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　森づくりコミッション中央研修会 1個人
ワーク

ファシリテーター ● 西 直人（リードクライム株式会社 代表取締役）

「活動理由書」を活用して、各自「企業の森づくり」を進める上での目的を再確認していただきました。

地域における「企業の森づくり」の目的の再確認
～「活動理由書」を作成する～

・西　　森づくりといった観点から、地球温暖化防止や生
物多様性、さらには環境教育といったキーワードが出てく
るなど、世の中の状況の変化によって、森づくりコミッショ
ンとしての森づくりを行う理由や目的も徐々に変化してき
ており、また何年かごとに見直しが必要になるのではない
かと思います。
　この時間は、現在の皆さんの活動のミッションとは何か、
皆さん自身が今、何を大事にしているのか、なぜ企業の
森づくりに取り組むのかについて、整理しておきたいと思
います。
　ワークシートの左側にマーケット分析、右側にポテン
シャル分析とあります。車の性能なんかもポテンシャルと
言いますが、ポテンシャルとはつまり、持っている性能と
か能力、資源などのことを指します。
・近藤　マーケット分析とは、社会的にどういうことが求
められているのか、ビジネスで言えばビジネスチャンスが
どこにあるかということを見出すかということです。「企業
の森づくり」を行うのは、なにも県が指導しているからで
はなくて、地球温暖化防止や生物多様性の保全、従業員
の教育や健康増進、そういったものに対応するという意味
で、広い意味で企業の様々なニーズに対応する大
きな市場があるのだと思います。そういった視点
から、世の中で今、森に何が求められているのかを、
しっかりと掴んでおく必要があるということです。
・西　　生物多様性の視点は来年には必ず重要に
なりますし、広い視野で社会を探ることで、新た
な市場が見つけられるかもしれません。
　これから3つの事例を紹介していただきますが、
これまで気づいていなかった自分の地域のポテン
シャルやマーケットなど、参考になることがあれ
ば、このワークシートに積極的にメモをしてくださ
い。その上で明日のワークショップで、現在考え
ている企業の森づくりを行う理由が、これから先

も自信を持って使えるのか、あるいは新たなマーケット分
析やポテンシャル分析が加わったことで、今後の目的を少
し方向転換するのか、そういったことを考えてもらう時間
をつくろうと思っています。

個人ワークの様子

　森づくりコミッション中央研修会 1基調
報告

講師 ● 久田 浩司（株式会社 結デザインネットワーク 代表取締役）

第三者の立場から見た、各都道府県のサポート制度の特徴と傾向および、特色のあるサポート制度の
事例の枠組みを紹介していただきました。また、農山村の資源を活かした各種プロデュースの経験から、
特色ある企業の森づくり活動／サポート制度づくりに向けたヒントについてもお話いただきました。

プロフィール

久田 浩司（ひさだ ひろし）
株式会社 結デザインネットワーク 代表取締役。
1960 年生まれ。総合広告代理店で環境コミュニケーション推進部の立ち上げなどに関与後、エコロジーとエコノミーの共
存をテーマとするNPO に参加し、企業の社会参加、CSR 活動を企画・プロデュース。
「森の聞き書き甲子園」の事業化にも関わり、2006 年７月株式会社 結デザインネットワーク設立。主に「持続可能な地域
づくり」をテーマに企画・編集・制作などを行なっている。食を通じて都市と農村をつなぐ「こめみそしょうゆアカデミー」
代表理事など。

企業と地域をつなぐ「サポート制度」の枠組みづくりのために
～「企業の森づくりサポート制度」事例集作成の経緯から～（森は遠いけれど…）

企業や一般市民、地元住民にとっても森は
遠い存在に

　昨年から今年にかけて、国土緑化推進機構から依頼を
受けて、企業の森づくりサポート制度事例集をまとめさせ
ていただきました。私達のスタッフが、全国の森づくりコ
ミッションや都道府県の担当の方に取材をさせていただき、
それを一冊の本にまとめたものです。今日は、その経緯も
含めてお話しできればと思っています。とはいえ、事務局
の期待に応えられる話ではなく、かえって混乱させてしま
うかもしれませんが、息抜き程度にお聞きいただければと
思います。
　タイトルには、「森は遠いけれど…」と入れさせていた
だきました。近年、森に対する関心が高まっているのは事
実だと思います。それでも、企業や一般市民、もしかした
ら地域住民にとっても森は遠い存在なのではないかなと感
じています。その現状を把握しておかないと後で痛い目に
合うかも、というのが、私が森づくりに関わってきた中で
実感として持っているものです。ですので、あえてこうい
う言葉にさせていただきました。

広告の現場から
「こんな経済は続くわけがない」と実感

　私は1960 年に山口県に生まれまして、10 才の時に群
馬県に移り、今は東京に住んでいます。1960 年というの
はエポックな年です。全国を地域づくりで回っています
が、どこに行っても1960年から日本が変わっているのです。
要は、石油が文明の最前線に出てくるのが1960年で、森
にチェーンソーが入ってくるなど、それまでの伝統的な手
による作業が一気に別の形になっていった転換点になって
いるのです。全国どこでも「1960年くらいから変わったね
え」と言うのが、おじいちゃん、おばあちゃんの話から出
てきます。何か因縁めいた話ですが、そういう節目の年に
私は生まれて、当然ながら伝統的な手仕事の世界とは全
く違う、高度成長期とともに育ってきました。
　今は、結デザインネットワークという会社の代表をして
おりまして、その他、こめみそしょうゆアカデミー、NPO
法人共存の森ネットワークなどにも携わっています。
　私は元々広告代理店に勤めていて、1990年代前半から
広告の仕事をしていました。広告とはご存じの通り、大量
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久田 浩司さん

生産、大量消費を煽るものです。企業は、消費者ができ
るだけ早く買い換えてくれないと儲かりません。裏を返せ
ば、できるだけ早くものを棄てさせるということで、とにか
く新製品がどんどん出てきて、旧製品はすぐに陳腐化して
いきます。携帯電話なんかは、元々誰も持っていなかった
商品ですが、「これを持っていないと生活できないよ」と
世の中に植えつけていくわけです。実際に便利で有用なも
のであれば世の中に浸透していきますが、それを加速させ
るのが広告の役割です。
　そんな最前線にいたからこそ、見えるものもありました。
簡単に言うと、「こんな経済は続くわけがない」と実感し
てしまったのです。環境がどうしたとか、そういう話はな
にも頭の中にはなくて、ただ「この経済が続くわけがない。
子ども達の世代までこんな世の中が続いているはずがな
い」という、ある意味の確信、直感のようなものでした。

広告会社に
環境コミュニケーション推進部を組織化

　その当時は、やっと環境といった言葉が世の中に出始め
た頃で、企業にも「環境に対応しなければならないよね」
といったことが、おぼろげながら見え始めていた時代でし
た。そこで私は、何の根拠もないけれど確信はあったので、

「広告会社は、企業に対して環境の時代に対応するための
提案をしていかなければならないのではないか」と会社に
掛け合いました。
　当時の広告会社のトップの人達は、とにかく高度成長を
駆け抜けてきた人達なので、「どんどん売れ。そのための
仕組みやコミュニケーションのデザインなりを売るのが広
告の仕事なんだ」という人がほとんどでした。環境とい
う言葉を持ち出すと、それは企業活動をある意味否定す

るような側面も含んできますから、当たり前ですが相当な
バッシングに合いました。
　ただ、当時の社長がちょっと変わった人で、「まあやっ
てみろ」と言ってくれました。私が所属していた会社は、
あまり大きな広告会社ではなかったので、「いずれは大手
の広告代理店がこれに取り組むだろうな。そうなると、仕
事がそっちに行っちゃうだろうな」とは思いましたが、何
もやらないよりはいい、という気持ちでした。とにかく、
部として立ち上げることが大事だったのです。会社の中
でサークルとして実施しているようなことだと、他の広告
会社に対してインパクトがありません。広告代理店が部と
して、正式に事業として取り組んでいるという実績が大事
だったので、環境コミュニケーション推進部を会社に認め
てもらい、組織化までを行いました。

地域で学んだすごい知恵や技を
未来につなげたい

　2001年からは、持続可能性のデザインやクリエイティブ、
本やホームページを使って世の中に浸透させていこうとい
うことを目的にした、NPOであり企業でもある組織に所属
して、「エコロジーとエコノミーの共存」をテーマにしたさ
まざまな企画を企業に提案しました。
　その一方で、それをすればするほど、誰が自然を守っ
ているのかが疑問に思えてきました。なにか地に足がつ
いていないのです。情報の世界だけでサスティナビリティ
とか、森だ、環境だと、口で言うのは簡単ですが、それ
に携わっている人達が全然見えてこないのです。そこで、
私の師匠に当たる人にお願いをして、とにかく現場にい
らっしゃる方、各地域で活動されている方とか、地域その
ものに入らせていただいて、現実に何が起こっているのか、
何が問題なのかをいろいろ教えていただきました。
　その過程で「森の聞き書き甲子園」のプロジェクトが立
ち上がりましたので、本やポスターを作成したり、あるい
は企画そのものをお手伝いすることに関わらせていただき
ました。このプロジェクトから生まれたNPO共存の森ネッ
トワークという組織では、私は今でも理事として携わって
います。
　2006 年からは、自分の活動を興味の中心である地域に
的を絞ろうということで、（株）結デザインネットワークを
設立しました。結デザインネットワークは「日本の風土と
生活文化を見直し、持続可能性を具体的に考え、時代に
つなぐ方法をデザインする」ということをミッションとし
て掲げています。私自身が地域で「こんなにすごい知恵

があるんだ、技があるんだ」ということを教えていただい
たので、これらを未来につなげることを考えなければなら
ないのではないか、ということです。また、こめみそしょ
うゆアカデミーというところでは、農山村と都市をつなぐ、
農と食をつなぐという観点から活動をしています。

今のエコ情報は
問題の根本をとらえていないのでは？

　1990年前後は、「環境の話なんですけど…」ということ
で企業に企画を持ち込んだりした時の反応は、大げさで
なく「か、環境？　環境ってなに？」というものがほとん
どでした。一流と言われる企業でもそうでした。
　それが今は、状況がまったく変わっています。エコプロ
ダクツ展に行けば感じると思いますが、企業、NPO、行政、
大学などがこぞってエコエコ言っていますよね。ちょっと
皮肉っぽくなりますが、何も解決していないのがおかしい
くらい、皆さんがエコに取り組んでいらっしゃいます。日
本中が、エコが大事と思って経済活動も社会活動もして
いると勘違いするほどです。また、新聞なりテレビなりで、
環境や森、CO2、最近では生物多様性の話もそうですが、
情報として出ない日がないくらいになっており、そんな情
報があふれています。
　このように状況を比べると、本当に隔世の感があります。
近くで関わってきた私としては、「世の中どうなるか分から
ないな」と実感として思っています。
　しかし、これで環境問題なり森林の問題、生物多様性
の問題が解決に向かって行くのであれば「めでたしめでた
し」なのですが、実際はそうではないのが現状ですよね。
　明日までなのですが、東京都写真美術館でセバスチャ
ン・サルガドという、アフリカの生活や自然をとり続けて
いる写真家の写真展が開催されています。そこで私の目
に止まったのは、次のような言葉でした。

世界はいま、自然も人類も危険な状態にあります。
それにも関わらず、
この警鐘はあまりにも多く聞かれるため、大きく無視さ
れています。
慣例のように国際会議が、地球温暖化、水資源、森林
破壊、地球的貧困やエイズ、その他、地球上のさまざま
な局面の危機について議論するために開かれています。
しかし、依然として、人類の多くが生き残るために日々
闘い、ごく少数の者が、安楽と利益を独占している状態
であることは、問題が、根本的でなく表面的にしか取り

扱われていないことを示しています。
確実に言えることは、我々が、地球上における命の本質
とつながりを失いつつあることです。

　環境コミュニケーションにずっと携わってきた私として
は、特に「あまりにも多く聞かれるため、大きく無視」と
いう言葉にはビクッとしました。
　ちなみに、この言葉をサルガドが書いたのは2005年の
ことです。当時から毎日のように環境問題などが新聞をに
ぎわせていましたし、今はなおさらだと思います。「あまり
にも多く聞かれるために、大きく無視」という矛盾が、情
報の世界ではあり得るということなのです。根本的ではな
く表面的にしか取り扱われていない可能性があるというこ
とです。だからこそ、大切なのは「命の本質とのつながり」
を取り戻すことなのだと、サルガドは訴えているわけです。

地域での活動を持続させるには
標準語的な世界＋方言的な世界で

　今、企業の森づくりは、地球温暖化や生物多様性など
の観点からの環境貢献、社員教育や福利厚生、地域交流
などの観点からの社会貢献、新森林ビジネス創出などの
観点からの経済貢献といったものに企業として取り組んで
いきましょう、ということで行われていると思います。これ
らのものは、企業としては分かりやすいニーズであり、当
然ながら大切なことで、応えていかなければならないもの
です。
　ただこれらは、言ってみれば標準語の世界です。私は
各地で取材をしていますから実感としてあるのですが、各
県で必ずこれらの言葉が出てきます。一方で、企業もステ
レオタイプに弱くて、「みんながやっているから、うちもや
るよ」といった反応をします。CO2 や生物多様性といった
標準語を与えられると、企業の担当者にとっては実は楽な
のです。
　しかし、この動きがブームだとしたらどうでしょう。
ブームというものは、必ず去ります。ブームを仕掛ける立
場の広告代理店にいた私が言うのですから、これは間違
いありません。企業が本気になって、森の時間ですから
50～ 60 年と森づくりに取り組んでくれるのならば、それ
は理想的なパートナーとなりますが、それが万が一、サル
ガドの言うように表面的だとしたら、地域や森林にとって
は致命的、死活問題になります。
　ですから、標準語的なものは必ず必要なのですが、もう
1つの本質的なストーリーを、言わば方言的な世界を用意
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しておく必要性があるのではないかと思います。

本質的なストーリーを用意するために必要
なこと

　本質的なストーリーを用意するために必要なのは構想力、
アイデアを生み出す力です。アイデアがなければ、ストー
リーは紡げません。私達の世界では、アイデアをみんなで
持ち寄ってストーリーに紡いでいくということを、当然な
がら行っています。
　広告会社に勤めている人やプランナーのバイブルとなっ
ているものに、ジェームス・Ｗ・ヤングという人が書いた

『アイデアのつくり方』という本があります。原著が出たの
は1940年なのですが、今だに読まれている本です。
　この本では、アイデアとは何かに対して、2つのことを
言い切っています。

● 地域や地域外にあるさまざまな要素をストックしておく

　1つは、「アイデアとは既存の要素の新しい組み合わせ
以外の何ものでもない」ということです。アイデアは独創
的に、頭の中で生み出すものというイメージがあるかもし
れませんが、そんなことはあり得ません。ほとんどのアイ
デアは要素の新しい組み合わせなのです。つまりアイデア
というものは特別なことではなく、今あることを知ることが
すごく大切なのです。皆さんの立場であれば、地域や地
域外にあるさまざまな要素、つまり地域にある資源や人材
を知り、ストックしておく必要があります。このストックが
ないと、アイデアは生まれません。

● さまざまな要素の関連性を見つけ出す訓練をする

　もう1つは、「既存の要素を新しい1つの組み合わせに
導く才能は、事物の関連性を見つけ出す才能に依存する
ところが大きい」ということです。要は要素の組み合わせ
ですから、一見関係ないようなものの関連を見つけること
がアイデアなのだということです。
　ただ漠然と要素を並べているだけでは、アイデアは生ま
れません。なるべく関係がなさそうなものを関連づける訓
練を、プランナーは常にしています。

● アイデアを生み出す人をネットワークする

　もう1つ、これはヤングの言っていることに私が付け加
えるのですが、どこにもないアイデアを出すために重要な
のは、さまざまな要素を組み合わせてアイデアを生み出す
人をネットワークする必要があるということです。「1人で

苦しまないで、みんなで出し合おう」ということです。皆
さんの仲間にも、そして地域にもいろいろな方がいるはず
ですから、そこはぜひ、ネットワークしてほしいと思います。

● 最も重要なのは対話

　最後に、アイデアを生み出すキーポイントとして私が一
番大事だと思っているのは、対話です。他の人が何を考
えているのか、何を大切にしているのかを、実は私達はあ
まり聞いていません。「たぶんこういうことだろう」という
予測のもとにいろいろな企画をしているのです。知ってい
るつもりになっているだけで、ものごとを進めてしまって
いるのが実状だと思います。大切なのは対話なのです。

心がときめくストーリーがないのが現状

　なぜこんな話をするのかというと、事例集の取材に行っ
て感じたことがあったからです。
　取材に伺った時の反応が、判で押したようにおそろしく
画一的に感じました。どの県も同じことを言っているのです。
　また、お聞きした内容に心がときめかないのです。
　最も問題だなと思ったのは、担当者が楽しそうにしてい
ないことです。本当に辛そうで（笑）。楽しそうじゃないと
ころにアイデアなんか生まれません。アイデアを出し合っ
て、それを実現しているからこそ楽しそうに見えるのです。
　そして、他のセクションや地域の人々、NPOなどとの
つながりが見えてきませんでした。ある県では、「林政課
だけではなく、地域振興課といったところも一緒に取材に
応じてください」といった形で取材をさせていただきまし
た。私が伺った時に3つくらいのセクションが揃っていた
のですが、私の目の前で、県の担当の間で名刺交換をし
ていたのです。そして、森づくり以外の担当者が「こんな
施策をしています」と言うと、他のセクションの担当者が

「わが県でこんなことをしているのは知らなかった」と言っ
ていました。アイデアを生み出すためには、お互いに関連
性を見つけるということを常にやっていなければならない
のに、それが見られなかったのです。
　もちろん、標準語的な世界で企業のニーズに応えると
いうことはとても重要なことです。しかし私は、その上で、
企業の想像力を超える「心がときめくストーリー」に真の
価値があるのだと思っています。

どこにもない「地域の特色」は「人」

　では、魅力のあるサポート制度とは、心がときめくス

トーリーとは、企業の想像力を超えるストーリーとは何か、
ということになります。

● 心の底から、体の底から出てくる言葉が
　高校生を変えた

　森の“聞き書き甲子園”は、2002 年にスタートして、
2009 年で 8回目のプログラムが進んでいます。第1回は
国の予算で行い、第 2回以降は民間が事務局を担うとい
うことで今に至っています。
　この森の“聞き書き甲子園”は、すごく単純なプロジェ
クトです。国土緑化推進機構が全国から、森に関わる優
れた技能を持っていたり伝統を受け継いでいる人を、「森
の名手名人」として毎年100 人顕彰しています。その名
手名人に、全国から高校生を100人募って、１対１で聞き
書きをさせるという、ただそれだけのものです。実際にや
ろうとすると、それは大変なことではありますが。
　高校生が実際に名人から聞きだした言葉を、少しご紹
介しましょう。
「自然を守るためには、自然と触れあい学ぶこと。（中略）
利用しながら保護しなけりゃーって思うんだけんどねぇ。
その教育てのはね、一緒に山に入って、自分が態度で示

すことって」（山梨県：狩人・山菜採りの名人）
「森は家や。人間だけやなしに、動物も植物も一緒に共
存する家や」（奈良県：種採りの名人）
「いまだに一年生よ。今、六十八じゃけど、一生修行じゃ
と思うとる」（広島県：船大工の名人）

　しびれますよね。なかなか出てこない言葉です。企業
の発想からは多分出てきません。もしかしたら言葉尻とし
ては出てくるかもしれませんが、なかなか心の底から、体
の底から出てくるものではありません。
　このような、本当に体を動かし体で仕事を覚えてきた人
でなければ言えない言葉の数々に対して、高校生が感想
を述べています。

「名人の話を聞く中で、日本の森の現状「悲鳴」が肌を
伝わるように感じられました。悲しいと感じたと同時に、
何とかできないかという思いが沸き上がってきました」
「技術は技術だけで伝わっていくものではないと思いま
す。必ずその裏には先人達の思いや英知が込められてい
ると思います。その思いや知恵こそが今の日本に必要な
のだと思います」

　こんなことは、私が高校生の時には言えませんでした。
森の中で生きてきた人達の話を直接聞いたからこそ言える
感想なんじゃないかと思います。そうして、彼ら、彼女ら
は「1回のイベントに参加しただけで終わりたくない」と
いうことで、全国5カ所で森づくりを行っています。自分
達自身で森づくり、地域づくりに関わり始めています。

● 名人の言葉、高校生の言葉が企業の琴線に触れた

　２回目以降の森の“聞き書き甲子園”には国から予算が
一切出ておらず、すべて企業協賛で行っています。事業
を実施するためには、2,000 万円～ 3,000 万円のお金を調
達しなければなりませんので、営業に走ったのですが、や
はり名人の言葉や高校生の言葉は企業の琴線に響きます。
　例えばある企業では、最初にCSRの担当に通された時
は「また協賛の話ですか？」といった、どちらかと言うと
引き気味の対応なのですが、「私達は、みんなボランティ
アで関わっています。何故、ボランティアで関わるのかと
いうと、感動があるからです。良い大学を出て良い会社に
入らないと取り残される、といった教育を受けてきた高校
生達が、森のおじいちゃん、おばあちゃんの話を聞くこと
で、年収150 万円でニコニコして暮らしていることに衝撃
を受けて、劇的に変わっていくことに、私達は感動を覚え
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るのです。だから私達で支えて、何とかつなげていきたい
と思っています。それは、企業の活動も一緒なのではない
でしょうか。企業は、本当は商品を通じて感動を伝えよう
としているのですよね」と言いましたら、担当者は「そう
なんだよ」って、がぜん乗り出してくるのです。企業の方々
も、標準語の世界に応えなければならないというミッショ
ンはお持ちですが、ある意味、そのことにウンザリしてい
るところがあるのです。本当はそれだけではなくて、感動
を与えたいのだと思います。そうやって本質に響いたから
こそ、最初はにべもなくあしらおうとしていたのに、最後
には協賛をいただくことができたのだと思います。

● アイデアの源泉は「人」

　結局、どこにもない地域の特色というのは「人」なんだ
ろうと思います。いろいろな資源がありますが、本当の資
源は、森の名手・名人を始めとした地域の人達なのです。

「木を見て森を見ない」とよく言いますが、逆に今、森に
関わっている人達は「森を見て人を見ない」ということに
陥っているのではないでしょうか。人こそがアイデアの源
泉なのだということを、ちょっとインプットいただければい
いのだと思います。
　一方で企業は、永遠に漕ぎ続けるベルトコンベアーから
下りられない現実があり、ストレスがたまっています。そ
うした中で、鬱病や自殺といった暗いニュースが増えてい
るのです。そういった企業人の不安や悲しみも、ちょっと
理解していただければと思います。

本質は「深い対話」「ディテール」から
積み上げるしかない

　企業の森づくり制度は入り口にしか過ぎません。その先
の本質のようなものを見据えていただければありがたいと
思います。そして本質は「深い対話」「ディテール」とい
うところから、地道に積み上げていくしかありません。テ
クニックで何とかできる話ではないと思います。コミュニ
ケーションについてもそうです。どんなに表面を繕っても
すぐに見透かされます。「もっと深く」ということを意識す
ることが、回り道に見えても実は近道なのだということを、
私はプランニングの中で実感しています。
　とにかく、企業、NPO、地域、一人ひとり、学生も含め
て話を聞いて、コミュニケーションをしていくことが、第
一歩だと思っています。そうすることで「森の未来を予感
させるストーリーデザイン、物語をつくりましょう」という
ことです。

　私は森の“聞き書き甲子園”や、地域づくりの仕事を通
じて、命とか、つながりとか、そういったものの本質を教
えていただいたと思っています。価値観が180度変わるく
らいの衝撃を受けました。ですから、自信を持って言いま
しょう。皆さんは、圧倒的な価値を目指せる素材をお持ち
なのですから、それに気づいていないのはもったいないこ
とです。もちろん標準語の世界に対応することは必要です
が、それに加えて企業を圧倒するような価値を付加してい
くことで、持続可能な、ずっと継続できる企業の森づくり
ができるのではないかと思っています。

　森づくりコミッション中央研修会 2基調
報告

講師 ● 田中 美津江（財団法人オイスカ 山梨県支部 事務局長）

コーディネートの基本的な考え方と、特色ある企業・地域等との協働による取り組み事例をご紹介い
ただきました。

プロフィール

田中 美津江（たなか みずえ）
財団法人オイスカ 山梨県支部 事務局長。
1949 年山梨県櫛形町（現南アルプス市）出身。1996 年よりオイスカ山梨県支部に関わり、タイ、ベトナムのマングロー
ブ植林プロジェクトにおいて、ボランティア派遣を実施。累計600名強の県内青少年・社会人に海外短期ボランティアの
場を提供。国内においても森林保全活動への取り組みを開始し、学校林保全活動を全国のオイスカ会員組織に先駆け開始。
林野庁と共催で「学校林・悠々の森」全国子どもサミットなどを企画。企業の社会貢献活動のコーディネーターとして活動。
特に富士山の森づくりでは、行政や企業、研究者などで構成する協議会を立ち上げ順応的管理による森づくりの実践、また
丹波山村や早川町などの里山を通じた「ふるさと作り」の推進をしている。

地域のポテンシャルを活かす、
協働による体制・プログラムづくり

オイスカの概要

　オイスカ（OISCA）とは、The Organization for Industrial, 
Spiritual and Cultural Advancement-Internationalの略
で、「すべての人々がさまざまな違いを乗り越えて共存し、
地球上のあらゆる生命の基盤を守り育てようとする世界」
を目指している、1961年に日本でできたNGOです。要は、

今で言う循環型社会の構築を基本理念として始まった活
動です。現在は 26 の国と地域に拠点を持ちながら、地
域開発、人材育成、環境保全、農村開発といったことを
行っています。環境団体と思われがちですが、環境団体
とはちょっと違いまして、人を中心にして地域開発をしよ
うということで、人材開発に力を入れています。特に農業
では土から離れない形での人材育成を行っています。
　最近は少しは知っていただけるようになってきましたが、
かつてはほとんど知られていない団体でした。山梨県なん
かでは特に知られていませんで、山梨県早川町の辻町長
という有名な方に「田中さん、オイスカってなんスカ」な
んて言われていましたね（笑）。

企業の期待、地域の需要を知る立場だが、
決してプロではない

　オイスカが国内で企業との森づくりを始めたのは9年以
上前になります。
　私達は48 年の歴史を持ち、海外に対する支援活動に
おいて企業にお世話になってきましたので、企業から「国

田中 美津江さん
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積み木広場による間伐材利用の普及

耕作放棄地を利用した村人との交流

ボランティアによる間伐作業

内でも何か活動をしたい」という相談をいただける立場に
ありました。だからこそ、企業との森づくりを、わりと早目
に始められたということがあります。
　そして、私達は地域の需要を知っていたということがあ
ります。私達は全国に組織を持っていまして、海外の農村
地帯の技術指導という支援をしていたので、田舎に強か
ったのです。全く言葉が分からない東北から出てきたおじ
さまが、そのまま何も知らずにインドに行って農業を教え
るということを行ってきた団体ですので、意外に山村地域、
田舎に対していろいろな情報を持っていたのです。
　そういう背景があってオイスカが必然的にコーディネー
ター役になるようになったのではないかと思っています。
　そうは言っても、私達は決して森づくりのプロではあり
ません。東京の杉並の本部には30 人ほどいますが、い
ま風の学生がほとんどです。学問は身につけていますが、
技術的にはまったくの素人です。ですから、私達にできる
ことは何かを知るために、こまめに情報を収集してきまし
た。例えば、森づくりは国土に手を入れていくわけですか
ら、いろいろな法律が絡んでいます。そこにはどんな手続
きがあって、どんな法律がからんでくるだろうか、といっ
たことを収集しました。
　そして企業側に対しても、どこにお金があるのか、どん
なことにお金を出してくれるのか、お金を出していただけ
る最低限の条件は何なのかといった情報も収集していきま
した。
　そして何より大事なのは、私達がプロではないがために、
いろいろな人の知恵をお借りしなければ何もできない、と
いうことです。行政の力も借りました。林業のプロの力も、
地域の人の力も借りました。そうやって活動を進めてきて
います。

生業としての林業が成り立てば
環境の問題も解決できるはず

　オイスカが行っている協働による森づくりは、山梨県を
中心に行われています。私が山梨県出身ということもあり
まして、人間関係が築けているところでないと森づくりは
なかなか上手くいきません。私自身は、北海道でも鹿児島
でも森づくりをしていますが、協働という部分では、山梨
県での活動が中心となっています。
　私達が企業との協働による森づくりに求めているのは、
環境の観点ではなく、生業としての林業をもう一度取り
戻したいということです。生業としての林業がきちんとで
きるようになれば、当然地域は元気になるはずですし、そ

れは必ず環境にも良いものになる。私達はそういう思いを
持って森づくりに取り組んでいます。
　そしてボランティアが楽しめる活動であること。ちょっ
と自慢しますが、私、楽しそうに見えませんか？　ついこ
のあいだ孫が生まれたのですが、孫の顔も見たいけれど、
今入っている丹波山のおじちゃんに「田中さん、今度こ
ういうことがあるんだけどね」と言われると、孫を置いて
でも飛んで行ってしまうのです。決してどこかからかお金
が出ているわけではありません。私自身はボランティアで、
こんなに楽しんでいます。楽しいということが私達のキー
ワードになっています。

サミット（株）との協働による
森づくりの事例から

● 企業のニーズだけではなく
　地元のニーズを活かして森の整備活動

　首都圏でスーパーマーケット事業を展開しているサミッ
トとの協働による森づくりでは、最初は財産区有林を候補
地として選定していたのですが、「企業が来て俺達の山を
どうするだ、おまんたちは、なにを考えているだ」と言わ
れまして、その時は無理をしないようにということで諦め
たという経緯があります。
　次の候補地となったのは丹波山村です。サミットは、最
初は「植栽をして貢献をしたい」と言っていたのですが、
現地を見ていただく時に森林組合の方から「丹波山には
木を植えていただくところはありません。手入れをしてい
ただきたいところは沢山あります」と言っていただき、実
際に、近くに東京都の持っている整備をされた森も見てい
ただいて、森の整備活動をしていただくことに納得してい
ただきました。企業側のニーズだけでなく、地元のニーズ
を活かすということで、そこでは森林の整備に関わってい
ただいています。
　最初はボランティアとして年に2回、現地で森の整備活
動を行う約束だったのですが、今では新入社員研修の場
として、年に5～ 6回は現地に入ってきています。最初は
組合に委託をしてきれいにしてもらうつもりだったのです
が、現在はほとんど素人の手で、指導をしていただきなが
ら管理しています。それで、村の人が驚くほど、本当に森
がきれいになりました。
　現地で実際に作業を行ってもらっている北都留森林組
合には、すてきなおじさまがいて、100人くらいの新入社
員が来たときには、この人の話や、山に入っての木の登

り方、枝の打ち方の実演が一番好評です。アイドル的な
存在で、この方がいるから非常に楽しい雰囲気になるの
です。たまには、すごくきついことも言います。今の行政
のやり方はダメだ、といったことを平気でおっしゃいます。
でも、だからこそ私達は信用することができるのです。

　
● 積み木広場によって
　間伐材の活用と都会での啓発活動も

　山を守るということは、出口論も必要になります。
　そこでは60年生の木などを間伐していましたので、「材
の利用も考えませんか」ということになり、積み木広場の
活動が生まれました。そういうアイデアがお互いの中で出
てきたのです。
　サミットには、森にはお金と人手を入れていただき、店
舗がある都会では子ども達に積み木をプレゼントして木の
良さを啓発していただくということが、これまで5 年間続
けられています。
　
● お客さんやメーカーを巻き込んだ形に展開

　サミットの森づくり活動は、元 は々自社だけでの事業だっ
たのですが、今ではお客さんやメーカーの方も巻き込んで、
さまざまな展開を見せています。
　例えば、キャンペーン商品を買っていただくと、お客さ
ん、メーカー、サミットから各１円が森づくりに活用され
る、という活動が行われています。企業というのはすごく
て、この仕組みで３カ月くらいで900 万円を集めてしまい
ます。それくらいエコブームになってきたということで、お
客さんもそういうことに意識を持ってくれるようになってい
ます。また、このキャンペーンによって、多くのお客さん
にオイスカの名前を知ってもらうことができました。
　900 万円という予算にないお金が集まりましたので、素
人では作業できないところを組合の方達にやっていただい
て、より見事な経済林として再生しようということになっ
ています。おそらく来年には、立派な経済林として復活し
た森をご覧いただけると思います。さらには簡易作業道を
入れていき、最終的には、丹波山村と小菅村を作業道で
つなげてしまおうという計画を提案しています。そうなる
ことで、より効率的な作業ができるようになると思います。

● 企業にお土産を渡せる活動となっていれば
　次につながる

　サミットとの契約期間は5年間です。しかし私達は、こ
の5 年では終わらないことを目指しています。後につな
げていくためには、お金を出した側にも喜んでいただける、
お土産と言ったらおかしいですが、返してあげられるもの
がなければなりません。
　サミットからは「村がこんなに変わったら、我々はここ
を離れられない」と言っていただいています。ということ
は、何らかのお土産を渡すことができているのではないか
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と思っています。

● 耕作放棄地を活用して、地元の人をより元気に

　私達は、里地里山の地域再生が日本再生のカギだと
思っています。丹波山村では人間関係もできてきましたの
で、森から農にも目を向けた活動にも挑戦しようとしてい
ます。
　これまでは、30人しかいない村役場で、担当者としか
話ができないような状態がずっと続いていました。私は声
が大きいものですから、わざと他の人にも聞こえるように
話していたのですが、それでも担当者の方しか出てきて
くれなかったのです。でも5 年もやっていると、まずは見
るに見かねたおばちゃん達が入ってきてくれました。それ
までも、お弁当は地域で買っていただくのが原則でしたが、
地域と言ってもコンビニで売っているようなお弁当は全然
魅力的ではありませんでした。そんな時におばちゃん達が、
まずは味噌汁から出してくれて、次は「予算があるなら私
達がつくりますよ」ということで、田舎料理のお弁当をつ
くってくださるようになりました。その方が都会から来た
ボランティアの人達には喜ばれるわけです。そうしている
うちに、次にはおじちゃん達が出てきてくれるようになっ
て、今年はその方達と蕎麦づくりをしました。私以外の職
員や学生は若いですから、一緒になって作業をすることで、
おばちゃん達もおじちゃん達も、これまで見たことがない
くらいに元気になってくれています。
　そういったつながりができてきましたので、地元のボラ
ンティアの人達と一緒に、丹波山村の休耕田や放棄農地
で、自生種のジャガイモや蕎麦を復活させようと計画をし
ているところです。
　また、村長が何を思ったかクラインガルテンのモデル地
区として手を挙げたこともあって、KDDIのクリック募金で
いただいたお金で間伐を行って材の搬出まで行い、たった
２棟ではありますが、地域材を使ったクラインガルテンの
拠点がこの春にはできあがります。そこで企業と一緒に農
園づくりができればと企画をしているところです。
　また、早川町でも三菱自動車と「パジェロの森」の活動
をしているのですが、ここでも山だけではなくて、耕作放
棄地も利用していくことを考えています。そのことによっ
て地元の人に喜んでいただけるだけでなく、森だけでなく
休耕地の利用によってCO2 吸収もわずかでも増えること
になります。この活動は昨年あたりから始まっていて、来
年はもう少し本格的にしていこうと考えています。

富士山の森づくりの事例から

● 100haに地域の自生種を植栽

　「富士山の森づくり」では、100haの県有林で、企業と
の協働による森づくり活動を行っています。ここはかつて
シラベの一斉林だったのですが、トウヒツヅリハマキの食
害にあい、一気にダメになってしまいました。今後は被害
を防ぐために、針葉樹と広葉樹を混交林にしていこうとい
う作業を行っています。
　山梨県は、再被害回避のために列というよりも帯状に
間伐を行っており、ここでは土壌の搔き起こしをして天然
更新をするという方針を持っていました。しかし、40 年
間、広大な面積が単一樹種であったことから、専門家の
間でも「天然更新はあり得ない」と言われています。県は

「ここはこのまま放置する」と言っていたところを、私達は
地域の自生種を調べて、ブナ、ミズナラ、カエデ、ヤマハ
ンノキ、ヤマザクラを選び、地域で苗木を育てていただき、
活動2年目からその植栽を行っています。
　この活動には、年間1,300～ 1,500人のボランティアが
5月の１カ月間、それも土日だけで入っていただいています。

● 協議会システムによる、早く統一した森づくり

　富士山の森では、現在 23の企業・団体で構成された
協議会システムを導入しています。
　その目的の1つは、天然更新よりも早く、統一をした森
づくりを行いたいということがあります。企業が森づくり
に入ることで一番危険なのは、それぞれの思いによって違
う森ができてしまうことです。そうならないように、私達
が全部やらせていただくことで統一した森づくりとなって
います。
　また、富士山の自然景観に合うように、針葉樹一辺倒
ではなく広葉樹も植えること、林業の現状や山の問題をよ
り多くの人に知ってもらいたいこと、そして森で働く人に
必ずお金が流れる仕組みをつくりたい、ということもあり
ました。

● 順応的管理によって、より高いレベルの森づくりに

　そしてもう1つ、協議会方式による森の再生の手法が、
生態学の世界で言われている順応的管理というものにピッ
タリ当てはまる形であるということがあります。
　「計画・合意形成」ということでは、県も企業も研究者
も一体となっての合意形成が行われています。正直なと
ころ、この活動は元々山梨県から歓迎されているものでは

ありませんでした。「天然更新ではダメだ」という危ういも
のをお持ちでしたから受け入れてはくれましたが、最初は

「やれるものならやってみろ」といった感じで、若い職員に
も罵倒されながらもやっていたのです。でも、今では県は、
とても積極的になっています。それは成果が上がったから
です。協議会の勉強会にも必ず出てきていただいて、山
梨県にもリーダーシップをとっていただけるようになって
います。
　「実行」というところでも、最初は業者も半信半疑でし
た。でも、1日の日当で 2 万円以上を必ずオイスカが払う
という仕組みをつくったことで、業者もやる気になってく
れました。作業は土日だけで、雨が降ってもやりますので、
最初は親方衆の稼ぎ場所でしかなかったのですが、日当
が必ず出るということで、従業員まで導入してくれるよう
になり、１日に300～ 400のボランティアを捌けるようにま
でなっています。
　「モニタリング」ということでは、農大の学生が中心に
なってモニタリング調査をしてもらっています。学術的な
蓄積もできてきて、今年は世界林業会議がアルゼンチン
で開催されたのですが、私達の研究者の1人に出席して
もらって発表をしてもらいました。こうして、学識経験者
の方達にも評価をされる活動になっています。
　「評価」ということでは、協議会の方達で年に3～ 4回
の勉強会を行い、順次報告を出しながら評価をして、次

の年度に活かしていくというやり方をしています。また、
協議会の中に部会を設けてテーマを決めて集まっていた
だいています。例えばシカ害を防ぐためにウッドガードを
取り入れているのですが、これは5年間セーブしただけで
はダメだと分かってきました。しかし現在は５年分の予算
しか持っていませんので、その後どうするのかを真剣に討
議をしていただいています。そのなかでコンセンサスが得
られていくことで、「後の費用負担もしなければならないね」
ということが企業の間で言葉として出していただけるよう
になっていて、お金を集めることにもご理解を得られるよ
うになってきました。
　協議会方式による順応的管理によって得られた効果に
よって、最初に考えていた計画よりも、ずっとレベルの高
い森づくりになってきています。

企業の森づくりを進めていくための課題

● 統一した計画の下での活動の推進が必要

　私が実際に森づくりに関わるようになって、10年になり
ます。10 年経って、今だに「これが一番」だと思うのは、
統一した計画の下での活動の推進ということです。
　もちろん林野庁にはきちんとした計画があって、それ
が都道府県、そして市町村に下りてきているということは
知っています。でも私達のような民間にまでは、それは下
りてきません。企業の森づくりでも「企業はどういう森づ
くりをやりたいのか」ということを役場の担当者から聞か
れるのですが、私達はそうではなくて、地元がどうしたい
のか、そのために何が欲しいのかを伺いたいのです。企
業の森づくりの活動が、企業のためにつくる森づくりに
なっている傾向があることが、非常に残念です。それと同
時に、国、都道府県、市町村、そして私達のような活動
のなかに統一したものが流れるような仕組みがなされるこ
とが大事なのではないかと思います。そうすることで、や
はり国土全体が統一したものになっていくだろうし、国民
的経営ということを国交省が言いはじめていますが、それ
と全く同じことだろうと思います。
　もう1つは、農政部と林政部の縦割りの弊害ですね。
一緒にやったら絶対面白くなるし上手くいくのに、シンポ
ジウムを開くのでも「農政部がやる」「いや林政部がやる」
といったことが多々あります。省庁を超えて、部署を超え
て、民間と行政の垣根を超えて、何か一本の指針を持っ
た形でやっていくべきではないかと思います。
　私達は、市町村の担当者の方に計画をたてていただく
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ことは、ほとんどありません。企業のエッセンスを入れな
がら地域住民が喜んでもらえる森づくりをしていくために
はどうしたらいいのか。そして、継続してお金を出してい
ただけるために企業に喜んでもらえるためにはどうしたら
いいのか。そういう視点で考えることが必要なのではない
かと思います。

● 私有地における活動の推進

　実は、私有地における活動がなかなか進みません。市
町村に間に入ってもらわない限り、民間の私達が私有地に
入るのは難しいのです。そういうことも推進していただき
たいし、やっていくべきだろうと思っています。

● 一過性の活動に終わらせないための人の魅力

　また、一過性の活動に終わらないためには、やはり人が
重要だと思います。地元の人の魅力があってこそ、リピー
ターがつくのです。

● 民間団体のランニングコスト的財源の確保

　私達のような民間団体にはランニングコストが出てきま
せん。企業も最近では「オイスカの手数料もきちんと取っ
てくださいよ」と言っていただけるようになりましたが、普
通、民間の方はボランティアでやっている私達の人件費ま
では見てはくれません。ですから、そういうことに対して
も何か手立てを考えていただければと思います。私は60
才を過ぎて、子育ても終わり、年金もいただけるようにな
りましたから、それでやっていくことはできますが、私は
ボランティア活動に持続性があるとは全く思っていません。
どうすればいいのかは分かりませんが、行政の方々にはそ
ういうところをきちんと考えていただきたいと思います。私
達がやり始めた頃は、補助金でボランティア活動の事務費
や人件費、経費は決して認められませんでした。今は多
少出てくるようになってきましたので、これをもっともっと
進めていただきたいと思います。私と同じような思いで活
動をしている人は沢山いると思いますので、後押しをして
いただければと思っています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・Ｑ　　私有地での活動の推進の構想はありますか。
・田中　私有地に入っていこうとしても、やはり民間はな
かなか信用していただけないのです。そういうところでは、
行政の方が入っていただいて、団地化なり、契約でも結
構ですが、そういうことがなされていかないと難しいかな

と思っています。企業から見れば国有地も民有地もなにも、
公益的機能という観点からは何の違いもないのですが、「こ
こから先は民有地」と言われて手がつけられないところは
多々あるわけです。

　森づくりコミッション中央研修会 3基調
報告

講師 ● 水谷 伸吉（一般社団法人 モア・トゥリーズ 事務局長）

持続可能な地域づくりにつなぐ視点、海外の経験をもとに、コーディネートの基本的なスタンスとモア・
トゥリーズの取り組み概要、特色ある地域の活性化につながるマッチング事例をご紹介いただきました。

プロフィール

水谷 伸吉（みずたに しんきち）
一般社団法人モア・トゥリーズ 事務局長。
1978 年東京生まれ。慶応義塾大学経済学部を卒業後、株式会社クボタで環境プラント部門に従事。2003年よりインド
ネシアでの植林団体に移り、熱帯雨林の再生に取り組む。2007 年にmore trees の立ち上げに伴い活動に参画し事務局
長に就任。森づくりをベースとしたカーボンオフセットのほか、間伐材の利用促進、地域交流なども手掛ける。

持続的な森づくり・地域づくりにつながる
「企業の森づくり」のコーディネート

日本では間伐を、海外では植林を推進

　モア・トゥリーズは、文字通り「もっと森を増やそう」と
いうコンセプトの下で2007年に立ち上がった、まだ活動
をして３期目の若い組織です。坂本龍一という音楽家が
代表を務めています。元々いろんな社会活動を行ってき
た坂本の行き着いたコンセプトの1つが、モア・トゥリー
ズというフレーズでした。「もっと森を」と言ってはいま
すが、日本は67％という世界屈指の森林率を誇っていま
すので、今ある森の機能をどう高めていくのかが大切です。
ですから日本では主に間伐を進める、海外では植林を進
めるという形で活動をしています。
　私達は３つのポリシーを持ちながら活動に取り組んでい
ます。
　1つは「正しく定量化されたクレジットによってカーボン・
オフセットを推進する」ということです。都市と森をつな
ぐためには、やはり共通の言語が必要だと思います。そう
いう意味では、地球温暖化は都市側にとってもホットな話
題です。一方で森と無縁な活動をしている企業はあまりに
も多いので、共通言語としてカーボン・オフセットで森と
山をつないでいこうということです。
　もう1つは、「地域社会、地域経済にメリットのある森
づくりを目指す」ということです。田中さんのお話にも生
業という言葉が何度も出てきましたが、そういうことも意

識しながら活動をしています。
　最後に「生物多様性も配慮した森づくりを目指す」と
いうことです。間伐ならば伐り捨て間伐ではなくて、とか、
路網を入れる時にもきちんと配慮するといったことを行っ
ています。
　とはいえ、実際に施業をするのは我々ではなく、都会か
ら送り込むボランティアでもなく、現地の森林組合の方々
です。やはり生業ということで、プロの方にやっていただ
くのが一番であり、当然そこには対価が発生します。そこ
の部分を、カーボン・オフセットなどいろいろな形でつな
いでいく、という活動を行っています。

生業がなければ地域づくりには発展しない

　今日は地域づくりがキーワードなので、モア・トゥリー
ズの2つ目のポリシーである、「地域社会、地域経済にメ
リットがある森づくり」について掘り下げてご説明したい
と思います。
　ちなみに私自身は、モア・トゥリーズに参画する前は、
インドネシアの東カリマンタンで植林をする組織に数年間
所属して、熱帯林の再生に携わっていました。そこでは、「地
球のために木を植えよう」といくら言っても、現地の農民
の方には分かってもらえません。食べていくのに精一杯の
人達には、木を植えようというボランティアの概念は、ほ
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基調報告3 ● 持続的な森づくり・地域づくりにつながる「企業の森づくり」のコーディネート

水谷 伸吉さん

http://wmg.jp/enya/forest/index.html

ぼゼロです。「それなら、日当を払って苗木を植えてもら
おう」ということで実際に植えるところまではいくのです
が、それがきちんと森に還るのかというところで、持続性
が問われるわけです。彼らにとっては、植えた木を育てる
よりも、例えば引っこ抜いて畑にした方が現金収入は得ら
れるし、大きくなったら伐採して売り払うといったことが
頭に浮かぶわけです。
　そういった経験からも、生業というところがないと地域
づくりには発展していかないということを痛感しています。
　モア・トゥリーズは、これまでいくつかの森づくりをして
きました。国内では高知県檮原町、高知県中土佐町、北
海道下川町、長野県小諸市の4カ所ですが、いずれも間
伐です。主体となるのは主に現地の森林組合で、あと調
整役として地元の市町村や都道府県にも入っていただき
ながら、いろいろな方と有機的につながりながら森づくり
を行っています。
　ちなみに、午前中に J-VERの説明がありましたが、北
海道下川町のmore treesの森は、J-VERの森林吸収源
の第1号のプロジェクトです。高知県でも今後 J-VER 化
していくことを前提に話を進めています。また先週末、環
境省から九州で 2 件、宮崎県諸塚村と熊本県小国町が
J-VERの承認を受けました。これも我々が立ち上げから
サポートしていた関係のものです。
　いずれの森でも、森林組合の方に搬出間伐をしていた
だいています。基本的に伐り捨ては行いません。搬出間
伐は一般的に採算が合わないと言われていますので、別
のところからの資金を使いながら補填をしていこうという
ことです。

山とまちがつながる3ステップ

　私達は、各地で活動を続けているうちに、地域に持続
性がないと森の整備もできないということを痛感してきま
した。その上で持続性を持たせて、さらに盛りあげていく
ために、①カーボン・オフセットでつながる、②国産材（間
伐材）でつながる、③実際に現地に行ってつながるという、

「山とまちがつながる3ステップ」というものに行きつきま
した。

①カーボン・オフセットでつながる

　最初は、カーボン・オフセットという空気でつながろう
ということです。空気という、言わばバーチャルなやり取
りではありますが、ハッキリ言って、いきなり農村に企業
の人達を連れて行くのは、なかなか上手くいかないと思い

ます。それよりも、まずは空気という手軽なものから入っ
ていくのが良いのかと思います。しかも木材と違って、輸
送コストは一切かかりません。
　あらためてカーボン・オフセットとは何かというと、主
に都市部で排出されるCO2 の、これ以上削減しきれない
部分を、森林とか風力、太陽光といった手段で相殺する
ことを言います。元々これは、97年くらいにイギリスで生
まれた概念ですが、日本でも一昨年くらいから浸透してい
ます。COP15もありますし、鳩山首相の25％の約束がど
うなるかも含めて、今後より一層熱を帯びていくネタなの
かなと思っています。
　何度も「つなぐ」と言っていますが、そのためには、都
市と森では言語が違う部分があるので、それを翻訳しな
ければならないと思っています。私達は、そういった意味
で、ハブというかプラットホームのような形で都市と森を
つなぐ仲介役、橋渡し役になればいいと思っています。
　森がもたらす「めぐみ」の1つがカーボン・オフセット
であり、それを都市に供給することで対価が生まれ、それ
が地域に還元されれば森づくりの原資にもなっていきます。
このような循環が回りだせば、地域の持続性もアップする
のではないかと考えています。つまりカーボン・オフセッ
トは補助金ではなく、持続性を維持するための一助である
と解釈しています。
　私達はこれまで、数十件のオフセット事例に携わってき
ました。
● 全日空
　全日空では、国内線に限定して、カーボン・オフセット
のプログラムを提供しています。
　空港には「ANA日本の森再生計画」というポスターが
あり、QRコードが出ています。このコードに携帯電話を
かざしていただくと、行き先とそのフライトによって排出さ

れるCO2 が自動的に表示されるようになっています。そこ
から先は各人の任意なのですが、それをオフセットしたい
場合は、例えば羽田～伊丹で500円くらいのコストをお支
払いいただければ、オフセットが完了し、携帯電話で決済
まで進めるようになっています。
　支払われたお金は、J-VERを活用してカーボン・オフ
セットが実行されるようになっており、現状では北海道
の森でカーボン・オフセットが実現されます。９月から始
まったプログラムですが、これまで延べ数百件の事例があ
ります。今後は北海道だけでなく、行き先に合わせた森で
のオフセットも検討されているようです。
● Ryuichi Sakamoto Playing the Piano 2009
　これは坂本本人のコンサートですが、坂本はずっと自
分の排出するCO2 はオフセットしてきました。本人は普段、
ニューヨークに住んでいるのですが、日本に来る飛行機、
国内でのスタッフも含めた移動で排出するCO2 をオフセッ
トしています。
　Ryuichi Sakamoto Playing the Piano 2009 は、それ
とは別に、来場者1人につき1kg 分のオフセットをチケッ
ト代に入れてしまおうという取り組みです。チケットの券
面に「このチケットには、あなたが排出するCO2 のうち、
1kg 分をカーボン・オフセットする費用が含まれています」
ということを触れながら、カーボン・オフセットに参加して
いただいた証として、もれなく缶バッチを配って、意識付
けをしています。
　約3 万 5,000人分が参加してくれており、高知県四万十
川の森林でオフセットさせていただいています。
● エンヤの森づくり
　エンヤは、アイルランド出身の歌姫です。これはちょっ
と変わった事例で、エンヤは今、ベストアルバムを販売中
ですが、FMラジオ番組内で「1曲リクエストにつき1坪
の間伐を推進」し、その結果として、1リクエストにつき
５kgのCO2 がオフセットされるというキャンペーンを行っ
ています。
　一般の方には間伐という言葉は分かりづらいので、「東
京ドーム1杯分の森を元気にしよう」という言い方で、約
１万4,000 坪分、つまり１万4,000リクエストまで受け付け
て、約70ｔのCO2をオフセットすることを目標としています。
　「森が元気になる」と、ぼかした表現にしていますが、
ホームページでは森の現状などをしっかりと説明して説明
責任を果たしています。
　また、ラジオを聞いている方は運転中の方が多いので、
CO2というキーワードで森とまちをつなげるのも、狙いの
1つです。

②国産材（間伐材）でつながる

　オフセットの次の段階として、現地の木材を都市に供給
することで、都会の人が現地に行かずとも木のぬくもりが
伝わるだろうということです。空気よりは五感で感じられ
るものなので、実感が湧くし、リアリティも高まります。
　例えば私達は、間伐材でベンチをつくっています。デザ
イナーにデザインしてもらっており、都市の人にも欲しい
と思わせるベンチになっていると思います。例えば六本木
ヒルズなどにこういう製品が置かれたら素晴らしいと思い
ますので、今は営業をかけているところです。
　ほかにも、鳩時計や棚、カレンダーなどの間伐材グッズ
を、各地の材を使って商品化しています。
　間伐材の携帯電話もつくってみました。現代人にとって
は、携帯電話は一番触れる機会が多いものではないかな
と思います。それが国産材に変わると、都市部の意識も大
分変わるのではないでしょうか。
　四万十のヒノキ間伐材の集成材を使って棺桶もつくって
みました。実は、棺桶の9 割が中国産なのです。日本人
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間伐材による棺桶

間伐材の携帯電話

が最後に外国産の木材で逝くのはどうかと思います（笑）。
しかもデザインもパッとしないものが多いので、ちょっと
だけデザインもさせていただいています。今後、ご当地の
木で逝けるということになれば、地域材の需要も増えるの
ではないかと思います。ちなみに、火葬には灯油 70Lを
使うそうで、CO2 を約 200kg出しています。なので、この
棺桶には200kg 分のオフセット分が含まれています。

③実際に現地に行ってつながる

　最後に究極のつながりとして、現地に人を呼ぼうという
ことです。エコツーリズムで都会の人が山村体験をするこ
とで、森の現状も知っていただけるし、現地の方との交流
も深まるだろうということです。
　この事例に関してはまだまだ実績が少ないのですが、
四万十の森でのエコツーリズムを一度行っています。間伐
体験や森林学習だと、少し堅くなりすぎると思います。一
般の方にも裾野を広げるために、お勉強的な切り口ではな
く、温泉に浸かって美味しい食事をいただいて、川を下っ
たり森に触れたりしようという切り口で、ナビゲーターに
女優の吉本多香美さんにお願いして、一緒に森に入って
いただくツアーを行いました。
　これは1つの例ですが、地域によっては森林セラピー
基地・ロードをお持ちですし、もっと農業と絡めたり、複
合的な形で地域間交流ができるのではないかと思います。

3つのつながりは、地域の第一次産業から
第三次産業までをカバーする

　ここまでは、都市と森をつなぐために、カーボン・オフ
セットや間伐材グッズ、エコツーリズムと、いろんな切り
口があるという事例をご紹介しました。これらを整理させ
ていただくと、図のようになります。横軸は都市部の人間
が感じる手軽さです。身近にコミットできるかどうかの精
神的なハードルだと思ってください。そして縦軸は現地と
の密接度、リアリティです。
　カーボン・オフセットには、森にコミットできなくても、
飛行機に乗ったら携帯電話で森とつながることができると
いった手軽さがあります。ただし、空気の付き合いなので、
現地の実感はなかなか湧きづらい部分があるわけです。
　間伐材利用となると、空気のやり取りよりは少しハード
ルが高いかもしれませんが、現地に行かずとも、例えば
オフィスで木材製品を使うなどで、手軽さはまだまだある
と思います。現地との密接度で考えると、ものとして存在
するのですから空気よりはリアリティが増します。そして、
究極的にはエコツーリズムとなるということです。
　このことを踏まえると、カーボン・オフセット、間伐材
の利用、エコツーリズムでは、それぞれリアリティは違い
ますが、それぞれを掘り下げることで分厚さも出ますし、
骨太にすることはできますので、これらを複合的に組み合
わせていくことで、よりいろいろな産業に貢献できる地域
づくりになるものと思っています。また、森の「めぐみ」
にはこれ以外のものもいろいろありますので、これらをい
かに活用するかを考えることも大切ではないかと思います。
　そういった意味では、地産地消という言葉がありますが、
外に打って出るということをしないと新しいお金は入って
こないと思います。そういう意味からも、私達は都市部に
軸足を置きながら、地域の方の声にも耳を傾けつつ、つな
ぐということを意識しながら活動しています。

　それぞれのハードルとリアリティを考えながら、どこか
ら取り組むべきかは地域によって違うと思います。しかし
偶然にも、カーボン・オフセットは施業そのもの、つまり
は第一次産業に寄与することができますし、地域材の利
用は木工業ですから第二次産業に、エコツーリズムはサー
ビス業ですから第三次産業に寄与するということになりま
す。ということは、これらが全部地域で完結できれば、第
一次産業から第三次産業までが偏らずに潤っていくことが
できるのではないかと思っています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・Ｑ　　モア・トゥリーズは、間伐プロジェクト実施者に
なる場合もオフセットのプロバイダーとしての役割もある
ようですが、この２つと考えて良いですか。
・水谷　空気を、都市と山をつないでいくツールとしてプ
ロバイドしていく意味では、まさにカーボン・オフセット・
プロバイダーとしての役割を担っています。ただし、それ
が全てではなくて、私達の顔の1つなのかなと思ってい
ます。間伐材も、なかなか地元の方がデザインとかで付
加価値をつけて都市の百貨店に売り込むことはできない
と思いますので、そこは私達が間に入って付加価値やス
トーリーをつけさせていただいて、都市部にプロバイドし
ています。これからは、生物多様性を都市部にプロバイド
していく可能性もあるのかなと思っています。

・Ｑ　　オフセットのお金は現地にはどういう形で投入し
ていますか。
・水谷　例えばＡ社が 5ｔ、Ｂ社が1ｔ買いましたという
ように、山側の自治体が、1つずつ売買契約をするのは大
変だと思います。ですから、ビジネス的な話になると、例
えば 500ｔくらいをまとめて我々が引き取らせていただい
ています。逆に言えば、間伐の施業費用の一部を前もって
負担させていただき、その対価として500ｔ分のクレジッ
トを扱わせていただいて、それを使って都市部の企業とつ
ながっていくといった感じでしょうか。
　実際、高知県はプロバイダーを介さずに日本郵便などと
直接売買契約を行っていますが、5ｔとかでは数万円のお
金しかならないので、端から見ると大変そうに見えます。

・Ｑ　　利用間伐、搬出間伐を行うのには作業道が必要
となりますが、作業道づくりもカーボン・オフセットの中で
考えられているのでしょうか。それとも、すでに作業道が
整っているところを対象としているのでしょうか。

・水谷　素人ながら、従来の伐り捨て間伐は木材価格と
いうところだけで計算して、それで採算が合わないから進
まなかったのだと思っています。せっかくカーボン・オフ
セットという別の血を入れるのならば、これまでと同じこ
とをしていたらもったいないので、オフセット費用に本来、
作業道づくりとか搬出コストが原価として計上された上で
１ｔいくらといった値段が提示されるべきではないかと思
います。
　高知県の場合は、協働の森という形で行われており、
haあたりいくらでサポートしてください、というメニュー
表があります。各都道府県にも施業単価があると思います
が、それもサポートするように J-VERを引き取らせていた
だくということです。
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　森づくりコミッション中央研修会 1322 発表ワーク
ショップ

ワーク
ショップ

個人
ワーク

ファシリテーター ● 西 直人（リードクライム株式会社 代表取締役）

個人ワーク2では、チェックシートを活用して、「企業の森づくり」支援制度のビジョン、プログラム、
推進体制等について自己分析していただきました。ワークショップ2では、各ファシリテーターがお
手伝いさせていただき、それぞれの課題の抽出とグループによる課題を検証し、模造紙に整理しなが
ら共有していただきました。ワークショップ3では課題解決策に向けた方策を検討し、模造紙に整理
して共有していただきました。発表1では、グループごとにワークショップの成果を発表していただ
きました。

地域特性を活かした継続的・発展的なプログラムを
企画・提供するためのポイントを探る

個人ワーク2

・西　　新たなワークシートが配られたと思いますが、昨
日からいろいろなことがインプットされていますので、そう
いったものを参考にしつつ、今ご自身の団体がどのような
状況なのかを分析していただきたいと思います。
　このワークシートにあるレーダーチャートについて、補
足はありますか。
・近藤　このレーダーチャートは、まずは皆さんがどうい
う機能を持っているかを、それぞれの項目で自己分析し
てもらおうというものです。また、自己評価だけではなく、
グループになって自分達の取り組みを相互にお話しいただ
き評価し合うことで、数字の違いだけを把握するのではな
く、何故そう思われたのか、その背景に何があるのかを
議論していただくことで、あらためて自分達の良いところ、
悪いところ、ポテンシャルを発見していただこうというも
のです。
・西　　ワークシートは「質より量」で書いてもらった方
が良いので、書けるだけ書いていただきたいと思います。

ワークショップ2・3

・西　　このワークショップは、答えを導き出すものでは
ありませんし、相手によって課題に対する解決方法が違う
と思います。この時間では、グループになってお互い知恵
の持ち寄りをしていただきたいと思います。
○メニュー（アドバイザー：久田）、中間組織の推進体制

（アドバイザー：近藤）、現場の推進体制（アドバイザー：
田中）、継続性・発展性（アドバイザー：水谷）の4つ
にグループ分け

・西　　各グループで、テーマに対して感じている課題を、

継続性・発展性グループ発表

まずは沢山付箋に書いて模造紙に貼ってみてください。そ
の上で、各グループにコメンテーターに入っていただいた
ので、話し合いたいところからで結構ですので、議論をし
てください。きれいにまとめる必要はありませんが、後で
発表をしていただきますので、経過を模造紙に書き込ん
でいく形で議論を進めていただければありがたいです。

　発表

● 継続性・発展性グループ

　課題としては、　①企業からどうやって継続的にお金を
出してもらえるか、新たな企業を引っ張ってこられるかと
いう、都市サイドからの資金面の継続性、②行政サイドの
体制とか人の問題の継続性、③現地のコミュニティーの継
続性の3つに分けられました。
　①では、企業は森づくりとして関わるのではなくて、Ｐ
Ｒとか広告として関わるところが多いので、継続性を持た
せていくためには、本当に山が大切だということを言って
いただかなければならないということがあります。
　また、アクセスが遠い近いというような部分をどうやっ
て解決するかについても意見交換しました。
　1つは面積が大きくなれば負担も大きくなるので、1つ
の事業の中で、例えば CSRの部署だけではなく、社員の
セラピーの観点から人事とか、ノベルティグッズの観点か
ら営業とか、いろいろなセクションの方が出てきてくれる
ようにしていけば、それだけ予算も出てくるのではないか、
ということになりました。いろいろな分野で、つかまえた
ら離さないという風に持っていかなければ難しいというこ
とです。
　実施場所については、どうしても近くが良いという企業
がほとんどなのですが、体験ゾーンと、プロに任せて森づ
くりをするゾーンを分けてみてはどうか、ということになり
ました。
　地域への貢献については、オイスカの発表のように、地
域に根強く、離れられないような関係に持っていくような
ことが重要で、そういった形で継続ができれば非常に良い
のではないかと。
　②の行政サイドの課題としては、担当者は熱意を持っ
ているのですが、異動で一からやり直しというパターンが
よくあります。異動は避けられないのですが、1つは首長
のモチベーションを上げていけば、ある程度、組織全体と
して進めていく雰囲気ができていくので、そういうことを

実施していくことが重要なのではないかということですが、
議論は尽くせませんでした。
　③のコミュニティーの問題は、「行政が言っているから
仕方なくやっている」というパターンが結構あるので、そ
ういったものをどうするのかということです。ここも議論
が尽くせませんでしたが、1つとしては、産業振興、観光
と林業、間伐材の利用といった視点で、「企業の森づくり
に取り組むと地元にこういうメリットがある」ということを
分かりやすく説明できるようにしていくことが大事なので
はないかということになりました。特に観光で、県外から
来てくれる人に泊まってもらうということが、モチベーショ
ンの高まりに繋がっていくのではないかということでした。

・水谷　やはり企業に接触する部署が CSRであることが
多いようですよね。CSR部署は、あまり予算や権限を持っ
ていない位置づけの会社が多いので、そこばかりと接触し
ていて、「部長が替わったから継続しない」ということに
なっては、もったいないと思います。他の部署も含めて分
厚いメニューと、分厚いお付きあいということで、「食いつ
いたら離さない」という言葉が印象的でした。

● メニューグループ

　メニューとしては、企業向けと地域向けの２つがありま
すので、同時に書いていただいて、それぞれをマッピング
してまとめました。時間切れで地域向けについては課題出
しだけで終わってしまい、主に企業向けのメニューづくり
について、マッピングした上で議論を行いました。
　企業向けの課題とでは、大きくは、①企業の偏ったニー
ズ、②規模、③企業の体質、④ニーズの把握・提案力の
4つに分かれました。
　①では、植樹を実施したいとか里山整備に取り組みた
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いとか、企業は固まったイメージを持っているのがほとん
どです。受ける山側も、新植するような場所がないという
ことで、間伐、除伐、立木があるところを中心に話を持っ
ていくしか受け入れができない、ということが出ました。そ
れに対しては、その重要性をアピールするパンフレットな
ども必要だろうということでした。
　②は、地方の支社レベルだと、どうしても小さい規模に
なってしまうが、そういう時にはどうすべきか、ということ
です。それに対しては、1つは単独企業ではなく、グルー
プ企業、企業の協業体などに対するアプローチも1つの
方法だろうということになりました。また、本社も視野に
入れて交渉すれば、規模の問題はクリアできるかもしれな
い、ということになりました。
　③は、例えば山でイベントをする時にトイレがないと困
るとか、交通の便といった部分、また企業の森を実施して
いるところが市町村有林に限っている、といったことが挙
げられました。
　①～③に関しては、コミッション側から企業側の課題と
して見える部分です。それを位置関係でいえば、④はコ
ミッション側の課題ということになります。共通していたの
は、企業が本当に何をしたいのか、何を望んでいるのか
を正確につかんでいないのではないか、というところでし
た。ここを上手く捉えて、それに対応するものを発信して
いけば、しっかりと乗っていただけるのではないかという
ことになりました。
　地域向けに関しては、1つは山側の魅力をいろいろと掘
り起こして、地域の人には当たり前すぎて見えない魅力を
見直して再認識していただく形で構築していく方法がある
のではないか、ということです。
　それから、県内全域とか広い地域で見ればいろいろな
地域性があって、まとめるのがなかなか難しいという課題

も出てきました。
　議論していて思ったのが、過去に後継者についてボラ
ンティア団体と話し合ったときに、森林に偏りすぎた問題
を考えていて、農とか環境とかと連携を取った活動をして
いないから、若い人材を取り込めないのではないか、魅力
を訴えられないから人が来ないのではないか、といった意
見があったのを思い出しました。やはり他の部局と連携が
とれていないから魅力が出せていないのではと感じました。
　逆に、企業の偏ったニーズとか規模といった問題点に
対しては、魅力ある提案を企業にしていくことで解決する
のではないかという話になりました。規模が大きくなろう
とも、魅力ある提案であれば企業も受け入れてくれるだろ
うし、魅力ある提案があればニーズも移っていくだろうし、
多少アクセスとかの条件が悪くなることがあっても、それ
を上回るだけの魅力ある提案ができれば問題にはならない
はずです。だからこそ、それを生み出すニーズを探ってい
くのが大事だという話になりました。行政としてはそれが
難しい話で、企業の方と話をしながら引き出していくしか
ないと思いました。

・久田　企業が偏っているとか企業がヤワだとか、これは
私が書いたのですが（笑）、どこか企業のせいにしている
ところ、企業サイドの課題として捉えていたものを、自分
達の提案力でなんとでもなるというところにまで持ってい
けたのが収穫でした。
　私がプランナーとしてご提案したのは、企業のニーズが
植栽ばかりという話があった時に、「地元に帰って自分達
のパンフレットを見直してみてください。最初に植栽もで
きますって書いてありませんか」ということです。間伐が
一番重要ならば、一番最初に「間伐ができます」と書くべ
きでしょう、ということです。ぜひ皆さんも、パンフレット
を見直していただければと思います。

● 中間組織の推進体制グループ

　課題は沢山挙がりましたが、そのなかで、コミッション
として企業とつなげていく段階で、地域の森林に対する情
報不足をどのようにして補うのか、企業側のリクエストに
答えていくために、どのような情報を集め、どのようなこ
とから取り組んでいかなければならないか、ということに
ついて話し合いました。その中で、特に地域と繋がってい
くためにどのような方法があるかについて意見を出し合っ
たのですが、最終的には地域のコーディネーターがいるの
で、その方に地域のキーパーソンにつなげていただくこと
が重要ではないか、という結論になりました。地域のコー

ディネーターとはどういう人かというと、都道府県の出先
の職員、林業普及担当の職員、地域の林業推進員、森林
組合や林研の職員がそれに当たるのかなと思います。
　そういう方々に地元のキーパーソンとの間に入っていた
だくことで、地域の資源や山林の情報を手に入れられるの
ではないか、また、キーパーソンにつなげるだけではなくて、
その人の後ろにある組織、市町村や自治会、ボランティア
団体とつながっていって、そこと企業がマッチングして継
続した関係をつくっていくことが、企業の森づくりにおい
て重要なのではないか、ということになりました。
　また、話し合いの中で、人であり、それを支える組織、
窓口、事務局体制を、地域の情報を集約できる組織とし
ていくことがいかに大切か、ということが分かりました。
ここの各県では、それぞれに状況は違いますが、皆さん
からさまざまな意見をいただいて非常に参考になりました。
自分達の足りないところも分かりましたが、逆に、自分の
いいところも沢山あるなと（笑）、気づかされました。いろ
いろな課題をみんなで話し合って、これで解決できそうだ
という方向性が出たので、地元に戻って早速、同じように
話し合ってみたいと思いました。

・近藤　忙しいとか人が足りないといったことは皆さんの
共通の課題ですが、それを言っても始まりません。企業に
アプローチするにしてもNPOとつなぎ合わせるにしても、
そもそも地元の資源とか人材といったことが分かっていな
いということが分かりました。民有林の問題なども出てき
ましたが、情報を知らないということでしたので、まずは
それを知ることが必要だということになりました。
　では、どうしたらいいのかは、自分だけでは限界があ
るので、地域のコーディネーターをつかって、地元の名士
の人達にも声を掛けながらも、そこから探っていくことが

必要ではないかと。とは言っても、個人の方だけだと、そ
の人が仮に無くなったらどうするのか、という話があって、
つなぐための体制もつくっていかなければならないだろう
ということです。そこが一番の課題だろうということが見
えてきているので、解決の方向性も見えたのではと思って
います。

● 推進体制（現場）グループ

　最初に話題になったのが、私有地の問題でした。協力
的でない人が、近所に人が入ってくるとそれを妬むように
なるとか、全く無関心で、整備しなければといっても「う
ちはいいんだ。荒れていないし、これが山だ」とか言って
聞いてくれないといった話が出ました。「不特定多数の訳
の分からない人が、いきなり自分の山に入って何をするの
か分からない」ということですから、そういう人をいかに
巻き込んで、森づくりの場所として提供してもらえるのか、
という話になりました。
　ボランティアについても、職員とか組合にお願いすれば
植樹するのにも１回で済むところを、ボランティアだと作
業的にしっかりと根踏みがされていなかったりして結局は
手間がかかるので、ボランティアの教育が必要だろうとい
うことになりました。とは言いましても、企業の方の中に
は、レジャー感覚で来られている方もいるので、そういう
方に労力やノルマを求めるのも問題ですから、普及啓発と
いう目的でお願いすれば良いのではという話になりました。
ただ、ボランティアの中でも、軽い労働では満足しないで
1.5人前の仕事をしたい人や高度な技術を自己研鑽されて
持っている人、宮崎県では間伐隊というボランティアがい
て、自主的にチェーンソーで作業をしているという話もあ
りました。
　企業からのオファーで、例えばいきなり「ボランティア
100人で活動したい」というようなことが駆け込みであっ
た場合は、すぐに「分かりました」と言うのではなく、最
初に「そういう活動をできる場所はありません。あくまで
も森づくりにはお金もかかるので」といったように、安請
け合いはするなといった意見もありました。
　安全面では、活動してもらう時には必ずリスクマネー
ジメントが必要ということでした。伐採作業や山づくりで、
今のところ重大事故は起こっていないということですが、
ボランティア活動で死亡事故が1件でも起これば、大きな
問題になりますので、安全面には細心の注意が必要だと
いうことになりました。
今後の推進体制や、私有地をどう巻き込むかということに
ついては、結論的には、コーディネーター、つなぐ人が必
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要だということになりました。コーディネーターというのは、
特に行政ではなくても良いのですが、現在は行政がすべ
てを行っている感はあります。この状態だと、行政が手を
引いた時に現場が回らなくなる恐れがあるので、もっとい
ろいろな役割りを担うコミッションがあってもいいのではな
いか、その頭分で回っていけるような形でもいいのではな
いかという話もありました。
　地元のNPO法人を使ってのコーディネートができれば、
行政が手を引いても継続していけますし、人と人との関係
が重要ですから、行政は担当者が異動するので、その瞬
間に築き上げたものがゼロになってしまうということがあ
るということも言われました。
　私有地の問題は、妬みの話もありましたが、他人の山
が良くなっていけば、それがどんどん波及していくだろう
という形で、1つでいいからモデルケースをつくってみた
ら良いのでは、ということになりました。

・田中　私が今、痛切に感じるのは、ぜひ森づくりコミッ
ションを行政だけのものではなく、せっかく民間を入れて
いるのですから、我々も大いに活用していただきたいとい
うことです。その中で、コミッションの頭になるところを上
手く取りまとめるのが行政の立場だと思うので、そういう
ことに力を入れていただければと思います。そういう形な
らば、人数が不足しても手足になる人が沢山出てくるので、
進んでいくことができると思いますし、森づくりコミッショ
ンが、我々民間を育てる組織になっていただければ、前に
進めるのではないかと思います。
　私達も、最初は企業側が要望を言ってくることから始ま
ります。でも、乱暴な言い方をすれば、絶対にそれには乗
りません。まずは、何のためにおやりになるのかを伺います。
ほとんどが社会貢献事業から入ってきます。社会貢献と

いう大義があるわけですから、山側が必要としていること
を言います。コミッションの役割としては、まずそれを言
うべきだろうと強く思っています。そうしないと、企業に
振り回される結果になってしまいます。
　私は、そこで何をしようとしているのかということが、
きちんと明確に打ち出せれば、そこで満足していただける
事業を継続的にできると思っています。
　例えば三菱自動車と協働の森づくりを行っている山梨県
早川町は、東京からも名古屋からも、非常に交通の便が
悪いところです。この活動の取っ掛かりは、「パジェロの
新商品の発売にかけて何か森づくりをしたい。」というお
話だったので、「１～２カ月では森づくりはできません」と
最初は突っぱねました。しかし「川沿いの道をパジェロで
走ったらいいだろうな」という思いつきから、早川町なら
ば地域ニーズがあることは分かっていたので、断られるこ
とを前提に山側の条件を言ってみました。すると三菱自動
車側から「パジェロに似合うんじゃないか」ということで
提案が受け入れられ、活動が始まったのです。
また、この地域では伝統的な和紙があるのですが、地元
の材料がほとんどなくて輸入しており、地元の材を昔のよ
うに使いたいという要望がありました。そういう伝統文化
と結びつけてあげることで、企業側もメリットが出てくる
わけです。その和紙は、ホテルの和紙づかいというところ
につながっていきました。
　ということからも、情報さえ持っていれば、どんどんア
イデアがつながっていくということがありますので、ぜひ、
チームワーク、ネットワークをつくって、その橋渡しを行
政がしていただけると大変ありがたいと思います。
・木俣　すでに昨年からインフォメーションしていますが、
コミッションに登録を希望しているところがあれば、アド
バイザーの派遣という制度があります。この制度では、コ
ミッション等の関係事業に関わる人を呼ぶということで、
それにかかる旅費や謝金は、国土緑化推進機構で負担し
ます。
　今日、いろいろな話を聞いて、組織に伝えにくいとか、
地元の方に話題提供をしたいというようなことがあれば、
こちらの制度を使っていただければ、地元の負担なしで場
を設けることができます。この制度をうまく活用していた
だき、今回気づいたことを地域の活動に落とし込んでいた
だければと思います。

　森づくりコミッション中央研修会

講師 ● 川廷 昌弘
       （株式会社博報堂DYメディアパートナーズ メディア・コンテンツソリューション局 環境コミュニケーション部 部長）

企業の環境コミュニケーションの考え方、森づくりを通した企業の環境コミュニケーションのデザイン
手法等についてご紹介いただきました。また、「企業の森づくり」サポート制度による企業ブランディ
ングの視点（企業ブランディングのパートナーとして期待される役割）をお話いただきました。

企業の環境コミュニケーション・デザイン
～森を使ってその企業らしい活動をどうやって見せていくのか～

企業と森側のGive-Giveの物語が必要

　私は普段、こういうことを言っています。
　「都市に暮らしながら、山に思いを馳せる」
　山の現場の土の匂い、木の香り、土や木の温度は、ビ
ルの中で感じることは難しいのですが、気持ちだけでも向
けてもらいたいと考えながら、企業の人にメッセージを贈
り続けています。
　皆さんが企業から見た森の価値とは何かを考える時、
自分の山にはどんな人達、資源、資産があるのかを、地
域のオリジナリティも含めて整理しておく必要があるだろ
うと思います。そして、皆さんは多種多様な引き出しをお
持ちだし、それは企業にとって魅力的なものなのですが、
それをいかに分かりやすく企業側に提示するかが課題で
はないかと思います。
　企業は森の力になる、つまり企業がお金や人を出すこと
で森を支えると同時に、森の力を利用したいのです。そこ
の物語をつくっていきましょうということだと思います。そ
うすることで、企業と森側のGive-Give、お互いのメリッ
トをつくることができるのではないか、これを共通言語に
していくことではないかと思います。
　企業にとっては、例えば自分達が排出するCO2 を森が
吸収するという1つの物語で、お金を出す価値が生まれ
ます。でも、お金を出して終わりではなく、森を手入れす
る活動そのものが企業にとってCSRになるという、もう1
つの物語の中にそれが入ってくると思うのです。その物語
をどう編んでいくかは、山側が整理して、企業に分かりや
すい物語をつくっていただくしかないと思います。
　例えば、来年は生物多様性条約COP10が名古屋で開
催されますが、「いのちのつながり」を森の中で体感して

もらうことは、さまざまな命の連鎖が森の中にあることを
可視化することになりますので、そういったことも皆さん
には整理し提示してもらいたいと思います。企業の排出す
るCO2 を森で吸収削減するという付加価値が求められて
いますが、そのための森林整備活動を、例えば社員の福
利厚生活動や、自然体験学習プログラムにして、そこで
は森の命の連鎖や多様な植生などを体感してもらうことで
生物多様性を可視化することができるでしょう。そのこと
で「温暖化対策に貢献し、生物多様性の保全にも貢献する」
という企業イメージがつくりだせると思います。
　

地域の活動を全国に広げることで
企業の森づくりが評価される世論形成を

　企業と森の物語をつくるためには、各地域の特殊性と
その連携がカギになると思います。それぞれの地域で独
自に活動することはもちろん大事ですが、そういった動き
を全国的に連携して、大きなムーブメント、ニュースにし
ていくことも大事なのではないかと思います。つまり、地
域がオリジナリティのある魅力づくりをしなければならな
いのと同時に、企業がそれを取り込むことで評価されるよ
うな世論を形成する必要もあるということです。
　この世論形成には、皆さん一人ひとりの活動が大きなう
ねりを形成して見えてくる必要があります。これは私達広
告会社や、全国のメディアに伝えることができる人が頑張
る部分だと思いますが、各自治体や森づくりコミッション
という大きな集団母体もまた、うねりを形成していく必要
があるのではないでしょうか。つまり、森づくりコミッショ
ンというものが、全国的な、企業と一緒に森を守っている
活動体であるということを、ニュースにしていく必要があ

4基調
報告
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基調報告 4 ● 企業の環境コミュニケーション・デザイン～森を使ってその企業らしい活動をどうやって見せていくのか～

るのです。そうして、国際生物多様性年や国際森林年に
向けて、海外での植林や熱帯雨林への貢献だけではなく、
足下の問題である国内の森林に企業が注目するような潮
流をつくらなければならないと思います。
　京都議定書での削減目標のうち3.8％は国内森林の吸収
だということを知っている人は、国内では極めて少数です。
これは伝える側の私達の責任も大きいのかもしれませんが、
つまり国民には届いていないのです。このことをニュース
として世の中に出していくことで、企業がそれに貢献する
ことで良いイメージを持ってもらえるようになるわけです。
森に貢献する企業が環境に優しいという表層的なイメージ
ではなく、本質を理解した活動であるという評価ができる
世論を形成することが大事なのです。
　もちろんそれは、一気にできることではありません。で
すから皆さんは、各地域でやっている活動が、実は世の
中の大きなニュースにつながっていくということを意識し
ていていただきたいと思います。皆さんの活動は、大きな
うねりをつくっていくための、大事なコンテンツになってい
るのです。

「世界的に重要なポテンシャルを持つ森林
を支える日本の企業」
というニュースの伝え方をしていくべき

　温暖化対策を整理してみると、2008年のCO2 排出量は
90年比で1.9％オーバーしている状態です。排出が相変わ
らず伸びている中で、3.8％の森林吸収が満たされなけれ
ば、大変なことになります。森林吸収の3.8％はあくまで上
限であって、これに届かなくても森側には何のペナルティ
もありません。届かなかった分は企業側の排出削減や海
外の排出権を買ってくることで賄うことになっています。
　これはつまり、森林吸収が上限の3.8％に届かなければ、
他に負担がかかるということなのです。そのように伝える
ことができれば、森のポテンシャルを上げていくことがす
ごく大事なことだということを理解してもらえるのではな

いでしょうか。ですから、そういうニュースをつくってい
かなければならないと思っています。
　京都議定書における各国の森林吸収量の算入上限値を
比較してみると、日本は25 万 haで 1,300 万炭素ｔ、カナ
ダは310 万 haで 1,200 万炭素ｔとなっています。日本は、
カナダとほぼ同じだけの吸収量を、カナダの10 分の1の
面積で担うことになっているのです。
　ここで読み取るべきは、日本の森林が、カナダの10 分
の１の面積で同じ吸収量を確保できるということが、国際
社会で認められているということです。ですから、3.8％に
寄与している日本の企業は、本質を理解して地球のため
に頑張っているという風に注目されるはずなのです。そう
いうニュースのつくり方をしなければならないなと考えて
います。そしてもちろん、皆さんがやっている活動にもそ
れだけの価値があるということも、もっとニュースとして
出していくべきだと思っています。
　では、森林吸収量が現実的にどうなっているのかという
と、2007 年に発表されたものは2005 年の吸収量で 2.8％、
2006年の吸収量は3.0％、2007年の吸収量は3.2％で、ま
だ目標に0.6だけ届いていません。しかし、毎年 0.2ずつ
上手に増えているのは、3年間の森林の成長とともに、皆
さんの活動が森のポテンシャルを高めているからだと捉え
ていいと思います。
　このように、世界的に見て非常に重要なポテンシャルを
持っている日本の森の活動が、残念ながらまだ世界が期
待する数字には届いていないわけです。それを企業が支
えるのは、企業にとってもチャンスなのではないでしょうか。

事実をポジティブに捉えていくことが
潮流づくりにつながる

　一方で、読売新聞の11月6日の記事では、「スペイン
の気候変動枠組み条約の作業部会で日本政府は、2020年
の時点では2.9％に森林吸収がとどまるとの試算を発表し
た」と報道されています。その理由としては、森林の高齢

化などが挙げられています。そうなると間伐推進だけでは
ダメで、若い森林をつくっていくことで10 年後、20 年後
に豊かな吸収量を見せる森を日本はつくらなければ、京都
議定書期間中の3.8％がおぼつかないばかりでなく、鳩山
首相が言っている2020 年に25％削減は、当然森林吸収
も寄与しなければならないのに、現実味がなくなってしま
います。
　「日本の森はダメじゃないか」と国際社会に捉えられる
かもしれません。でも、これをネガティブに捉える必要は
ありません。この事実を前もって調べてくれたことは非常
に良いことで、この事実をどう捉えて情報を描いていくか
が潮流づくりの大事なところなのです。これを材料に物語
をつくっていこうということです。つまり、みんなで目指し
ていく低炭素社会のなかで、森づくりや木づかいの姿を「こ
う言われているから、もっとポテンシャルの高い日本の森
をつくることを今から準備していこう」と考えれば良いの
です。
　3.8％の達成というものも、そういった持続可能な森林
経営の流れをつくりだして、中長期の低炭素社会で健全
な木材利用を実現する森づくりを考えるための情報提供
だと考えられます。そのために私達森づくりをする人間は、
どういうビジョンを持っているのかが大切です。「25％を
やっていこう」という鳩山首相の発言は、より元気な森づ
くりをする必要があるということを伝えてくれているので
す。そして、現在皆さんが行っている活動が、そのため
のきっかけになっていることを、世の中に知らしめてくれ
たのではないかと思います。
　このように、ニュースや事実に基づいて考えることが大
切です。企業が森づくりによって温暖化対策に貢献すべ
きであることを、そのことが世の中で評価されていくこと
を、こういったニュースから企業に知らしめていくことを
考えるべきです。そして日本の森には、企業が求めるそれ
だけのポテンシャルがあるということです。
　さらには、それを全国で画一的に「うちも森林吸収は豊
かです」と言うのではなくて、そのことが地域の経済にも
貢献して、地域の特色を持ってより魅力をつくっていくこ
とにつなげていけるはずだということです。皆さんは、自
分達の魅力づくりは常に考えていると思いますので、そこ
を上手くつないでいくためにも、なぜ企業が森に目を向け
るのかを理解していただければと思います。そして、そう
いった活動を全国で大きなうねりにしていくという意識を
持っていただければ、より大きな潮流となっていくのでは
ないかと思います。

日本の生物多様性は危機に脅かされている
と世界から見なされている

　“biological diversity”を、そのまま訳してしまった「生
物多様性」という言葉は、都会側にとっては非常に分かり
にくいものになっています。単に希少生物の保全活動のよ
うに思っている人も沢山いると思いますが、生物多様性の
概念は日本人が一番得意な「いのちのつながり」を言っ
ているのだと私は思っています。
　「いただきます」という言葉があるように、ごはんを食べ
る時に神に感謝する民族はあっても、いのちに感謝する民
族が世界にどれくらいあるでしょうか。それくらい日本人
は、生物多様性を世界で一番理解している民族なのでは
ないかと思います。そして、そういう風習や言葉は日本各
地に必ずあるはずなので、それを見つけていただくことが、
生物多様性の考え方を広げていくための1つの手ではな
いかと思っています。
　あるNGOが、生物多様性が豊かな地域でありながら、
さまざまな人間の経済活動で危機に脅かされている地域
を「ホットスポット」として発表している世界地図があり
ます。緊急的に対策を立てなければ生物多様性が絶滅に
危機に瀕している場所ということで、日本の国土はまるま
るホットスポットになっています。
　要するに、「環境先進国で技術は世界一だ」と言ってい
る国の足下が、生物多様性は豊かだけれど危機に瀕して
いるということです。海に囲まれた島国で国土の7割が森
林という類い希な国であるにもかかわらず、さまざまな要
因によって多様性が危機に瀕していると世界から見られて
いるわけです。温暖化対策として世界から見ても大きな
ポテンシャルを期待されている森林を持つ日本が、生物多
様性から見るとホットスポットとして指定された国土でも
あるという事実。そのことを一番分かっていないのは、実
は日本人なのかもしれません。そんな国で、2010 年は生
物多様性条約のCOP10が開催されるのです。この問題は、
企業の森づくりにとっても大きなポイントになると思います。

生物多様性条約が言っていることは
すべて森林の持つ機能に当てはまる

　生物多様性条約が目的としているのは、1つは「地球上
の多様な生物を生息環境とともに保全すること」つまり生
きものだけでなく森も合わせて保全することです。もう1
つは「生物資源を持続可能なように利用すること」つまり
持続可能な森林管理をすることを言っています。そしても
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う1つは「遺伝資源の利益を公平に配分すること」。つま
り森から出てくる恵みを上手に利用してみんなに分配しよ
うということです。このように生物多様性条約が目指して
いることは、すべて日本の森づくりに当てはまるということ
です。
　生物多様性の保全ということでは、種の多様性、生態
系の多様性、遺伝子の多様性が重要だと定義づけられて
います。これらが保全されて、はじめて生態系サービスの
持続的な利用が可能になるということす。この生態系サー
ビスは、いわゆる森林の多様的機能、つまり森の恵みにす
べて当てはめることができます。
　いずれにせよ日本の森づくりは、温暖化防止にも生物多
様性にも寄与することは間違いありません。企業にとって
は、こういう説明をすると分かりやすくなるのではないで
しょうか。もちろん企業担当者でここまで理解している人
はまだまだ少ないので、もっと啓発していく必要もあると
思っています。

地域貢献→国への貢献→地球への貢献
というストーリーを
いかに可視化して提案できるかが課題

　あらためて整理をしてみると、国が言っている「持続

可能な社会づくり」、その要素として挙げられている「低
炭素社会」「循環型社会」「自然共生社会」というものの
すべてに、日本の森は貢献しているということです。森は、
それだけ大きく日本の社会を支えるものであるということ
を、もっと山側の人と一緒になって伝えていく必要がある
と思います。言葉だけでは、木の匂いや土の匂いを嗅い
だことのない人には分かってもらえません。そこが大きな
課題だなと思います。
　持続可能な循環をつくることで、3つの貢献ができます。
地域経済の活性や雇用の促進、生物多様性が保全されて
生態系サービス機能が発揮されるといったことによる「地
域に貢献」が根本にあって、それによって産業振興や内
需拡大による「国に貢献」ということになり、そしてそれ
が温室効果ガス削減ということから「地球に貢献」してい
るということにまでつながっていきます。皆さんが行って
いる1つひとつの小さな活動は、地域への貢献だけでは
なく、国への貢献、地球への貢献につながっていくという
シナリオになっているのです。
　このことを企業に対して上手くプレゼンテーションする
ことは、企業がなぜ森づくりを行うべきなのかを説明する
ための1つの材料になります。産業振興による地域への
貢献、内需拡大による国への貢献、それが 3.8％にもつな
がって地球へも貢献できることになるということは、まぎ

れもない事実なのです。これをどう可視化するのか、どう
やって企業と共有して情報として発信するかが、皆さんの
課題なのではないかと思います。そしてまた、企業担当者
としてもそこに気づくことが、人間として当たり前のことに
ならなければならないと思っています。

『人工林の美、林業の現場から』
（写真＆文 川廷昌弘）より

　私は今、写真家としての立場を利用して、山に入って
写真を撮っています。
　私は広告の仕事をする人間として企業と向き合ってい
ますが、それだけでは当然、森とのコミュニケーションは
できません。山に入って木に触って土の匂いを嗅いで、い
ろんなことが見えてきたことで、やっと皆さん方の活動が
少し理解できるようになってきたと思います。そしてまた、
現場に入って自分なりの理解をすること、感じたことを伝
えることが、世の中の情報をつくっていく立場の人間とし
ては重要ではないかと思っています。
　その伝え方の1つの例として、私の写真と文をご覧い
ただきたいと思います。
　この『人工林の美、林業の現場から』では、「持続可能
な森づくりが、地域を、国を、地球を救う。人の手を入れ
ることで価値ある材となり、CO2 の吸収力が高まり、生物
多様性が育まれてく」という言い方をしています。そして、
写真に対して、それぞれキャプションをつけて伝えていま
す。例えば……

「誰もいない山の中で、彼は弁当を食べていた　これ以
上の贅沢はないのかもしれない」
　間伐をしている現場があると聞いて、連れて行ってもら
いました。山の中で食べる弁当は、日本一幸せな時間では
ないかと思います。

「林道が伐り捨て間伐でふさがれている、この先に彼ら
が蘇らせる放置林が待っている」
　伐り捨て間伐を批判するような伝え方は、私にはできま
せん。この材が、我々にとってのバイオマスエネルギーで
あり必要な資源だということをどう伝えるか、ということだ
と思います。ただ、伐り捨てられた間伐材が、施業する人
の行く手も阻んでしまっているという、この山の中での相
矛盾する事実を見せなければ、都会の人には「伐り捨て
間伐」という一言で済まされていることが、何のことだか
分かってはもらえません。

「放置林で50年後の風景に語りかける」
　放置林が良い森なのか悪い森なのかは、都会の人には
分かりません。私も現場に馴れるまでは、すぐには理解で
きませんでした。彼の目の前には、50 年後の、下草が豊
かで、木の間隔が広い豊かな人工林があり、それをイメー
ジして間伐していることを伝えたいのです。

「一人ひとり、一日一日の小さな積み重ね。気の遠くな
るような作業、しかし、そのひとつひとつに充実感があ
る。自分たちのプランやデザインが、50年後、100年後、
次世代に引き継がれていく。人が関わることで、多様性
豊かな「人工林」という、日本の資産である美しい景観
が育まれている」
　サラリーマンにとっては50 年後、100 年後に会社があ
るのかなんて、どうでもいいことかもしれません。でも林

誰もいない山の中で、彼は弁当を食べていた
これ以上の贅沢はないのかもしれない

（写真：川廷 昌弘 )
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人の手が入ることで、木々は健全に育ち、
生きものたちは住処をシェアし合う

（写真：川廷 昌弘 )

業はそうではありません。ビックリするのは、彼らにとっ
ては生業ではあるけれど、それは 50 年後、100 年後に、
この地域でこの生活をすることを選んだ人のためにやって
いるのだということです。地道な毎日の施業で、長い時間
のグラウンドデザインをしているという事実、そしてそれ
が日本の資産である美しい景観なのです。
　ところが、人工林と言っても都会の人は分かりません。
スギやヒノキの林を思い浮かべられる人は、ほとんどいま
せん。企業の環境担当者に「意識的に人工林の中に入っ
たことのある人？」と聞いたら、100人中5人くらいでした。
環境経営フォーラムという場でさえ、そんな状態です。ま
だまだ伝えていかなければならないと思っています。

「人の手が入ることで、木々は健全に育ち、生きものた
ちは住処をシェアし合う」
　この写真は、よく「人工林とはどういうものかが分かり
やすかった」と言われます。つまり、枝打ちをしたり、間
伐をしたりといった人の手が入っていること以外は自然が
景観をつくっている。それが人工林なのです。
「ここはスギ・ヒノキの人工林。しかし下草や広葉樹たち
も共にいきいきと成長している」

　広大な風景ですが、イングリッシュガーデンのようにも
見えます。人の手によって下草をきれいに生えそろえさせ
て、広葉樹を絵になるように植えることで、この景観がで
きているように見えるかもしれません。でも、手が入って
いるのは、スギ・ヒノキの枝打ち、間伐くらいで、それ以
外は一切手が入っていない。地域の植生が、この景観を
生んでいます。これが人工林です。これによって実は獣
害も防いでいて、この植生が針葉樹を守っている。自分
達が生きるべき姿をつくることで植生のバランスがとれて
いるのだ、という言い方をしています。
　私は山に1人で入って、「山の精霊に見守られた気がし
た」という話をしましたら、「日本の山は生物多様性だけ
でなくて、万物の多様性が育まれているんだよ。魑魅魍
魎が跋扈して、山の神がおわす森林の国なんだよ」と言
われました。あぁ日本人だな、魂を感じるなと、つくづく
感じました。
　西洋のフォレスト、例えばドイツの黒い森などは、森を
抜けたらまた町があるという感覚です。しかし日本の森は、
中に入ったら出られないという感覚になるのではないかと
思います。そういう、日本の精神を持った森という空間を、
どう企業の人と共有して共感してもらって、一緒に守って

いくか、ということを考えなければならないのではないか
と思います。そして、その理由として挙げられるのが、数
字的な概念である森林吸収や生物多様性などになるので
はないかと思います。
　こういう風に都会に暮らす人に説明していけば、それ
を敏感に感じる人もいるかもしれないと思います。それに
よって、森の本当の意味を知ってもらえるのではないかと
思います。

「さて、都市に暮らす私たちが忘れかけていること、大
切なのは「いのちといのちのつながり」を考えること。
人間と動物、人間と魚、人間と植物、人間と人間…、た
とえば食卓では「いのち」を「いただきます」。いのち

放置林で50年後の風景に語りかける（写真：川廷 昌弘 )

の源は水。人間も地球も７割は水です。水を育むのは山。
そして川となって都市をながれ海につながる…。そして
私たちはこの環境で生活を営んでいます」
　このつながりの中に、自分達もいるという事実を感じて
もらうことが大切だと思います。そこで「都市に暮らしな
がら山に思いを馳せる」ということが言いたいわけです。

「それだけで心豊かな都市生活が創造できる。私たちの
暮らしには、木から生まれた製品が欠かせません。100
年先を考える林業を私たちも支えることができ、未来の
子どもたちの暮らしを豊かなものにしていく。それが「森
づくり」や「木づかい」を推進すること、つまり国産材
から生まれる価値を使うことだと思うのです」
　つまり、都会に暮らす自分達でも山と関わり合いを持つ
ことができるわけです。そして、そこから出てきたものを
使うことで森が育まれていくこと、自分達のいのちとつな
がっていることを理解することが大事ではないかと思いま
す。そのことを、企業担当者の人達はほとんど分かってい
ないのではないでしょうか。
　こういう物語を考えて、企業として森を守る活動をして
いる人がどれだけいるのか、ということです。皆さんと組
んで森づくりをしている人の中には、皆さんの啓発によっ
て気がついている人もいるかもしれませんが、それはやは
り一部でしかありません。
　こういったつながりの物語を、山側と都会側が共有でき
ることこそが、日本人の精神性だと思います。そしてその
ことが世界からも注目されていると考えると良いのではな
いかと思います。



78 79

　森づくりコミッション中央研修会 5基調
報告

講師 ● 川嶋 直（財団法人キープ協会 常務理事（環境教育担当））

キープ協会による多様なターゲットを対象にした環境教育の概要をご紹介いただきながら、企業との
協働による環境教育の多様なタイプとその効果（社員リーダー研修型、環境担当者教育研修型、一般
参加型、環境保全型等）をお話いただきました。また、企業とのネットワークづくりに向けた場・機
会のつくり方についてもご紹介いただきました。

プロフィール

川嶋 直（かわしま ただし）
財団法人キープ協会 常務理事（環境教育担当）。
1953 年東京生まれ。1980 年山梨県清里、八ヶ岳の麓にある財団法人キープ協会に就職。1984 年から環境教育事業を
担当。「自然と人との橋渡し役」といわれる「インタープリテーション」が仕事。各地で実施される環境教育・野外教育・森
林環境教育の指導者やインタープリターの養成事業の企画・運営を担当する。立教大学大学院院異文化コミュニケーション
研究科特任教授。立教大学ESD研究センター運営委員 CSRチーム主幹。日本環境教育フォーラム専務理事。自然体験活
動推進協議会理事。2005 年には愛・地球博 森の自然学校・里の自然学校 統括プロデューサー。

企業との協働事業実施に向けた関係構築のポイント
～環境教育の現場から～

感性とサイエンスを大切にする
キープ協会の環境教育事業

　山梨県西北端に北杜市があり、そこにキープ協会は
あります。キープというのは、Kiyosato Educational 
Experiment Project（清里教育実験計画）の略称です。
戦後すぐにポール・ラッシュというアメリカ人が創立した
民間財団で、今は文部科学省の所轄となっています。標
高約1,400ｍの高原にあって、230haの県有地を借地して
います。全部で500人くらい泊まれる宿泊施設を持ってい
ます。酪農農場があって、150 頭のジャージーという茶色
い乳牛を飼っています。保育園があって地域の子ども達を
70人くらいお預かりしています。売店があり、ビジターセ
ンターがあり、遊歩道があり、3つのミュージアムがありま
す。全体で100人くらいのスタッフがいる施設です。
　真南に富士山があり、西には日本で 2 番目に高い北岳
が見え、北西方向には八ヶ岳がある、東京から2～ 3時
間で行ける高原の避暑地です。環境としては渓谷があり
牧草地があり、森があります。森は緩斜面で低い下草が
生えている明るい落葉広葉樹林という、極めて日本的では

ない森です。よく森のことをご存じの方から「下草刈りが
大変ですね」と言われますが、そんなことは一切していま
せん。そんな余裕はありません。
　事業規模は年間で約14 億円。年間宿泊者数が約4 万
5,000 人、年間来訪者数は約100 万人。環境教育展示施
設の入場者が年間で約13 万人、実際にプログラムを体験
している人は年間で約1万 7,000人です。
　キープ協会の環境教育事業は、25 年前から始まりまし
た。最初は専従職員が1人、人件費を含めて年間予算は
350 万円くらいでスタートしていますが、今はスタッフは
20数名で予算規模も40 倍くらいになっています。
　事業の対象者は子どもから指導者レベルまでで、学校
団体の受け入れや大人対象の指導者養成があり、最近は
企業の環境教育協働事業が増えています。少し前までは
都道府県の指導者養成や人材育成が多かったのですが、
最近めっきり減りました。予算がないのでしょう。
　環境教育事業の内容は、自然体験を中心とした環境教
育で、こういう座学ではありません。感性とサイエンスの
両方の視点を大事にしています。そして、自然を見つめる
目を育成することも大事ですが、社会に関わる意欲を育て

ることも大事にしています。ただ自然が好きな人を育てる
のではなく、「社長、うちもやりましょう」という人を育て
ているということです。

キープ協会と企業との協働事業事例

　キープ協会と企業とのコラボレーションは、①社員教育
との関わり、②社員ボランティア育成との関わり、③社外
向け事業との関わりの3 パターンに分けられます。①と②
は似ていますが、①は嫌々来る、②は来たくて来るという
違いですかね。

①社員教育との関わり

　荏原製作所との協働は、長期の新人研修のうちの最後
の2日間を担当するということで、自然体験や体験学習を
活用したプログラムをキープ協会で実施しました。間に人
材教育会社が入っています。これはもう10 年近く前に終
わった事業です。
　リコーとの協働は、環境対策部署の社員研修というこ
とで、自然体験や環境コミュニケーションの実習と講義を、
埼玉県の研修施設で実施しました。これは、残念ながら
１回だけで終わっています。
　一昨年から私達が頑張っているのは、NTT 東日本・
西日本との協働です。環境部署から各支店の ISO 担当者
の研修として、自然体験や環境コミュニケーションの実習
と講義を実施しています。NTT 西日本の研修は六甲山の
研修施設で、NTT 東日本の研修はキープ協会で行って
います。
　要するに、社員研修をとるのはハードルが高くて大変な
のです。

②社員ボランティア育成との関わり

　新日本石油（ENEOS）との協働では、森林環境教育を
切り口にした企業のボランティア活動リーダー養成をキー
プ協会で実施しています。ENEOSは全国に「ENEOSの
森」を持っていますから、そこでの活動のリーダーを育て
るという感じです。間にコンサルタント会社が入っています。
　NTTコムウェアとの協働は今年から始まったのですが、
社内環境リーダーの養成で、生物多様性をキーワードに自
然体験や森の中での環境管理実習と講義を実施していま
す。この企画はキープ協会とコンサルタント会社とで行っ
ています。来年は生物多様性年ということで、こういうこ
とを行う企業は増えていくと思います。

③社外向け事業への関わり

　NECとの協働は、もう14 年くらいになります。日本環
境教育フォーラムが企画し、企業が協賛をして、キープ
協会で実施するという形で、学生対象の指導者養成事業
を実施しています。修了生は600 名を超えていると思いま
す。また彼らは各地で様々な活動に取り組んでいます。こ
の研修のファシリテーターの西さんは記念すべき第１回修
了生で、こんなに立派になりました。
　トヨタとの協働は、もう7 年くらいになると思いますが、
トヨタの森を活用した森林環境教育による人材育成を行っ
ています。年に数回実施していますので、もう相当深い関
わりになっています。これはトヨタと日本環境教育フォー
ラムが共同で主催しており、キープ協会は企画と講師とし
て関わっています。トヨタの担当者は、この事業が始まっ
た98年から代わりません。この仕事にはこの人ということ
になれば、担当は代えません。
　サントリーは、子どもを対象とした自然体験教室を、工
場と工場周辺の森で実施しています。キープ協会は企画
の一部とプログラム運営、生活リーダーを担当しています。
この事例は2005年から始まっています。
　J-POWERは、新潟県のダムと周辺の森で、子ども、親子、
大学生を対象とした環境教育プログラムを行っていて、
キープ協会は J-POWERと協働で企画づくりとプログラム
づくりを行っています。これは2006 年から始めているの
ですが、前年から社員をお呼びして何度も社員向けに試
行して、ご批評をいただきながらつくりあげました。
　新日本石油（ENEOS）が行っている子ども対象のエネ
ルギー環境教育プログラムを、2007 年からキープ協会の
森を使って行っています。これもENEOSとの協働で企画
とプログラムづくりを行っています。

川嶋 直さん
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　NECとは昨年から、NEC世界子ども自然クラブを行っ
ています。これは子ども対象の自然体験プログラムを、海
を隔てたマレーシアとかブラジルの森ともインターネットを
通じて同時開催するというものです。これも、NECと協
働で企画とプログラムづくりを行っています。

キープ協会が企業との協働ができるわけ

　どうして企業がキープ協会と協働をしてくれるのかを考
えてみると、その理由には次のことが考えられます。
　やはりプログラムのミッションに適切な森があるという
こと、宿泊施設や研修施設、教育展示施設もあるというこ
とがあげられます。これらはキープ協会で事業を行う場合
での理由ですね。その他にもソフトとして、生物多様性へ
の具体的な取り組みの実績があり、アニマルパスウェイと
いう企業との協働の実例を目で確かめることもできること、
環境教育や生物多様性の講義や、プログラムを実施する
スタッフがいること、企画力＝企業への説得力があること、
などが挙げられると思います。

キープ協会が持っている
さまざまな企業との接点

　私達が、どういう風に企業と接点をつくっているか考え
てみました。
　1つはメディアへの露出があると思います。今日もたま
たま、新聞社から取材に来ていただいています。
　それから、ホームページやブログも一生懸命やっていま
す。これにはお金がかかりません。正直言えば、キープ協
会のホームページはイマイチなので、あまり参考にしない
ようにしてください。キープ協会が提供できるメニュー一
覧なんかも掲載しているわけですが、お金をかけないとこ
うなる、という例ですね（笑）。
　そして、皆さんはこれにお金をかけていると思いますが、
パンフレットなどの印刷メディアもあります。
　講演などもいろいろお呼びがかかります。私1人で、年
に10数回。
　それから、これがミソですが、大規模ミーティング
というものがあります。ピンと来ないかもしれませんが、
例えば 1987 年からやっている「日本環境フォーラム清
里ミーティング」は今年で23回になります。３日間の参加
費が 3 万 3,000円とけっこう高いのに、毎回200人以上が
来てくれます。また、昨年から川廷さんと行っているのが「つ
なぐ人フォーラム」。森や自然と人とをつないでいこう、と

いうことですね。
　そして接点として一番濃いのがキープ協会の主催事業
で、例えば年に2～ 3回行っている「環境教育プログラ
ム体験セミナー」は、1泊 2日のお手頃なものとなってい
ます。
　要は、テレビや新聞などのメディアでチラッとキープ協
会のことを知った人が、ホームページにメニューが詳しく
あるからダウンロードして、「沢山の人と知り合えるからと
大規模ミーティングに参加してみよう」となっていく。そ
のうちにキープ協会の主催事業では具体的に実施してい
ることをチェックしてくれて、来てくれるようになっていく
わけです。
　とはいえ戦略的にそうなったということではなく、25年
もいろいろ試行錯誤してきた結果、こうなったわけです。

現場を見せるのが一番強い

　NTT 東日本との協働事業は昨年の８月末に実施したの
ですが、実は打ち合わせをくり返すばかりで、なかなか決
めてもらえませんでした。私の方では一生懸命企画書を
書いて写真を見せたりしていたのですが、キープの写真
は森の中で楽しそうにしているものばかりで、どうも遊ん
でいるだけにしか見えないようなのです。
　「それなら、1泊 2日のセミナーを見に来てください」と
いうことになって、セミナーに参加してもらいました。森
の中でプログラムを実施し、夕飯を食べて、どうですかと
聞くと、「川嶋さん、分かりました。もう決めました。さっ
き出会ったばかりでこんなに仲良くなったり、分け隔ての
ないオープンなコミュニケーションができるのは、これは
きっと森の力だし、キープ協会の人達の力だと思う。こう
いうコミュニケーションの場をつくりたいから、絶対ここに
連れてきます」と言ってくれました。やはり現場を見せる
のが一番強いということです。

接点の先にきちんとしたものを
つくっておくことが信頼につながる

　企業は何を基準に、信頼できるパートナーを判断するの
かということです。
　私は、よく企業の方から「どこのNPOが信頼できますか」
と聞かれますが、「そんなの、どこの企業が信頼できるの
かということと同じです」って答えています（笑）。誰もが、
企業は信頼できるとどこかで思っているのですが、現実
には、どんな大規模な企業だって一寸先は闇の時代です。

だから、残念ながら基準はありません。
　企業が見ているのは、「組織の実力」と「事業実施する
実力」です。これらはニアリーイコールですが、事業を実
施する実力があっても組織自体が危ないというところもあ
りますから。では、その実力を測る「ものさし」はどんな
ものがあるかというと、現場で体験をするという「ものさ
し」、実績を見るという「ものさし」であるわけですが、こ
れは大した「ものさし」ではないのです。
　結局、先ほどお話しした「接点＝タッチポイント」と
いうのは、「出会った」だけです。やはり、私達は企業に
とって意味のある事業をしなければ仕方がないのです。も
ちろん、企業にだけ意味がある事業をやるつもりはあり
ません。自分達にとっても、社会にとっても意義があると
いうことです。それはつまり「創造する」ということです。
接点ができれば「OK」ではなくて、接点は出会いの機会
でしかないので、その先にきちんとしたものをつくってお
かなければならないということです。

信頼される仕事は顔が見える。
地域の顔をつくっていくことが大事

　そしてまた、信頼される仕事は顔が見えるということは
言えると思います。トヨタとかリコーとか、環境セクション
のコーディネーターは10年近く異動していません。そうす
ると、やはり○○会社の「その人」が信頼できるから、そ
ういう企業と一緒に事業を実施することになるということ
はあります。
　皆さんのように行政関係だと、異動はどうしても避けら
れないとは思いますが、地元にいるNPOや、顔が立てら
れる人が必ずいるはずですから、そういう人をしっかりと
つかんでいかなければならないのではと思います。つまり、
地域の顔をつくっていくことが大事なのではないでしょう
か。そういう人を皆さんが上手にコーディネートできれば
いいのではないかと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・西　　川嶋さんが森づくりコミッションの立場ならば、
どんなつなぎの仕掛けをつくりますか。
・川嶋　最初は、ちょっとした体験のできるところ、東京
だったら新宿御苑とか明治神宮とか代々木公園といったと
ころに地域の面白い人を引きつれて行って、そこで企業の
人達と直接出会う機会をつくります。もちろん夜の飲み会
もいいけれど、やはり昼間は太陽の下で（できれば自然の

中で）会うのがいいのではないでしょうか。とにかく、皆
さんらしい出会いの機会をつくってみることだと思います。
　　「そこまでやるのはまだ先だ」ということならば、清
里ミーティングなどの既存のものを利用すればいいのです。
そこで展示ブースを出すことだってできるわけです。
　先週は、立教大学で「森林と市民を結ぶ全国の集い」
というものがありましたが、そういう場に出掛けていくのも
いいでしょう。全国から人が集まりますし、企業の人も来
ていたりします。「情報を待っているのだけど、誰も来な
いんだよな」と言っていたって、何も起こりません。まず
は自分が出掛けていかないといけないと思います。
　とにかく、待っているだけでは絶対にダメです。出会う
機会があるところに出掛けていくか、もしくは自らつくるか
です。つくるのは大変ですが、絶対に見返りはあります。

・西　　逆に、企業の森づくりとセットで環境教育をする
こともあると思います。例えばキープ協会にそれを依頼す
る場合、こんな依頼のされ方は困るとか、希望的なことは
ありますか。
・川嶋　例えば「木を伐り倒す技術指導をして欲しい」と
か、私達の得意でないことには応えられませんが、私達に
できそうなこと、面白そうなことは、なんでもお応えします。
　ただし、いつもキープ協会だけで動くことは考えてい
ません。もう20 年もネットワークづくりをしていますから、
お陰様で全国にお友達がいます。その地域の人達とキー
プ協会で一緒にやろうか、といった形になると思います。
実際にそういう形での環境教育を行っているところは、日
本中に沢山あります。最初のきっかけにはキープ協会が出
掛けていって地域の人と一緒に行って、次からは地域の
人に実施してもらうといった形も、1つの方法ですね。
　あえて、やりにくいと思うのは、滅多にありませんが、「と
にかくお願いしますよ」みたいな丸投げです。そういうと
ころは、実施した後に「いや、そうじゃなくて」とか言っ
てきがちです。「だから一緒にやろうって言ったじゃない」
ということになってしまうわけです。向こうは伝えたつもり
でも、こちらには何にも伝わってこない。それは良くない
ですね。

・Q　　一度、キープ協会に行ってみたいと思うのですが、
何がお薦めでしょうか。
・川嶋　やはり1泊 2日の「環境教育プログラム体験セミ
ナー」がお手頃でお薦めです。また、「つなぐ人フォーラム」
は9月に、「清里ミーティング」は11月に開催する予定です。




