が、土地本来の樹種であるタブノキ、シラカシなどの常緑広葉樹は深根性・直根性の根
によって津波が来ても倒されていない。
緑の防波堤構想の方法は宮脇先生が既に４０年以上前から指導実施してきた方法（ふる
さとの森づくり）であり、長野オリンピック施設など多くの実績がある。
関東大震災や阪神淡路大地震時に常緑広葉樹の森が多くの命を救った事例を紹介。
本物の森が持つ防災上、地球環境保全上など多くの効果に言及。
本物の森の再生を意味するふるさとの森づくりの実例を多数紹介。

パネルディスカッション
パネルディスカッション
コーディネーター： 斗ケ沢秀俊氏 毎日新聞社水と緑の地球環境本部長
パネリスト： 宮脇昭氏（横浜国立大学名誉教授、（財）IGES 国際生態学センター長）
阿部守一氏 （長野県知事）
塚田佐氏 （長野冬季オリンピック招致・開催時長野市長）
城土裕氏 （林野庁中部森林管理局長）
柳沢京子氏 （きりえ作家、NPO 法人いのちと平和の森代表理事）
【ディスカッション概要】
・塚田、城土、柳沢３氏がそれぞれ森づくりについての見解を８～10 分ずつパワーポイ
ントを使って解説後、斗ケ沢コーディネーターの司会でディスカッションに入り、次の
内容の議論がされました。
▼長野冬季オリンピックに向けて、市民と行政が一体となって宮脇昭先生の提唱されて
いるふるさとの森づくりを積極的に推進した。その結果長野市の緑は大きく増加し、オ
リンピックの効果の一つと言われるようになった。一部に間伐をやりすぎて当初描いた
自然の森の姿とかけ離れてしまった場所もあり、正しい管理のあり方を促す必要がある。
最近は森をつくる努力が低迷しているが、やはり子孫のために木を植えなければいけな
い。
▼日本は戦後スギ、ヒノキ、カラマツなどの針葉樹を植え付け建築用材の生産を最重点
に進めてきた。近年は広葉樹の森づくりも取り入れるようになってきた。鎮守の森の再
生も大切だが適材的木、建築用材生産も同様に大切である。針葉樹も一時は外材に押さ
れて振るわなかったが、最近生産国の規制も厳しくなり国産材の値段も持ちなおしてき
つつある。
▼多くの樹種からなる森には人心を癒す力がある。森を経済的な面だけで見るのでなく、
その多様な効果にもっと眼を向けるべきだ。明日を担う子供たちにはもっと木や森に接
する機会を作るべきだ。長野県に宮脇方式の森をもっと増やしてゆくべきだ。
▼バイオマス利用で温暖化に少しでも貢献すべきである。薪ストーブをもっと見なおし
て長野県は豊かな森林資源を利用した薪ストーブの普及を推進すべきである。
▼市街地の中にもっと緑を
増やすべきだが、そのため
には市民の関心を高め意識
を変えてゆく必要がある。
継続は力であり、たゆまぬ
努力を継続する必要がある。
森づくりは息の長い事業で
ある。長野県は森づくりの
リーダーとして日本をそし
て世界を牽引してゆきたい。
▼会場から寄せられた質問
に各パネリストが回答した。
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長野オリンピックの森現地見学会
長野オリンピックのために植えられた 45 万本の苗木が今どのように育っているか。市
民 60 人が参加し、バスで５カ所の植栽現場を訪問。宮脇昭先生からそれぞれの現場で状
況の解説をいただきました。
日時： 8 月 15 日（月） 9 時 00 分～12 時 00 分
見学場所： ①エムウェーブ、②地附山、③ボブスレーリュージュ会場、
④飯綱スキー場１、⑤飯綱スキー場 2
配布資料： 事前に見学地点 5 カ所の調査を実施し、概要、樹林生育状況の検証。方形
区（5m×5m の正方形の代
表区域）を設定し CO2 固定
量を計測すると共に、森の
状況を総括しその結果を取
りまとめた。
①エムウェーブ
現地の状況=写真㊨
植栽後 15 年経過。強い間伐が行われ、
2.5ｍ以下の枝も全て切断。植栽 9 樹
種の内 3 種のみ残存。 生育状況点
数 26 点。CO2 固定量：392kg/方形
区
参加者の感想
・緑の壁であるべきふるさとの森が惨めに間伐されている。地面はカチカチで貧弱だ。
防災には役立たないだろう。誰がなぜ間伐したのか。
・里山のような（強間伐）管理は防犯上の意図からと思うがいのちの森づくりの趣旨
とは異なる。
・綺麗な手入れで良いと感じたが、植樹の目的を考えると（間伐は）間違っていると
思う。間伐のための費用は無駄。当初の自然の森再生の意図がその後の管理で伝わ
っていないのが残念。これから間伐やめて森の復元を願う。
②地附山
現地の状況＝写真㊨
現地の状況＝写真㊨
植栽後 8～20 年経過（調査地点は 17 年経過地点）。間伐・剪定等人為的な作為はほ
とんどない状態が維持されている。方形区内に枯死木 9 本あったが自然淘汰による。
植栽樹種 10 種は全て残存。生育状況点数 83 点。CO2 固定量 1114kg/方形区。
参加者の感想
・林内の地面には枯葉や枯枝が積りフ
カフカで微生物や小さな生き物がた
くさんいる感じ。落ち葉の上を歩く
と気持ちよく癒される。このような
自然の森がたくさんできると素晴ら
しい。
・自然な感じで一本一本の木々が生き
ており、本物の森が育っていると感
じる。
・人が植えたものとは思えぬ自然の光
景、本物の森が育っている状況に感
動。自然淘汰による再生システムが
＜長野オリンピックの森現地見学会
＜長野オリンピックの森現地見学会＞
現地見学会＞
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全域に見られ、自然の力強さを感じる。
・前の場所（エムウェーブ）と比べるとなるべく間伐をしないほうがよいことがわか
る。間伐せずに育った森を初めて見て宮脇先生の方式が理にかなっていることを実
感できた。
③ボブスレーリュージュ
現地の状況=写真㊨
植栽後 15～16 年経過。 伐採等人為
的な作為はほとんどない状態が維持
されている。切土 1：1.0、盛土 1：1.5
の法面に植樹されている。当初 9 種類
植栽した樹種が周辺からの飛来定着
により 12 種に増えている。生育状況
点数 87 点。CO2 固定量 1089kg/方形
区。
参加者の感想
・オリンピック時の真冬と今回の真夏の
景色は全く異なっていた。とても美しい森になって周りと溶け合い自然に戻ってよ
かったと思う。
・高木層から草本まで育っていて素晴らしい森でした。
④飯綱スキー場１（道路沿い）
飯綱スキー場１（道路沿い）
現地の状況＝写真
現地の状況＝写真㊨
＝写真㊨
植栽後 18 年経過。エムウェーブ程
ではないがかなり強い間伐が行われ、
地面から 2.0ｍ以下の枝も切り落と
されている。 植栽樹種数 11 種の
内 6 種（ブナ、カエデ類）は消滅。
林縁植栽も消滅し、外来雑草が新入。
生育状況点数 47 点。CO2 固定量
689kg/方形区。
参加者の感想
・エムウェーブ同様間伐がなされてお
り残念。人の往来する所での森づく
りに人々の理解が必要。
・間伐の恐ろしさを知りました。（私自身）正しい知識もなく陽の入る森が良い森だと
思っておりました。
・スギ、ヒノキの人工林と自然林とで、管理の方法が全く違うことを管理者は理解す
る必要がある。人工林は間伐・枝打ちが必要だが、自然林にやってはならない。
⑤飯綱スキー場２（駐車場の上）
現地の状況=写真㊨
植栽後１８年経過。伐採等人為的な作
為はほとんどない状態が維持されて
いる。植栽樹種数 11 種の内 2 種が消
滅、9 種残存。生育状況点数 81 点。
CO2 固定量 1105kg/方形区。
参加者の感想
・一見藪のように見える鬱蒼とした森。
しかし、これこそが本物のふるさとの
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森。ブナやミズナラが立派に生育しており、たくさんの低木や実生の木々が芽を
出している。散策目的の林や材木生産目的の造影林と自然林を目指すふるさとの
森づくりとはその管理方法をはっきり区別すべきである。
・CO2 問題を考えた場合、間伐しないほうが良いとうことがよくわかりました。
・風が吹くと清々しいので都会にもこんな森が必要だと思います。
・ここは良い森になっています。飯綱スキー場１（道路沿い）も含めて今後更に自
然林づくりに務めるべきだと思います。
・いつから雑木林が悪者になったのか？ こんなに豊かで優しい空間をもっと増や
したいと思いました=写真前頁㊦
写真前頁㊦
・宮脇先生の真骨頂を見せていただけたように思いました。本来の自然をもっと学び
たいです。
・成木植栽されたシラカバとポット苗方式で植えられたナラ類を比較できた。ポッ
ト苗の方が生育も良く実生が多く出ていました。
□■レナフォの
レナフォのマークに
マークに商標登録証発行
商標登録証発行

特許庁に申請していたレナフォのマークの商標登録証が９月16日付けで発行されました。
登録第5438529号です。=写真㊦
写真㊦。2010年10月に認証された「植生工学士」の商標登録と共に
レナフォが申請していた商標登録は全てそろったことになります。
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□■レナフォ
レナフォの情報
レナフォの情報
＜公式サイトのご紹介
公式サイトのご紹介＞
のご紹介＞
レナフォではホームページを開設し、その活動について随時ご紹介しております。そのアドレスは

http://www.renafo.com/

であります。

お気軽にアクセスしてください。

＜レナフォメールマガジンのご紹介
レナフォメールマガジンのご紹介＞
のご紹介＞
レナフォではご希望の方にメールマガジンを発送しております。植樹祭などの情報が簡単に入手で
きます。レナフォの公式サイトからお申込ください。

積極的にふるさとの森づくりに参画し、感動と喜びを味わいたい方。
地球温暖化防止、生物多様性に向け貢献したいと願っている方。
子孫のために何かいいものを残したいと思っている方。
子孫のために何かいいものを残したいと思っている方。

＜レナフォ会員へのお誘い＞
レナフォ会員へのお誘い＞

レナフォ会員になり、ご一緒に森づくりを進めませんか？

レナフォ会員になると次の効果があります。
・情報誌「レナフォだより」の入手
・ホームページ上の会員専用ページヘのアクセス。
・正会員は総会の議決権があります。
・ふるさとの森づくり専門家研修参加費が割引になります。

会員区分と年会費
個人正会員

6,000

個人賛助会員

3,000 円

団体正会員

円

100,000 円

団体参助会員

50,000 円

入会方法
ゆうちょ銀行払込取扱票に必要事項を記入し会員区分の額を次の口座へご入金ください。
（払込取扱票はお電話いただければ郵送します。ゆうちょ銀行窓口でも処理できます。）

口座記号：

00130-3

口座番号：

707476

NPO 法人 国際ふるさとの森づくり協会 （ReNaFo）
ReNaFo）
東京事務所 〒154154-0023 東京都世田谷区若林 5-2121-1
TEL：
TEL： 0303-34223422-2765 FAX：
FAX： 0303-68056805-2794
2794
ｍａｉｌ： info@renafo.com
長野事務所 〒389389-1223 長野県上水内郡飯綱町袖之山 497497-4
TEL: 026026-253253-4740 FAX: 026026-219219-1203
mail: info@renafo.com
info@renafo.com
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