
「かがわ 山の日」宣言１周年記念シンポジウム 
 

日時：平成２２年１１月１３日（土）１３：００～１６：２２ 

場所：かがわ国際会議場 

主催：香川県、財団法人かがわ水と緑の財団 

概要：国際会議場に１００名ほどの参加者。 

緑化ポスター、書道コンクールの表彰式で始まり、香川大

学の田中教授による基調講演「森林の働き」、キャスターの草

野満代さんと植松さんの対談「森と繋がる暮らし」、活動発表、

最後はパネルディスカッション「元気な森作り」です。 

基調講演では、森への誤解を解説しながら、森林の持つ機

能・効果の中から「物理的機能」のＣＯ２吸収、水源涵養、

土砂流出防止、防火機能について説明がありました。木が生

えているので山火事が起こる。では禿げ山にしておけるか。

山には生物多様性の宝庫という機能がある、木があることで熱謝を防ぎ、燃え始めるまで時間

を稼げ、消火活動が可能となる。 

対談では、田舎暮らしの草野さんの森への思い、田舎への思いを、会場から多くの笑い声を

引出ながら植松さんが上手に引き出していました。今しなければいけないことは、説教ぽい、

口うるさいと思われるのは嫌だけど「父さん、母さん、じいちゃん、ばあちゃんの時代は、こ

うだったよ」と話して、子ども達に伝えないと。 

 パネルディスカッションでは、４名のパネリストから、森について「良い土が出来ると良

い森が出来る」「森イコール古里」「良い森、良い水があるから、良いビールが出来る」「森は人

を育てる」と。また、「努めて子どもが森に接する機会を」「手がかかる、時間がかかることで、

気づくことがある」「出来るだけ生活の中で木を使ってほしい、木のある生活をしてほしい。是

非、木を使っていただきたい」とのメッセージで会を閉じました。 

 

内容： 

１３：００～ 開会                                    

○司会：植松おさみ（香川県情報発信アドバイザー） 

・森林に親しみ、学び、その恵に感謝し、森林を守ることの重要性に

ついての理解を深めるとともに、森づくり活動に参加するネットワ

ークを一層充実し、県民共有の財産である森林を守り育てていくた

めに昨年、１１月１１日を「かがわ 山の日」と定めることを宣言。 

・県民総参加で香川の里山を守っていく。 

・１周年を記念してシンポジウムを開催。 

 

１３：０１～１３：１９ 緑化ポスター、書道コンクール表彰式                

○進行：みどり整備課 やなぎさわ 
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○緑化ポスター １，３９２点の応募 小学生６名、中学生３名、高校生２名の１１名が特選 

○緑化書道   ２，６１１点の応募 小学生６名、中学生３名、高校生３名の１２名が特選 

○財団法人かがわ水と緑の財団 野田一会理事長より表彰状授与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３：２０～１３：２３ 野田斉理事長よりお祝いの言葉                   

・緑化ポスター原画、書道コンクールは、緑化の普及促進を目指し、

小中高校生を対象に毎年実施。 

・ポスター原画の特選１１点については、全国コンクールに応募する。

昨年は１１点の応募のうち３点が理事長賞を受賞。 

・緑は私たちに重要。県民の一人一人が緑の保全活動に積極的に関わ

ってもらうことが必要。 

・今回の受賞を励みとして、学校や地域の緑化活動に参加してほしい。 

・香川プラザで作品については展示している。 

 

１３：３１～１３：３６ 井上環境森林部長挨拶                       

・渇水県香川では、森林の役割は大きい。 

・地球温暖化のＣＯ２削減効果も非常に重要。 

・レクレーション機能、我々の暮らしに潤いを与える重要な役割。 

・昨年全市町、林業の関係者、森づくり活動家の方々で一緒にやろう

と、「かがわ山の日」を宣言し、一緒に取り組んでいこうとしている

ところ。 

・１１月１１日は木（１）が四つ寄っているということ。 

・１１月６日には、早明浦ダムの水を貯めている調整池で植樹を実施した。 

・本日のシンポジウムは、記念行動の一環。 

・今後の森づくり活動に参考となることを念願し挨拶とする。 

 

１３：３８～１４：１７ 基調講演「森林の働き」                      

○講師：香川大学工学部教授 増田拓朗 

・静岡県浜松出身 

・京大農学研究科修士課程 
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・環境審議開会長など 

・森林ボランティア「石清尾ふれあいの森フォーラム」の会長 

 

○森林の持つ機能・効果 

①心理的効果：うるおい、安らぎ、みずみずしさ、癒し 

②物理的効果：ＣＯ２吸収、大気浄化、機構緩和、水源涵養、土砂流出防止、防火 

③利用機能：木材、余暇、観光 

④生物適機能：野生生物の生息の場 

 

・多様な機能・効果を併せもつ 

・単一の機能・効果だけに注目して評価すべきではない。 

・個々の機能・効果を正しく把握することは必要。 

 

○今日、お話すること 

 森林の持つ機能・効果 

  物理的機能 

   １．ＣＯ２吸収 

   ２．水源涵養 

   ３．土砂流出防止 

   ４．防火 

 

＜１．森林のＣＯ２吸収能力＞ 

○森林はＣＯ２を吸収しない という話がある 

・四手井綱英 

・決まった量のＣＯ２を空気から取り入れ、決まった量のＯ２を出すが、それが枯れて腐敗する

ときには、同じだけのＣＯ２を出す。 

・森林が二酸化炭素を吸収しないことは科学的に明らかなこと、・・・ もちろん、森林は二酸化

炭素を吸収しない。 

・森林になり成熟するとＣＯ２を吸収しなくなるが、「木材として利用」すれば、ＣＯ２を吸収、

固定化したことになる。 

・どんどん成熟した森林を伐採し、若い森にすれば良いという考えがある → しかし成熟した

森林には生物多様性の機能がある。 

・いえいえ、さらには、落ち葉が腐植（１年で１

ｍｍ）となり、この土壌の中にはＣがある。 

・森林に４６６Ｇトン、土壌に２，０１１Ｇトン

ある。４倍の量が土壌にある。森林には植林出

来る面積に限界があっても、土壌には限界がな

い。 
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＜２．森林の水源涵養機能＞ 

・森林に水源涵養機能があると誤解している。森林がある方が下流に出てくる水量が減る。 

○森林に降る雨 

・直接、地表面に到達する（直達雨） 

・一時、樹冠に保留される 

  葉の先端から滴下する（滴下雨） 

  幹を伝って流下する（樹幹流下） 

  樹幹から蒸発する（遮断蒸発） 

・地表面に達した雨 

  地中に浸透する 

  地表面を流れる 

・良好な森林 １時間に１００ｍｍ以上しみこむ。 

 歩道、広場など    １０ｍｍ以下 

・都市化流域に比べ自然流域は雨後の流出量が遅れてゆっくり出てくる。 

・森林がある方が下流に出る水の量は減る 

・しかし、裸地は一気に水が出る → 洪水、使えない水 

 森林があると、ゆっくりと出る → 利用可能な水 

 

＜３．土砂流出防止＞ 

○土砂害 

・道をつけ水が集まりやすくなり土砂害発生。 

・間伐出来ていない山 下草が無く、ひょろっとした杉 土砂害発生 

・間伐が出来ている山 下草があり土砂害が起きていない 

・水源涵養機能、土砂流出防備機能が十分発揮されるには森林が健全であることが必要。 

 

＜４．防火機能＞ 

○樹木は燃えるものである。燃える樹木に防火機能があるのか？ 

・木があるから山火事になるのではないか。 でも禿げ山でいいのか。 

 

○直島の山火事 

・樹木や生け垣が火事から民家を守った。 

・関東大震災における消失状況 上野公園や浅草公園、芝公園で助かった → 熱風を防いでく

れた 

・阪神淡路大震災 類焼を止めた楠 燃えた後に芽が出た → 復興のシンボル 

・最終的には樹木は燃えてしまうかもしれないが、時間がかかるのでその間に消火活動が出来る。 

・乾いた落ち葉に火が走っている。表土の３ｃｍ以深の根は燃えておらず、来春には芽を吹く。 

・落ち葉が火を伝えるからと落ち葉を片付けてしまうと、表土が出来なくなる。 

・土壌動物、微生物がいれば、落ち葉は速やかに腐葉土になる。 
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１４：１９～１４：４８ 対談「森と繋（つな）がる暮らし」                 

○キャスター 草野満代 

・岐阜県中津川の山の中で生まれる 

・ＮＨＫに入局 

・筑紫哲也ニュース２３など 

・年金監視委員としても活躍 

・緑化の様々な活動に参加 

 

草野：高松は、昨年４月に金比羅歌舞伎に来ていらい。 

 

植松：うどんは下品に食べる、かんだらいかん。ツルツルという音で、おいしく食べる。もとＮＨ

Ｋのアナウンサー。アナウンサーになろうと思ったのは、山の中の生まれということですが・・ 

草野：中学生の頃まで生徒数は１４人だった。２４の瞳のような暮らし。幼稚園から人は変わらず、

兄弟みたい。田舎育ちなので人前で話すことはなく、アナウンサーになるなんて思わなかった。 

 

植松：なぜＮＨＫに 

草野：報道の仕事がしたかった。採用されたら、「アナウンサーです」と言われた。最初は金沢放送

局。地方に女性を行かそうとし始めたところだった。 

植松：大塚さん、○○さんなど、高松からスタートしたアナウンサーさんもいっぱいいる。なぜ、

ＮＨＫをやめたんですか。やっぱり収入は増えたんですか。 

草野：増えました。ＮＨＫは安いですから。 

 

植松：筑紫さんのあの番組って良い番組ですよね。 

草野：良い経験をさせていただきました。筑紫さんぐらいになると、

そこにいるだけで「人」も「情報」も集まってくるのですが、筑

紫さんはその現場に出ていき人や情報に出会っていた。自分も真

似をしたい。 

 

植松：３０歳でフリーになり、そのころを振り返ると・・・ 

草野：古里に恩返しをする時期が来ているなぁと思う。 

植松：自分も、古里に何かしたいと定年前にフリーになり、香川県情

報発信アドバイザーをするようになった。 

 

草野：土田舎に暮らしていたので、下草狩りやどんと焼きの木を山からおろすことも、子供たちが

普通にしていた。子供の頃の記憶をたどると、元気な山と元気でない山を感覚でわかっていた。 

植松：山をみると・・ 

草野：健康な森ってフワフワしていて、不健康な森って、光が届かず下草が育たず、雨が降るとサ

ーッと水が流れてしまう。都会の子たちは、何が健康な森で、何が不健康な森なのかわからない。 
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植松：大きな目で見ると悲しくなりますか、何がいかんと思いますか。 

草野：大人の責任。山から、自然から離してしまったのかなぁ。ある時期から「川は危ないので遊

泳禁止、プールでしか泳いではいけない」となった。大人の事情、責任がとれない、何かあった

らどうするのか、と離してしまった。リスクをとっても、自然と交わらせることはたいへんだが、

子供たちが自然と交わる時間を取り戻すことが必要と思う。 

 

植松：何をしたらいいと思いますか 

草野：ここの会場の灯が簡単につくのも、遠くから原油が来て明かりがともっているという、こん

なことを感じなくなっている。こんなことをイメージできることが必要。 

 

植松：ベビーカーを押していたお母さんがいましたが、親、大人はどんなことをしたら・・ 

草野：説教ぽいと思われても、口うるさいと思われるのはイヤだけど、次の世代に伝えることが必

要。 

植松：「父さん、母さん、じいちゃん、ばあちゃんの時代は、こうだったよ」と話さないとね。 

 

草野：最終面接で、「岐阜県恵那町とはどこ？ 同級生何人だったの？」ときかれ、「１４人です」

と答えた。 一斉に「へぇ～」と顔を上げた。 土田舎で育ったんだと面接官は感じたんだろう。 

「同級生が１４人」はずっとコンプレックスだったのだが、こんなことを言ってもいいんだ、一

気に面接の雰囲気が変わった。同級生１４人だったので、今の仕事を、今の暮らしをさせていた

だいた。 

 

植松：パネルディスカッションにも参加していただきます。対談は３０分なものですから、また出

ていただきますので、このへんで。 

 

１５：００～１５：３０ 活動発表                             

＜アサヒビール「うまい！を明日へ！」プロジェクト ～四国の水・森に、感謝。～＞ 

○発表者：アサヒビール株式会社高松支社長 佐々木台行 

・坂出市出身、香川大学経済部卒。 

・自然の恵みを職の感謝へ 

 

○「四国の水・森に、感謝。」キャンペーン 第１段 

・２００８年 アサヒビール四国工場１０周年記念、四国の水、森があ

っての感謝の気持ちからスタート。 

・香川県では１６０万円以上 

・香川県間伐材を使って、プランター、割り箸（イベントで活用） 

 

○塩江でボランティア活動 

・竹林を伐採し広葉樹のこならを植林 オリーブガイナーズの選手と当社社員の４０名で実施。 
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○全国展開、校庭の芝生化 

・２００９年から全国展開 自然や環境、文化財の保全活動に活かしてもらっている。 

・今では、第６段まで展開中。香川県では１１６０万円。第４段からは対象商品を広げ、小学校

の校庭の芝生化にも活用いただいている。 

・宇多津小学校、坂出小学校、大野原小学校、屋島西小学校の校庭を芝生化 

・屋島西小学校では、１６００名で芝植え業。 

 

○四国４県での取り組み 

・徳島県：伐採、植樹、間伐材利用の地域施設への設置 

・愛媛県：苗木の配布など 

・高知県：仁淀川の清掃活動、間伐、植樹活動 

・第５段までで四国で５千万円の寄付。 

・地元香川県のため、未来を担う子供たちのため、緑化、芝生化事業に取り組んでいく。 

 

＜緑の少年団 三木町立平井小学校＞ 

・平成５年に「緑の少年団」を結成。 

・緑を愛し、緑を守り育てる取り組みに 

・ドングリ銀行、植樹など 

 

○ドングリ銀行に参加しようと思ったのは 

・５年生の時「森林の贈り物」の勉強で、

森林の大切さを学んだ。道徳の「緑のダ

ム」でドングリ銀行のことを知った。 

・ドングリの森はたくさんの水を蓄えてく

れることを知った。水不足の香川県なので、参加しようと考えた。 

・土日に約束し、ドングリを拾いに行った。どこにでもドングリがあることにビックリした。集

めることに喜びを感じた。 

・秋色の紅葉ちりゆく山の中 ドングリ拾う私とあなた 

 

○学校全体の取り組みへ 

・もっともっとたくさん集めるには、学校のみんなに協力してもらおうと、箱やありがとうカー

ドを作った。 

・朝、靴箱の前にはドングリをたくさん持ってきてくれた。 

・集まったドングリを、使えるものと使えないものに分ける。バケツに張った水にドングリを入

れ、沈むものはＯＫ。冷たい水は嫌だったけど、みんなが寒い中集めてきてくれたんだと思う

と頑張れた。 

・数え終わったドングリが山盛りになっていくのを見ると、みんなで一生懸命やったんだなと思

った。 
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・ドングリ虫退治は 男子の役目 

・ドングリの数数えれば多すぎて 早くしないとゾウ虫がでる 

 

・数え方も、仕事の分担でスピードアップ ５３，８７２個 

・学校中の人たちがドングリを持ってきてくれたことがうれしい。 

 

○校庭にオリーブの木を植樹 

・ドングリを苗木に買えてもらう。４，０００個でオリーブの木に換えてもらい学校に植樹。残

りは寄付しどこかに植えてもらう。 

・仕分けや個数を数える作業は大変だったけど、苗木をもらうと達成感を感じた。 

・二十歳になって学校に来たときには、私たちとこのオリーブの木とどちらが大きいだろう、と

楽しみになった。 

・僕たちのドングリは直島に植えられた。直島小学校からお礼の手紙が来た。緑を増やすことが

でき、うれしい。 

 

○その他の取り組み 

・ハッピーフラワー委員会 学校はたくさんの花であふれている。 

・朝日園の人たちにも喜んでもらおうと花を贈っている。 

・地域も花いっぱいにしようと思っている。 

・絶滅危惧種 

 

○ドングリ銀行に参加して 

・ドングリ銀行の活動に参加して みんなで協力して、いろんなことが出来たので、楽しく、や

れたことにとても良い気持ちに。 

・地球を大切にするということにたどり着いたことがとてもうれしい。 

・学校全体の活動につながり、人のために何かをすること、小さな活動でも大きなことに繋がっ

ていく、達成感やすがすがしさ、美しい環境を未来につないでいきたい。 

・直島がもとの元気な島に戻れるよう１本でも多くの木を贈っていきたい。 

 

１５：３３～ １６：２２ パネルディスカッション「元気な森づくり」            

○パネリスト 香川大学工学部教授 増田拓朗 

       キャスター 草野満代 

       アサヒビール株式会社高松支社長 佐々木台行 

       香川県林業普及協会会長 田中政晴 

○コーディネーター 香川県情報発信アドバイザー 植松おさみ 
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○皆さんにとっての森は 

植松：みなさんにとっての森とのおつきあい、イメージ、何でも良いですが・・・ 

増田：いろんな森があるが、土は共通している。良い土が出来ると、元

気な木が育つ。森に関わる人に元気がないと、元気な森は出来ない。

：森イコ

 

草野 ール古里 そういう田舎がイヤで大都会に出た私ですが、

佐々 い水があるから、良いビールが出来る。 

幼児期に

 

田中さんはどんなことをしているの 

ういうことをしよるんですか。 

か？ 

個ぐらい。 

野：１年間どんなことをしよるんですか。 

 

飲んだくれのおじいちゃんが

佐々

 

言いたいことがある 

ある。森林組合で集まると老人会のよう、年寄りばかり。おじいちゃんが

いろんな物をみて、大人になって、その大切さがようやくわかる、

そんなもの。 

木：良い森、良

田中：森は人を育てる。森で体験したことは、生涯忘れない。

ぜひ森へつれていって、「あれをしてはいけない、これをしてはいけない」と言わず放ってお

けば、五感でいろんなことが体験できるのが森。 

○

植松：８０歳ですか、本当に。毎日ど

田中：今度やるイベントのために、毎日間伐をしている。 

植松：どれぐらいの山を持っているか、草野さんわかります

田中：４０ヘクタールに届かんくらい。 

増田：４０ヘクタールとは、野球場が４０

 

草

田中：夏は下草刈り、冬は間伐、枝打ちなど。

草野：夏の学校行事で下草刈りがあって、日頃は 山へ連れていって

くれて、山に入るとすごいかっこいいんですよ。 

木：山仕事は、私なんか２０分間が限界ですよ。 

田中：もっと鍛えないかんなぁ。 

○

田中：言いたいことが

死んで相続せないかんとなり、６０歳過ぎの兄弟が寄って話をするのに、「山は兄貴がもっと

ってくれたらいいから。わしらは金でしまいしてくれたらええ」と。兄貴はしょうがないも
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のばかりせないかん、祭りはせないかん、儲けにならん田畑、墓のもおりせないかん。法事

の時に皆に言われる。「儲けにならん山をもろうて、たいへんやのう」と。 

：お風呂を沸かすのに薪割りもする。３０年自分の山に入っとらん。肥料も燃増田 料もいらんの

田中 を見るとき。おやじの人夫帳

 

○このまま放っておいていいのか 

かねぇ。 

、森林には多様な役割があり、「森林税」のように行

田中

 

松：ボランティアでやっているだけでは・・・ 

を向けること、それが具体に税金なのか、何

 

松：企業として取り組まれていて・・ 

せられてくるのでは。 

ル

植松 ねば。 

○山のいろいろな効果 

長生きすると言うが。 

元気なので、相対的に長生きなのか。 

ぶりに子供に恵まれ

草野：田舎暮らしは面倒くさいことが多い。山から水を引いてきて、水位を一定にし、稲穂を育

で、落ち葉も槇も取りにいかん。業としてなりたっとらん。 

：勇気づけられるのは、退職されて林業に取り組まれている人

を見ると、日当が８００円、今の人件費は１６０００円ぐらいと２０倍。なのに、当時チッ

プが１トンが４万円だったのが、今は５千円、１／８になっている。 

植松：このまま、待っとるのです

増田：林業を「業」として成り立たせるには

政で大局的にやらないと。そこで生産した物だけで日当を払えるかというと、出来ない。 

：「環境税」と言ったら私自身はどうかなぁと思う。「水源税」なら水道料金で目的税として

徴収してもらい、若い人が山へ入って仕事をやろうとなれるように。 

植

草野：最後のチャンス。もう一回自分たちの森に目

なのか、行政だけでも無理。使う人も必要、使わせる人も必要、切り出す人も必要。 

植

佐々木：ＣＯＰなど、企業に義務として課

草野：企業に義務として課せられる。一般市民でも、半径５メート

で生活しているが、この水が、エネルギーがどこから来ているの

かイメージできなくなっている。このことにイメージを向けられ

るようにならなければ。 

：国としても考えてもらわ

 

植松：山に関わる人は

佐々木：おやじも山を持っていて、元気だ。 

植松：恩恵を受けていますよね。 

増田：斜面をあがっている。足腰が

植松：いろんな「き」がある。○○さんは、山に関わる仕事をして、十何年

た。 

てる。神社の掃除で毎日曜出かけていかなければならない。都会に行くと、こんなことは誰

かがやってくれる。田舎の両親はリタイヤしているがやることがいっぱいある。釣りに行く、

飲みに行く。都会の年寄りはやることがない。失った物を取り戻すということと、山は繋が
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っていると思う。 

 

松：人生の楽園 マスコミにいると感じることが・・・ 

老後を山で、田舎でという人が増え

 

松：獣が里に多く降りてきている。獣だって、誰も住宅地に来たいと思っていない。山に住め

 

どうしたらいい 

したらいいか。 

ことはあるが、一番は山で仕事をして森を育ててくれる人、

佐々 派な山にな

草野 なぜ今は減っ

増田 手つかずの森は原生林として我々が手をか

 

最後に一言ずつ 

いたら田圃が山になる。山になった田圃を田圃に戻すには１０年かかる。今だ

増田 のお手伝いをさせてもらって

草野 る、

植

草野：何か今までと違うことを求めていると思う。若い人や

ている。 

植

なくなっている。 

○

植松：個々にどう

田中：たくさんしなければいけない

後継者を育てること。小さいときから山に来てもらって、山に興味、関心を持ってもらう。

「山の学校」をやっている。山に来ると怖いといって山道を歩かない子供がいる。お母さん

が「○○したらいかん」と、禁止ばかり。せっかくの気づき、経験を奪っている。横断歩道

を手をつないで歩かなければならないのでは・・・ 

木：昔は銅山で禿げ山だった。人が１本１本植えて立

っている。自分で出来ることは、自動車通勤をやめる、ゴミの分

別、古紙の回収、小さなことから繋がるのかな。 

：子供の頃は林業に携わる人がいっぱいいたのに、

ている？ そのことについて考えることを、勉強することをして

こなかった。アナウンサーなので、間伐材を使いましょう、桧の

すばらしさをどんどん宣伝すること、山の人たちを応援すること、

声を上げること。 

：森が荒れている。 ける必要はない。人が手を入

れてきた森に手を入れなくなった森、昔は竹林を持っているとお金持ちだった。昔は、拡大

するのに苦労した竹林が、手を入れなくなったら竹林が増えすぎて困っている。根が薄いの

で、土砂害の発生に繋がる。人が手を入れて自然に戻すか、業として成り立つようにする。

それにはボランティアでは無理で、行政として取り組まねば。若者が目を向けるようにする

には何をしなければいけないのか。 

○

植松：２年ほっと

からこそ、何か行動を。最後に言い忘れたことを一言ずつ。 

：栗林公園の裏の山、峰山、遊歩道整備、亀岡小学校 植物班

いる。こんなことで喜ぶ、新発見があるようで、努めて子どもが森に接する機会を。 

：便利であること、早いことであること、これはあまり幸せではないのかなあ。手がかか

時間がかかることで、気づくことがある。そんなに急がなくても、そんない快適でなくても、
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 １２

佐々 ていきたい。 

－ 以上 － 

そんなライフスタイル、もう一度日本や自然を見つめ直す人が育つのでは。 

木：「日本は公園のようだ」と海外の人が言う。企業で何が出来るか今後も考え

田中：午前１０時から木に関するアンテナショップをやってきた。木の組立のイス。２０年は使

えるイスと自負しているが、出来るだけ生活の中で木を使ってほしい、木のある生活をして

ほしい。是非、木を使っていただきたい。もう一つは、山を持っている人は、３０年あれば

柱に使える木が育つので、休日林業でいいので、わからなければお手伝いしますので、山を

放置しないでください。 

 

 

 


