とても力が沸いてくるお話しをありがとうございました。それではパネリストの皆さんに言い

残したことなど少しずつお願いします。 

 

①中山義治氏  

 実は群馬県に孫がおりまして、今日は平田さんが描いた絵の本が 4 月に出版されると聞きまし

たので、まず我が孫に読ませたい。森林、林業の大切さを知らせたいと思っております。スケッ

チ会の参加が、こういった会で皆さんと知り合いになる。このようなささやかな会を方々で開き



たい。身近な活動を積み上げて、広がりを求めていきたいと思います。宜しくお願いいたします。 

 

②大野真氏 

 実際に私がガイドウォークをしたときに、私は学生に、スケッチ会がどんな状況だったのか、

東京環境工科の学生に感想を聞きました。巨樹をスケッチするだけで、沢山の感想を得ることが

できるのが、私の新たな発見でした。氷川渓谷には奥氷川神社に三本杉と呼ばれる大きな杉の木

があるのですけれども、地元の人はそれほど関心がありません。ここには凄い木があるんだよ、

ということを外部の方から聞いて、奥多摩町には魅力的なものがあるんだということを、私も紹

介していけば良いのかなと思っています。これからは巨樹のファンとして私も町の方々に紹介し

ていこうと思います。今日は、ありがとうございました。 

 

③松島昇氏 

 私は自然研の研究員だったから、メインの仕事は環境省のものでした。ただし、海外林業とい

う分野の仕事も多かったので、林野庁の仕事も相当従事しておりました。できましたら林野庁と

環境省がもっと密接に連携して、国内の里山の管理を進めて欲しいと願っています。除間伐の体

験、経験を都会の人たちもするべきだと思います。拡大造林のためにスギ、ヒノキなどをあんな

に植えてしまいました。しかし、あの時代に日本はどんな選択ができたのでしょうか？あの時代

木材や油などその他の資源を輸入できる経済力は、とても当時の日本にはありませんでした。拡

大造林は生態学的にはバツです。しかし、経済的にはヤムを得なかったのだと思います。だから

平田さんの山の応援団に、皆さん参加しましょう。 

 

④平田美紗子氏 

 会場の 4 名の方のお話しを伺って、都会の中でも緑の保護、巨樹を守る活動ができることを知

りました。都会の中にも山の応援団の方がいることを知り嬉しく思いました。ネットワークを作

って広めて、子ども達への森林環境教育を進める。ここの会に参加されている方々の中だけで頑

張っているだけではしょうがないという側面もありますから、外へ働きかける活動が必要です。

森の整備には次世代も担うわけですから、次の世代の人たちが木の価値を理解していなければ、

伐採してしまいます。それでは、育ててきたことが無に帰してしまい、またゼロからのスタート

になってしまいます。林業、森林には長期的な循環が持続していかなければなりません。グルグ

ルと回り続けなければ意味がありません。それを支える人の輪、人間のネットワークを作ること

が今後益々大切になっていくと思いました。小学校で活動している方、是非私の漫画も活用して

下さい。協力させていただきます。お山ん画を使ってみようという方は林野庁図書資料館の HPに

公表しておりますので、ダウンロードして、ご利用下さい。綺麗なデータを欲しい方は、ご連絡

いただければお送りいたします。是非とも山の応援団の武器として使っていただきたいと思いま

す。ありがとうございました。 

 

⑤八巻明香氏 

 巨樹の情報収集している立場からすると、やはり沢山の人に利用して頂きたい。巨樹の良さと

か素晴らしさを知って頂けるように、データを整理することが重要です。私も巨樹の担当になっ

てから、巨樹が気になりまして、つい町中で巨樹を見ると、この木は環境省のデーターベースに

記載されていないと思ったりします。皆さんとの繋がりからどんどん巨樹のデータを増やしてい

ただいて、より多くの人が巨樹の魅力を知る切掛けとなるべくデータの充実に励んで参ります。 

 

⑥高橋進会長 

 本日は会場の皆様、GEOCの皆様大変ありがとうございました。お話しを伺っていまして、大い

に私自身の参考になりました。私の最後のスライドで巨樹の保全を取り上げました。知らない内

に巨樹が消えていくということが、各地で随分あるのですね。問題は、巨樹の良さに関心が無い

ために、伐られてしまう。巨樹への関心が高まれば、伐られそうな巨樹の伐採を止める力になり

ます。ご紹介した茨城県の小学校の校庭の桜ですね、道路の拡張問題で桜が伐られるというとき、

小学校の桜を見てきた親子代々の人たちが桜の木を守ろうと動きました。 

巨樹は決して年寄りだけのものではなく、パワースポットなどから若い人にも巨樹が人気のあ

ることを知りました。巨樹に触ったり、抱きついたりすることと、縄文杉のケースのように、人

気が高まり過ぎて、巨樹への踏圧を考えなければならない場合もあります。沢山の人が行けば踏



圧は問題ですから、防護柵や根元の土壌改良などの対策も必要となります。一般に川には自浄作

用がありますが、程度を超せば、対策が必要となることと同じです。できれば巨樹への関心が持

てるように、十分触ってもらいたいものです。いずれにしても、巨樹へ多くの人が関心を持つべ

く努めていければと思います。 

 私は大学で、教員の環境教育にも従事しておりますが、若い人は木の知識がなく、関心も低く、

興味を持てない人が多い状況です。学校教員にしても、教員自身が木を知りませんから、子ども

に木を教えることができません。しかし、逆に木は自然環境のシンボルですから、樹木の知識が

高まれば、木を通じてさらに自然環境の理解も進みます。木を、巨樹を大事にすることに、巨樹

を通じて環境を保全することに、全国巨樹・巨木林の会が少しでもお役に立つように努めたいと

考えています。 

 

渡辺理事 

 高橋会長の話にもありました、苦しかったとき巨樹から勇気をもらったとか、巨樹は時間をか

けて、長い時間の中で沢山の人と繋がってきました。人と木の長い交流が巨樹を育んできました。

このような側面を地域の人々が理解して、協力して地域の自然環境資源を守っていくことはつく

づく大事だなあと思いました。 

皆さんにお配りしたグリーンレターという冊子、これは富士フイルムが 30年前に富士フィルム

グリーンファンドという基金を作って、全国の自然環境保全活動に従事する市民グループを応援

する助成金を支給しています。このファンドで作った冊子ですので、お時間のあるとき読んでい

ただきたいと思います。平田さんも、お話になったそれぞれの地域の自然と結びついた木の文化

を、地域全体で見つめ直して、それを地域の将来に生かしていこうという取り組みをしている事

例を紹介しています。 

本日ご参加の皆様の多くは、全国巨樹・巨木林の会の会員ですけれど、そうでない方は奮って

本会にご参加のほど何卒宜しくお願いします。このような巨樹を愛する人々の会があることを、

それぞれのチャンネルから発信して、ネットワークを拡大して、応援の輪を広げ、応援団が広が

ることで、会長の話にありました、枝を伸び伸びと張る巨樹が日本各地に増えるよう皆さんと一

緒に取り組んでいければ、と思います。 

 最後に、本日ご発表いただいた 6 名のパネリストに、会場の皆さんからもう一度盛大な拍手を

お願いいたします。最後まで熱心にご参加いただきましてありがとうございました。(以上) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おわりに 
 

 今回のパネル・ディスカッションは、渡辺理事が林野庁平田美紗子氏の森林林業イラストを、

国連大学 GEOC で見たときの感動がきっかけである。高橋進会長をはじめ 6 名のパネリストのプ

レゼンは各 10 分間と短いながらも、それぞれに木の文化から巨樹を守ることに関わって、参加者

にアピールした。会場からは、巨樹を地域の宝としてツーリズムへの展開の提起、子どもに示す

ため街中に巨樹を残す町作り、子どもたちの自然観察会に巨樹を加える試み、小学校で校庭のド

ングリを教材に樹木生態の環境講習を主催するなどと、様々な保全活動を工夫し、努力する会員

自らの声が続いた。 

 

 全国巨樹・巨木林の会の会員活動は、観察会に参加するメンバーから、植物・樹木学を勉強す

るもの、積極的に地域の自然環境保全活動に参加し、子どもや若者へと次世代へ森林環境の保全

整備を指導するものとそれぞれである。個々さまざまの状態をまず会員相互に認める。その上で

会員に啓発するものがあれば、さらに良い。その意味で、参加者の活動から得た様々で、積極的

な意見が出ることによって、「巨樹を守る」パネル・ディスカッションは終了することができた。 

 

 巨樹・巨木林を介して、会員相互に地域的、世代間のネットワークを高めあっていければ本会

としての目的は達することができる。この経団連自然保護基金によるプロジェクトの助けを受け、

本会の課題と方向は整理することができた。関係各位に心から感謝を申し上げます。 

 

以上 

 


