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災害から命をまもるふるさとの森づくり
－神奈川県から世界へ－

横浜国立大学名誉教授

(財)IGES 国際生態学センター長 宮脇 昭

主催：神奈川県自然保護協会 共催：藤沢市

後援：神奈川県 川名自然フォーラム 鵠沼景観まちづくり会 鵠沼の緑と景観を守る会

湘南の散歩道をきれいにする会 藤沢市自然環境懇話会

はじめに

私は生態学者で、今まで六十数年生き物の環境との関係

を現場で調べてきました。

東日本大震災が起きたとき、私はインドネシアのジャワ

島で、インドネシア政府に依頼されて国有林の調査をして

いました。インドネシアというのはご存じのように 特に

ジャワ島はジャワ原人が出てきたように文明の非常に古い

ところです。

人類が出てから 500 万年。その内 499 万年は森の中で
猛獣におののきながら、森の木の実や、海岸の貝や海藻を、

川の小魚を捕って生き延びてきました。

残りの 1 万年の文明というのが森を破壊して都市を作
ってきたわけです。ところが世界の文明、メソポタミアも

エジプトもギリシャもローマ帝国もそして、ジャワも土地

本来の森は失われて、文明は滅び、そして民族のポテンシ

ャリティまで劣化したのではないかと言われる状態です。

東日本大震災

私たち日本人はこの地震国日本ではおそらく何十回もあ

ったであろう、自然の揺り戻しである、台風、地震、津波

に生き抜いて、兎に角今日まで生き抜いてきました。

地震があと帰って現場を調べました。現場はこの世の地

獄と言われるような姿でした。釜石なんかは大丈夫だと思

って築いたギネスブックにも登録しようというような、63
㍍の防潮堤が壊れたところも倒れた所もあり、10 ㍍の津
波のエネルギーが 20 ㍍にもなって、最終的には 980 人で
すか、瞬間的に命を亡くしたわけであります。

私たちにとって何が大事であるか、それは命なんです。

他のものは金も物もエネルギーもいくらでも代替がきき

ます。しかし命を生き返らせることは絶対できません。

その命の尊さ、素晴らしさ、はかなさが忘れられて派閥、

集団が目先の欲望でがたがたしている現代に、2 万人の人
の命を奪ったわけです。

過去には各時代の法律や条例にとらわれないで、危機を

チャンスとして人類は何百回や何千回もあったであろうそ

のような被害に耐えて生き延びています。

今、亡くなった方を弔うと同時に、生き残った方がどの

ように生き延びるか、考えたいと思います。

現代のこれほどあらゆる情報がコンピューターにインプ

ットされた時代に誰も壊れることなど予測しないでいた、

死んだ材料：コンクリートで作った堤防やあるいは防潮堤
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はひとたまりもありませんでした。

もしあの震源地が 100 ㎞南に来ていれば、おそらく皆
様は今ここにいらっしゃらないと思います。被災地では川

沿いに数㎞も入って、大丈夫だと思っていた方まで亡くな

っています。

この湘南海岸沿いは、今晩かも 10年先かも、あるいは 30
年先かも知れませんが、必ず来ます。だから地震が来た時

すぐ逃げ延びられる方法を考えなければ、死んでしまって

は終わりです。ではどうしたらいいか。

命の森で防潮堤を作ろう

がれきは廃棄物か？

私は、東北で南北 300 キロわたって、津波で発生した
がれきを地球資源として土と混ぜながら命の森を作り、亡

くなった方を弔う鎮魂の続けようと提案しています。

ところがこのがれきは産業廃棄物で、産業廃棄物は燃さ

なければいけないと言われました。

ところが 2 月 26 日に環境省の事務次官から、がれきを
使った防潮堤の話をしてほしいと言われ、環境省で 3 時
間話をしました。最後に私はこのがれきは本当に産業廃棄

物ですがと聞きました。産業廃棄物担当の課長補佐は、「先

生、がれきは産業廃棄物ではありません。これは普通の家

庭から出る一般廃棄物と一緒ですから、地元の皆さんと相

談しながら前向きに進めてください」と言いました。300
人近くの参会者が拍手喝采して終わりました。

ところが後で新聞記者などが行って聞きますと、その細

川課長補佐はその時の雰囲気に押されておっしゃったのだ

とか。後で自然保護局長に言ったら法律では家庭廃棄物も

焼かなければいけないことになっているからというわけで

なかなかうまくいかないわけです。

その後、民主党の岡田幹事長に話したり、細川元総理が

協力を申し出てくださって、おかげで三日前に野田総理大

臣のところに行ってトップダウンでやってほしいとお願い

しました。そして昨日は、これも細川さんの力があってで

きたのですが、平野復興大臣に会いました。

皆、トップは良いのですが、それに官僚の部課長が付い

てきていて、なかなかそうは行かないのですと言います。

ドイツなんかでは焼くことは禁止しているのです。この

木質の資源には、特に今回はこの中には亡くなった方の遺

品があるかも知れないし、生き残った人が今日まで何年も

何十年も、何世代も中には住んでいた、皆さんが生活して

いたものががれきになっています。それを産業廃棄物だ、

いや家庭から出る一般廃棄物だから焼かなければいけない

ということはどういうことかと思います。

焼けば温暖化の原因の炭酸ガスが発生します。

植物の根は息をしています。土が硬くては生育できない

のです。従って、これを土と混ぜながら南北 300 キロの
森を作ろうと私は提案して、何とか皆さんのお力でやらせ

たいと思っています。

分別は終わっているがれきはたくさんあります。例えば

南相馬という、6 万人しか人口はいない市ですが、がれき
の分別だけで去年 100 億、今年 100 億、来年 100 億の予
算が付いています。市長はぜひやりたいと言いますけど、

担当部課長はいやいろんな手続きがありますから 2 年待
ってくださいと言います。2 年待てば全部焼かれてしまい

ます。そういう意味で、今私たちはできるところからやら

なければいけないわけです。

私の提案は、土を掘り、派生土とがれきを一緒にほっこ

らと混ぜて、場所によって広かったり狭かったりしますけ

ど、理想的には東北ではもう使えない場所があるのですか

ら幅 100㍍高さ 22メートルでマウンドを作ります。

いのちを守る森の防潮堤断面図

潜在自然植生の多様な森

（高さ 20～ 30ｍ）

盛土 22 ｍ
（造成地の切土やガレキを活用）

100 ｍ

今大騒ぎしている、神奈川県にも押しつけられているが

れきを全部使ったとしても､国交省の森づくりをやってく

ださった方たちの計算によると、南北 300キロの 4.8％に
しかなりません。

で、そこに国民運動、国家プロジェクトとして、土地本

来の木のポット苗を混植密植します。大きな木を植える必

要はありません。だいたい南北 300 キロ全部やっとして
も 9 千万もあればいいです。小さなポット苗で管理費が
いりません。

なぜ松ではないのか

じゃ、何を植えるか、林野庁は今でも松と言います。

湘南海岸は白砂青松だと言います。何故松にこだわるか、

私は何故そう言わないかというと、植物の進化の中でマツ

は後から出てきた広葉樹に押されて、尾根筋や岩場や水際

に部分的に残ったものです。

私たちが調査した結果では自然の森は釜石の北の大槌町

あたりから南の太平洋岸では、海抜 700 ｍか 800m あた

りまでは照葉樹林のシイタブカシ林、その上はブナや、ミ

ズナラ林です。マツやスギ、ヒノキ、カラマツはその境の

岩場の厳しいところや水際に部分的に生えていました。

日本人は縄文時代の終わり頃から大々的に、定住生活を

始め必要でありますから、どんどん自然の森を破壊しまし

た。

マツは、陽性で海岸のような日の当たるところでよく育

ち、風媒花でどこでも飛んでいき、そのため裸地に最初に

出てきます。海岸にはクロマツや内陸にはアカマツが、或

いはしょっちゅう切っているところは落葉樹のクヌギ、コ

ナラ林になっています。だから皆さん気がついた頃には確

かに松は海岸にあったのです。

岡山・広島・山口・島根・鳥取の 5 県の中で詳しく調
べた例では、今あるマツは本来の松のポテンシャルな領域

の 250倍以上に増えています。
火が入れば燃えてしまうし、虫が来れば松食い虫で、し

かもモノカルチャー（同じものばかり植えている）だから

早く過熟林となり、生物は弱ると子どもを増やそうとする

ので、よく花が咲いて、花粉病で皆さん苦労することにな

ります。

白砂青松で松以外はだめというので税金をかけて折角育
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ったものを全部切ってマツだけにしていたものですから、

仙台平野の津波ではあっという間にこういう状態になりま

した。

倒れただけなら良いのですが、これは根が浅いので、千ｍ

も､二千ｍも残っている家や住宅と共にも多分人間も、全

部押し流して、帰りの波はまた倍になりますから一万人近

い人を海に流しました。

ごらんのように根の浅いマツはあっという間に流れてし

まいます。ところがマツが流れた後には土地本来の本物の

潜在自然植生の主木のシイの木やタブノキやカシの木の子

分に当たる常緑のマサキやトベラが残っていました。

私が今まで全国 3800 キロを調べた結果ではクロマツが
海岸で残っているところは 2 カ所ありました。一つは関
西電力の御坊火力発電所、宮脇の森で見事に囲まれていま

す。外から見ればマツですが、中を調べると土地本来の、

私の言葉で言えば人間の影響を全部ストップしたときの潜

在自然植生の主木のヤマモモやタブノキやシイの木やヤブ

ツバキやモチノキの常緑広葉樹があり、その上に乗っかっ

ているからマツも育っているわけです。

土地本来の木は厳しい環境に耐える

南三陸は町長以下亡くなったところで大変なところです

が、タブノキの 10 メートルぐらいまでいろいろな物が引
っかかっているのでここまで津波が来た事が分かります。

本物とは厳しい環境に対して長持ちする物であります。

ごらんのようにコンクリートの場合にはエネルギーを倍

にしますが、この土塁のような斜面の場合には土砂が削ら

れていますけど、この森には隙間がありますから、波のエ

ネルギーが半分に減る。波砕効果といいます。

多賀城は仙台の少し南ですが、今から 10 年前、イオン
の岡田名誉会長が、ちゃんと鎮守の森を作れというので、

ここは幅 2m、がれきを、建設廃土を入れてマウンドを築
いて 30 ㎝のポット苗を植えました。今ではタブ、スダジ
イやシラカシがこんもりとしてこのように残っています。

これをずっと拡げてやればいい。

私たちの提案はがれきを土と混ぜながらマウンドを築き

ます。がれきは 10 ％～ 20%です。そこに大きな木は植え
ない、土地本来の主木を国民運動として皆さんが植えてい

ただければ、最初の 1、2 年は根が張るまで時間がかかり
ますが、三年経ったら"one year one meter" 1年に 1m育
って、これが 20m のマウンドなら 20 年で 40m になるわ

けです。

福島の原子力発電所でも私たちは提案して海側にこのよ

うな森を作れと言ったのですが、関西電力も東京電力も九

州電力も沖縄電力も火力発電所ではやったのですが、原子

力は炭酸ガスを出さないので結構ですと言って結局作らな

いことになりました。

もし海岸沿いに防潮堤を作ってその後ろに 30m のマウ

ンドを作ってそこに更に土地本来の 10年経てば 10mにな
る森を作っておけば、結果論で分かりませんですけれど、

水をかぶってだめになることはなかったと思います。

緑の壁ができれば波をそぐ効果があります。そうすると

少々かぶってもあれだけ世界を揺るがすような被害が出な

かったんじゃないかと思います。

始まった命の森づくり

石巻市立北上中学校の校長がぜひ協力してほしいという

ので主木を中心にした森づくりを最初にやりました。トッ

プが動けばできるわけです。

土を掘りまして、そして災害に遭われた皆さんにがれき

をリヤカーで運んでもらい、毒になるものはどけ、使える

物は使いほっこらほっこらと混ぜる混ぜる混ぜるしてマウ

ンドを作ります。

よく言われますが皆さん（有機質のがれきが）発酵熱を

出すのではないかと言いますが、せいぜい 5%か 10%です
からそうはなりません。根は息をしていますから隙間が大

事です。マウンドを築くのはこのためです。こういう状態

で去年の 5 月、雨の日でしたけど、中学生たちと 30 ㎝の
小さなポット苗を植えました。友達が亡くなったりお母さ

んが亡くなったりして落ち込んでいる中学生が、静かにし

かし夢中でこうして 10 本、20 本と植えてくれました。中
学 2 年生のあるお嬢さんはお母さんがこの下の小学校の
理科の先生で亡くなっています。非常に落ち込んでいたの

ですが木を植えながら初めて笑いました。

木を植えると言うことは単に命を守ることだけではな

い、心に木を植えること、そして明日を植えることです。

そして敷藁して、打ちひしがれていた中学生もこの木と

共に未来へ育つ希望を持ちました。

湘南の海岸林

じゃあ湘南海岸はどうか。

マツが何回植えてもだめであるということで、長洲知事

の時代に提案しました。

その時は議会でいろいろ意見が出て、今でも覚えていま

すが、3月 10日に第 1回目を植えました。ちょうど 4月 12
日が選挙で、県議会で 3 月 10 日にと言ったところ野党か
ら木を植えるのは良いが、時期が悪いと言うのです。

そうしたら長洲さんが、「私の都合も良くないのですが、

ある生態学者が一番良い時期だからというんで決めまし

た。」と言ってくれました。そして国会議員もきて植えて

いただきました。シイ、タブ、カシ、その子分のアオキ、

ヤツデ、ヒサカキを植えますと、上のマツまで結構育つわ

けです。生物社会は一人ではだめなんです。いやなやつと

でも我慢しながら自分のために生きていく。多分、ご家庭

でもそうでしょう。

マウンドを築かないでいきなり植えました。この場合マ

ツはどんどん枯れていきますが、カシやシイは、あるいは

タブノキは時間をかけてゆっくりと育っています。こうい
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う状態で、マツは枯れても下は育つので今ある物は殺す必

要はありません。しかし植える種類は土地本来の台風にも

火事にも津波にも耐えるものです。

日本の各地で

豊橋の埋め立て地で当時の新井港湾局長が、ぜひ宮脇先

生の方式でと言って皆さん反対なのにマウンド（土塁）を

築いて植えました。マウンドにしてある森だと少々津波が

来ても､隙間があるから波のエネルギーを半分に減らすわ

けで波砕効果があり十分対応できるわけです。

愛知県の三河工事事務所では当時 11 万本植えました。
タブノキ、アラカシ、スダジイ、あるいはクスノキ、ヤマ

モモ、ヤブツバキ、ヒメユズリハ、を 30 ㎝のポット苗で
植えたのが森になるので、管理費はいりません。

40年前に酒田市で大火事で 1700棟焼けました。本間家
にはタブノキが 2 本あって火がそこで止まりました。我
々の調査結果を踏まえて、もう日本海側の北限に近いので

すが火伏木としてタブノキ 1 本、消防車 1 台というかけ
声で植えてもらったところです。

今では遊歩道ができ、国立公園に指定されました。

千葉県君津の新日本製鐵埋め立て地では、建設廃土を使

って 30m のマウンドを築き幅 100m で植えました。マウ
ンドはだんだん分解され、今 25m 位になっています。木

は 20m 位になって全部で 40m 位の緑の壁ができていま

す。中はどうなっているか。様々な種類や大きさの木がた

くさんあります。

今度の被災地でもこれがあれば 1 万人が流されてきて
もちょっとつかまれば、1 分間で水は引きますから命は落
とさずに済んだはずであります。

これは南川環境省事務次官もおっしゃっているように、

国立公園、世界遺産として多くの人が危機をチャンスとし

て資源のない日本が作った世界に誇る森の万里の長城とな

ります。

私は東北地方、南北 400 キロをできるところから、日
本列島 3800 キロの海岸沿いにでは、特に湘南海岸は一番
危ないところであるから、皆さんのお力で是非できるとこ

ろからやって頂きたいと思います。

全部いっぺんに出来ないかも知れません。やれるところ

からやりましょう。10m か 30m くらいでも森で囲まれた
ような状態にできているところもあります。

鶴見の海岸沿いに横浜市が北部第二下水処理場を作る計

画が住民の反対で 10 年間できませんでした。市長が先生
何か良い方法はないかと言うので行きますと建設廃土のが

れきがいっぱいあります。それを焼いたり捨てたりしよう

としていました。

そこで、周りに深さ 1m 幅 6m の穴を掘らせ、土と混ぜ
ました。根は生きていますので、隙間が大事、酸素が大事

です。そこにマウンドを築き皆さんでポット苗を植えて敷

藁をしました。2 年経てばしっかり成長を始めるので後は
自然の管理に任せればいい。大きな木は 5 万円で植えて
も頭から枯れていくわけです。こちらはほっといても 5
年経てば 4m、そして 10 年経てば立派な森です。鶴見の
市民たちは下水処理場をはじめいやがっていました。下水

処理場ができていわゆる宮脇方式、生態学的な方法でこの

シイタブの緑の壁ができたから後は高潮でも津波でも大丈

夫とむしろ喜んでいます。危ないとことは隠さないで、積

極的に命の森づくりに使って頂きたい。

東日本大震災で液状化問題でヘドロが出てきて大変だっ

た浦安市の松崎市長が先生協力してほしいと言って来まし

た。私は偽物は相手にしません。あなたは本気でやります

かと聞いたら絶対やるということで、寒い昨年の 12 月 18
日にポット苗を植えました。

処置に困った吹き出したヘドロ、本当はヘドロというの

は地球資源なんです。ごみじゃないんです。いろんな養分

になる有機物が混ざっています。これを土と混ぜてマウン

ドを築き、海側に植えました。本当に、県民・市民は夢中

で植えてくださいます。

行政は市民の力をうまく利用しなければいけません。植

えた後松崎市長は昨日も電話をかけてこられました。

ディズニーランドのあるところは全部海抜 0m 地帯で

19 キロあり、続けてやりますということで、毎年やらせ
ていただきます。

横浜国立大学はゴルフ場跡に統合したのですが、若僧だ

った私は新しいキャンパスの緑の責任者にされたんです。

そこでここに森を作ることを提案しました。文部省はそ

んな金はくれないので、みんなで金を出し合ってやりまし

た。横浜市は土が余っているからその土をもらってほっこ

ら、ほっこらと盛り上げました。根は息をしています。そ

こに何を植えても良いのではない、偽物なら植えない方が

良いのです。

ここでは土地本来の潜在自然植生の主木のタブノキやシ

イノキ、シラカシ、アラカシ、ウラジロガシ、できるだけ

多くの種を生物多様性を維持するために植えました。

森を壊した歴史と、鎮守の森

どうか広葉樹の森を作って頂きたい。なぜ森にこだわる

か、世界の文明は森の中からできてきました。

しかしメソポタミヤやエジプトもギリシャも地中海地方

もみんな森が破壊されました。それは台風地震津波のせい

ではないんですよ。

ドイツ語では森の下にはもう一つ森がある、Der wald
unter der wald（デア バルト ウンター デア バルト）

という諺があります。一見邪魔者に見える下草や低木は上

の森を支えているの下の森です。肉食人種の彼らは有史以

前から家畜を放牧して林内の下草、下の森を全部破壊しま

した。
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そしてそれは、日本の行政が税金をかけてやっている芝

生公園の原型であります。緑の表面積は森の 30 分の１し
かなく、防音機能も集塵機能も空気の浄化機能も、況や炭

素の吸収固定機能も何百分の１しかありません。

これはエコロジカルに問題があるだけではなくて、亜熱

帯と言われる藤沢或いは東京以西の夏の暑さの中で、冬は

冬で北風が吹き抜ける、この芝生では我慢できません。

それでは 21 世紀の世界に誇る命を守る都市の森とは何
か。世界で一番発展している都市、ニューヨークのど真ん

中にセントラルパークがあります。命を守る森とはこのよ

うな火事や地震や津波に対して命を守る防災・環境保全機

能がある、冬は北風を防ぎ、夏は皆さんがこの中を散策す

る、こういう森です。

もちろん日本ではこんな大きな森はできないかも知れな

いが、藤沢の皆さん、木を植えるところがないとは言わせ

ません。3 本植えれば森じゃないですか。5 本植えれば森
林です。3本 5本植えられないところはないです。

家畜の放牧によってヨーロッパも世界も中国も中国もみ

んな森が破壊されました。私たち日本人も数千年この方、

森を破壊して田んぼや畑、家も作ってきたわけですが必ず

鎮守の森を作ってきました。この境内こそ嬉しいときも悲

しいときも、ここで喜び、悲しみ、あるいは弔い、癒し、

万一火事や地震の時は逃げ場所逃げ道になります。

シイ･タブ･カシは深根性、直根性で根が５ m も６ｍも

地中に入ります。そして冬も緑で火伏木になります。こう

いう森を皆さんの先人は新しい集落や土地に必ず作ってき

ました。この森こそ命を守る森であります。

皆さんの先達には智恵者がいまして、神社、お寺を作っ

て、この森を切ったら罰が当たる、この水源地にごみを捨

てたら罰が当たると宗教的なたたり意識で森を残してきま

した。

それが現在はどうなっているか、緑が如何に虫食い状態

であるか、本物の森が如何に少ないか。

今、人間の影響がストップしたらどうなるか、これを私

たちの専門の潜在自然植生と言います。この神奈川県の藤

沢から海岸～海抜８００ｍまでは 960 万の県民が全て消
えたとするならば、照葉樹の森で覆われます。だから照葉

樹林文化と言います。それではこの命の森が、文化の基盤

の照葉樹林がどれだけ残っているか。このポテンシャルの

領域には１億２千万の全国民の 92.8%が住んでいますが、
二次林も含めまして本来の森の僅か 0.06%しか残ってない
んです。もしこの森があったならばあの不幸な大地震でも

十分対応できたはずであります。

昔の我々は、時には落ち葉が落ちても日陰になっても我

慢しながら屋敷林や集落林に守られて、限られた島国で必

ず襲う自然災害に耐えて何千年も生き延びてきたわけであ

ります。

神奈川県のヘリコプターから撮った 10 年前の湘南地方
の写真があります。

一時的に人口が増えて刹那的に欲望が物質的に満足でき

るようになったかも知れませんが、死んだ材料だけででき

た住宅砂漠で生まれ、セメントだけでできた学校で学び、

セメントと石油化学製品でできた、工場で働いている人達

が、いつまで健全に生き延びられるのか。

市民たちは当然のこととしてここで緑化を要求してきま

した。行政が、会社が 1 本何万円も何十万円もする、木
を植えました。皆さんの顔を見たら百万というかも知れな

い、値段はないに等しいのですから、しかもそれは今は全

て 1 年補償なのです。1 本３千円で 3本植えれば１万円に
なります。

電柱と違います。大きな木を植える必要はありません。

大きくなる力を持った、土地本来のもの、主木を取り違

えないで、三役も取り違えないで植えます。では一体どう

したらいいか、私の提案はこうです。

どのような木を植えるか・・・潜在自然植生

最高の技術によってできる工場も発電所も住宅も本物の

命の森とのみ共生していけるという、皆さんと共有した哲

学を共有して命の森を作っていただきたい。

私が徹底的に現場にこだわって書いたのが日本植生誌全

10巻です。朝日賞を頂き、紫綬褒章を頂きました。
ここに書いた緑の現状を見ると、ほとんど偽物です。ど

うしたら本物が分かるか、それは通うことです。現場現場

現場です。そうすれば住宅砂漠の中でも必ず小さな祠や屋

敷林などが何か発信しています。

冬調べますと、雑木林では落葉樹のクリ、コナラ、エゴ

ノキ、ヤマザクラは葉を落としてしまっています。しかし

その下には、下草を刈るなど手入れをしなくなったので、

土地本来の潜在自然植生の主木のタブノキやシイの木やカ

シの木やそれを支えるアオキやヤツデなどが出ています。

こういうものを総合して、もし人間の影響がストップし

たら、素肌素顔の緑は何であるか分かります。

この潜在自然植生は、台風にも地震にも津波にも山崩れ

にも生き延びる、本物の森を作る場合の科学的な脚本です。

その脚本無しではできません。

大事なことは木の種類を選ぶことです。偽物は植えない

方が良いわけです。土地本来の主木を目的において選びま

す。

どのように植えるか

直ぐ皆さん大きな木を植えたがります。千葉県の砂防課

長が海岸は何が良いかと言うからタブノキが良いと言った

ら先生タブノキを植えたら頭から枯れましたと文句を言っ

てきました。5 万円で 5m の木を植えたのが掘ってみると
根が腐っています。空気中には千分の 20酸素があります。
水中は千分の 4 しかないんです。ですから十時間以上不
透水層ができたり、たまり水があると酸欠で根が腐ります。
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残った根で吸った水分と地上から蒸散する量のバランスが

崩れると死にますから、生き延びるために自分から頭を枯

らしているわけです。だったらこんな大きな木を植えるよ

りも大きくなる力を持った苗を植えるべきです。

タブの木のポット苗は自分で作ればただですし、買って

も 150円か 300円です。
ポット苗には根が充満していてその日から育つわけで

す。この藤沢あたりでは 7 月の末にタブノキの種が落ち
ますから拾ってポット苗を作っていただければいいので

す。もちろんこ

この苗を遠くに

持って行くこと

はできません。

遺伝子とか何と

か言いますから。

この湘南地方で

はどこに植えて

も良いわけです。

街の中の緑

1995年 1月 17日、私はボルネオの熱帯林の調査に行っ
ていた時、神戸市で多くの人が死んでいると CNN のニュ
ースで知りました。直ぐ帰って、関空からヘリコプターで

見ました。最高の技術と金で作った鉄もセメントも石油化

学製品もあの忌まわしい空襲の後と同じであります。

ところが小

さなポケット

公 園 が あ っ

て、そこには

一列土地本来

のカシの木や

シイの木があ

るところがあ

って、一時的

に逃げ場所、

逃げ道になっ

ています。

死んだ材料だけでできた構築物では命は守れません。そ

れも大事ですが生きた材料をどう使い切るかです。何百億

円かけたご自慢の高速道路も新幹線もこういう状態。とこ

ろが、私が現地調査した結果では鎮守の森だけは一本の倒

れていない、焼けていない。社はだめになっています。鳥

居もだめになっています。これば日本人の英知でありまし

た。長田区の場合全部だめですが、一列アラカシの並木が

あって、1.5m の小道があればそこで火が止まっているで
はありませんか。この程度の樹林帯で一時的な応急住宅が

できています。

6 千人近い人が神戸市でなくなりました。ところが少し
木陰になっています。落ち葉が落ちても家のすぐそばにカ

シの木があるところは、そこで屋根が引っかかって隙間が

できて逃げ出すことができたはずであります。いま、やっ

と一部ですが、小学校の校長引率で高速道路沿いにこうい

うようなポット苗作り、宮脇方式でやっています。もしあ

の倒れた高速道路沿いに神戸市が 10 年前にこのポット苗
を植えておけば 10年 10mの森の帯ができています。そう
しますと、高速道路が仮に倒れても森の上に軟着陸するか

ら上のドライバーは命を落とさずに済んだわけでありま

す。高速道路も作らなければいけない、同時に人間の命の

共存者としての生きた緑の構築材料をどう使い切るかが勝

負であります。

関東大震災のことをご存じですか。これは国会図書館に

当時の土木学会誌があってそれを調べた結果であります

が、今の墨田区にあった陸軍被服敞跡に 4 万人逃げ込ん
でわずか 30 分で 38 千人、95 ％が亡くなっているわけで
あります。2 キロ離れた岩崎別邸で、今の清澄公園では 2
万人が誰も死んでいないわけ。どういう差があったか、一

方は板塀で囲まれていました。2 キロ離れたこの深川岩崎
別邸では今でも立体的なシイタブカシの緑の壁ができてい

ます。ここに逃げ込んだ 2 万人はだれも死んでいない。
こういう事実があるにもかかわらず、なかなか消防車何台

とかいう、ハードなことは皆さん机の上で防災会議などで

作り上げますけど、生きた命の構築材を使うことは知らな

いのです。エコロジーのノウハウがないからです。

そしてどうせ木は大きくなったら死ぬんですから、ドイ

ツの林業のように 80 年伐期、120 年伐期でその時期にな
ったら大きいのから丁寧に抜き切りして、焼かないで家具

や建設資材に使えば地域経済と共生できます。

このくらい経つとケヤキは 1 千万で売れると林野庁の
皆川長官たちが言っていました。

杉の木やマツは切ったらまた植えなければいけません

が、土地本来の木は下でいっぱい待っていますから植える

必要はありません。

地域的には命を守る防災環境保全林、これの乾燥重量の

50 ％は炭素ですから地球規模では温暖化を抑制し、いろ
いろな種類があるので生物多様性が充実する、管理費がい

らない、次の氷河期まで 9 千年残る命の森づくりを私は
提案しているわけです。

どんなところでも植えられる

これは横須賀の久里浜高等学校を作る

ときに、県や市が反対したのを私はこ

ういうところに植えようとやったわけ

です。まず上から表土を落として、こ

こにいぬ走りを作りまして、そこにシ

イタブカシのポット苗を植えます。2
年経ったらこういう状態、根が岩盤に

割って入ってねが２ｍ、3年半経った 4
月の 29日、上はこうなっているわけ。
下はどうなっている。根は隙間を通っ

て４ｍ入っている。生きた根で岩盤を

抑えているわけです。ご存じのように

横須賀は昭和 48 年頃から台風の度に
人が亡くなっていたから、崖崩れで、

今はこういう状態でびくともしないわけであります。

毎年、皆さん一緒に植えてくれるんですが、この中で大変

感動しましたのは、
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あるお嬢さんは物も言わない、笑ったこともない、先生や

友達やお父さんも一緒に是非木を植えるのを見に行かせて

くださいと、私はぜひこの子に植えさせていただきたいと、

植えられません、いや植えレルというのでこの を植え

させました。生まれて初めて笑ったと皆さん喜んでいた。

木を植えるというのは命を植えること。心に木を植えるこ

と。そして明日を植えること。その辺のトータルなｓ

をご理解いただきたいと思います。

人口の多い豊島区で、植えるところがないところに植え

れば世界に発信できるではないかと、それには学校がある

ではないかと、３１の小中学校で一万本植えてもらいまし

た。生まれて初めて子どもたちに命の尊さ、はかなさを木

を植えながら理解さす、皆さん夢中で植えてくれます。水

をやりすぎない方が良いんですが、みなさん休み時間に水

をいっぱいやるぐらい熱心で、中学生なんか更に本気でや

ってくれました。このようにして命の森づくりを足下から

することができます。木を植えたことのない校長が命の尊

さを教えきれますか。

東京の校長会議でも言ったんですけど、どうか自分で自分

の命を守るためにこのような森づくりをやってもらいた

い。10年経てば、こういう状態になります。

海外でも

子どもたちの未来に今すぐできること。誰がやっても 10
年経てば立派な森になります。そのノウハウを海外でもブ

ラジルでもボルネオでも破壊されたところに私たちは

1970年代から植樹しています。

焼き畑なんかでだめになっているところに、新しい森づ

くりをしています。例えばボルネオなんかには四十数種類

のフタバガキ科という種があります。３０ｍぐらいの木に

登って種を取り植えますが、なかなか芽が出ません。

奮闘の結果最終的には 210 種類、40 万本のポット苗を作
りました。

森林を伐採した後残ったものは全部地球資源です。業者に

任せれば焼きます。これを全部土と混ぜます。毒以外は捨

てるものは一切ありません。そうしてほっこらとマウンド、

これが大事なんですよ。マウンドを築きます。根は息をし

ています。そこに 1200 人で 6 千本植えました。植えた直
後のようす。同じところが 8 年経てば立派な森になりま
す。混植密植して競り合い効果で育ちます。

土地本来のふるさとの木のふるさとの森ができていま

す。

アマゾンでも。ここにはほとんど原生林はありません。

やっと見つけた原生林、これは人間社会もそうですが、健

全な生物社会とは老大木から若い木までいろんな種類のい

ろんな生き物がいがみ合いながらも少し我慢して共に生き

ている。老大木を全部切っても若木を全部切ってもだめで

すよ。この森はびくともしない。ところが焼けば一晩でな

くなります。これが今のアマゾンであります。

そこで私たちは、ここで主木のポット苗を作らせまして、

日系企業の皆さんも協力してくれて、ほっこらとマウンド

を築きます。

そこに地域の人たち皆さん夢中で植えてくれます。こうし

て。日本の総領事も一緒に植えてくれる。毎年やっていま

す。誰が植えても 15 年で 20 ｍの森ができるわけです。
例えば 1992 年に植えたもの 1600 人で小さなポット

苗を 1 万 5 本植えました。これが本物であって、生物多
様性も維持されています。

食べるものがないブラジル・アマゾンでも子どもたちに

命の教育をするわけです。この子どもたちに木を植えなが

ら命の尊さ、はかなさを教える。これを皆さんが命を守る

森としてやっていただきたいと思います。

ケニヤも今年 5 回目に行きます、ナイロビ大学の皆さ
んで現場で調べながら主木を中心に現地の人達にポット苗

を作らせました。残念ながら昨年亡くなりました、ワンガ

リ・マータイさんがぜひ協力してほしいというので、一緒

にこうして植えています。

向こうの新聞にも出ていますけど、この人たちだって植え

ているのですよ。

命の森づくりを神奈川から世界に発信しよう

豊かな皆さんが木を植える時間がないとか、おっしゃら

ないでください。今晩食べるものが何もない人達でも植え

ているわけです。みんな夢中で、裸足でも植えている。誰

が植えても 3 年経てば３ｍになりますし、10 年経てばこ
ういう森ができるはずです。

4 月 28 日には町長以下何もなくなった岩手県大槌町で
植えます。

皆さん、足下からこういう森ができるわけですから、こ

の湘南海岸から日本列島全部にアジアに､世界に誇れる本

物の森を皆さんの力で、次の氷河期が来るまで 9 千年続
く、命の森づくりを、台風地震大津波大火事に耐えて命と

心と遺伝子を守り、地球規模には生物多様性を維持し、地

球温暖化を抑える本物のふるさとの森を作ってください。

木を植えることは明日を植えること、心に木を植えること、

地域の皆さん、共に生（なま）の命の尊さ、厳しさそして

はかなさ、素晴らしさを実感しながら地域景観を、経済と

も共生する、本物の命の森を、ご当地皆さんから、私たち

神奈川県から、世界に発信したいと思います。ご清聴有り

難うございます。
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9000年続く、いのちの森づくり

台風・地震・大津波・大火にも耐え、

いのちと心と遺伝子を守り

グローバルには生物多様性を維持し、地球温暖化を抑える

本物のふるさとの森を創ろう

木を植えることは、明日を植えること、心に木を植えること

地域の皆さんとともに生(なま)のいのちの

尊さ、厳しさ、はかなさ、すばらしさを実感し、

これから千年・万年と続き、地域景観・経済と共生する

本物のいのちの森を、今すぐつくろう

神奈川県から世界へ

宮脇先生からのメッセージ

質疑

Q：
昭和 40 年に湘南海岸で先生が新しい植え方を指導して

くださり、立派な湘南海岸公園が作られた。

ここ 3，3 年下草を全部取るような管理がされマツだけ
になり、そのマツが昨年の台風以降、枯れ出している。

このマツの下に今からでも苗木を植えることで、復活で

きるか。

A:
本命の木は陰樹ですから十分育ちます。ただ税金をかけ

て刈るなんて言うのはとんでもない話で、しっかり知事に

おっしゃっていただきたい。

今までも、実は東北でもマツだけだというので、下草や、

折角出ているシイ、タブ、カシを切っている。マツだけに

したからあれだけの被害があるんです。命を守る森づくり

であって、むかしの公園づくりとは違うわけで、それが本

当の公園でもあるわけですから、その辺は無知は罪悪、知

は力なりです。

どなたがやられたか知りませんが、もしそれが行政や、

企業やあるいは地域の皆さんであっても、是非皆さんで話

し合って、引き算しないで前向きに。是非それだけのエネ

ルギーがあれば、植えていただければ良いと思ういます。

ぜひがんばってください。

自然のシステムに沿わなければいけません。人間も自然

の一員ですから、その枠を超えて勝手に机の上で考えたも

のは長持ちしません。

命を守る森であり、そして地域景観であり、地域の皆さ

んの豊かな心を､あるいは芸術や文化を創る母体でもあり

ますから、皆さんで声を出してください。

いろんな生き物が一緒にいるのが良いのです。これは自

然の姿です。それが生物多様性です。

Q:
森は幅を持たせて作る必要があると言うことですが、湘

南海岸では今は住宅地ができてしまって、中でも鵠沼海岸

では非常に薄くなっていると思います。これからの策とし

て、住宅地や商業地に樹林を作っていく場合に、その作り

方、例えばパッチ状でも大丈夫なのか、あるいはネットワ

ーク状にきちんと育てていくのか、それとも拠点拠点で良

いのか。どのように緑地を築いていけばいいのか、どのよ

うな事が可能なのか教えていただきたい。

A:
非常に大事なご質問でございます。

住んでいらっしゃるわけですから、戦争中のように強制

退去をさせるようなことはできません。

幸いにも皆さんのお庭その他に道がありますから、立体

的に空間を使う意味で植えといていただければいい。必ず

津波はそういうところで、真っ直ぐだとばあっと入ります

けど、じわじわ入っている間に逃げるなり対応できるわけ

ですから、今ある隙間で、駐車場が広すぎたら一部を取る

とか、いろいろやり方はあると思います。

ドイツなんかは国家をあげて 500 年森づくりをやって
いるのですけど、それは集落の周りに更に森を作っていま

す。そのようにできるところから個人でやるのと同時に地

域の皆さんで、話し合ってやっていただきたい。多少落ち

葉が落ちるとか、日陰になるとか気にする人もいますから、

お互い命を守るということ。横枝は切っても頭は切らない

で、できるだけ植えられるところから植えていただきたい。

ただ植えるとき、深根性直根性で、できればそこに穴を

掘ってできるだけ酸素が入るように。いろいろながれきが

入ってもそれを抱きますから、万一の場合にも倒れにくく

くなります。そういう状態で、できるところから進めてい

ただきたいと思います。

勉強会その後 湘南の動き
勉強会の後、危機感を持った鵠沼の人達を中心に、「湘

南緑の連絡協議会」が結成されました。

ここでは、宮脇博士が提唱し、それに元首相細川護煕氏

が共鳴して立ち上げた財団「瓦礫を活かす森の長城プロジ

ェクト」に会員として参加することを決め、情報を共有し

ながら湘南海岸での対策を考えることにしています。

また、2012 年 10 月 30 日には、宮城県で進んでいるプ
ロジェクトの見学会をしました。

見学会では、2004 年から宮脇博士の提唱する森づくり
を進めてきた、曹洞宗輪王寺（いのちの森東北協議会事務

局）住職・日置道隆師の案内で、一部できている防潮堤の

視察、及び問題点について説明を受けました。

現地では、海岸近くの土地で国交省、林野庁等の事業計

画がそれぞれあり、土地が確保できないこと。がれきに混

ぜる土の確保が難しいことなどの説明がありました。

その後一行は、多数の犠牲者が出た閖上地区の日和山の

慰霊碑などに献花し冥福を祈りました。

岩沼市、仙台空

港近くの公園用

地につくられた

緑の防潮堤

実際に防潮堤として海岸線全体に造成することは現実的

でないので、島状のものをたくさん作り、津波の勢いを減

衰させること、緊急の避難場所を提供することを目標に進

めるとのことでした。

神奈川県自然保護協会も「湘南緑の連絡協議会」に参加

して活動の推進に協力します。
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神奈川県内自然保護ニュース
（このページに掲載する情報をお寄せください。）

三百年後に襲ってきた富士山噴火災害

2010 年 9 月 8 日午前 福井県に上陸した台風 9 号は本
州を東寄りに進み、静岡県で熱帯低気圧に変わる進路を取

りました。

神奈川県でも大きな被害が出ました。新聞記事に依れば

次のようです。

県西部で記録的大雨、丹沢湖で４９５ミリ、土砂崩れで３人重軽

傷も/神奈川 9/8 神奈川新聞

県西部で土砂崩れ、１万世帯に避難勧告 台風９号 9/9 朝日新聞

大雨：２万５０００人に避難勧告 土砂崩れ、山北で３人重軽傷

／神奈川 9/9 毎日新聞

土砂崩れで孤立の山北町三保地区が孤立解消/神奈川

9/9神奈川新聞

キャンプ場屋根まで土砂 9/10 読売新聞

山北は農作物でも大雨被害、県西部全体では軽微

9/10神奈川新聞

豪雨で土砂流入、キャンプ場が消えた…丹沢山麓 9/11 読売新聞

大変だったことが分かります。

ところで問題は次のニュースです。

９月の台風９号被害なお、県内水産業に後遺症、濁水でアユ育た

ず/神奈川 12/3 神奈川新聞

台風９号：後遺症、酒匂川取水堰で県水道企業団ＶＳ小田原市漁

協 ／神奈川 12/18 毎日新聞

12 月になっても、まだ濁水の被害が続いていました。
神奈川新聞 12月 3日の記事は、次のようです。

９月の台風９号被害なお、県内水産業に後

遺症、濁水でアユ育たず/神奈川

酒匂川から流出した大量の濁水は１カ月近くが過ぎて

も相模湾の水面を茶色く染めた＝ 10 月６日、本社チャ
ーターヘリから

記録的な豪雨により県西部に甚大な被害をもたらした

台風９号の爪痕が、酒匂川や相模湾の水産資源に深刻な

影響を与えていることが２日、明らかになった。上流か

ら流れ出る濁水がアユの生息環境を奪い、河口周辺に堆

積した泥はアワビの産卵を阻害。地元の漁業関係者は「今

まで経験したことがないほど深刻」と悲鳴を上げており、

県は被害回復策に乗り出す方針。県議会本会議で鈴木秀

志氏（公明）の代表質問に松沢成文知事が答えた。

９月８日に丹沢湖（山北町）で観測史上最多の４９５

・５ミリを記録した台風９号。同町や静岡県小山町では

土砂崩れや砂防施設崩落が相次ぎ、支流などに流れ出た

土砂は酒匂川の清流を濁流に変えた。

県の調査によると、酒匂川下流にある飯泉取水施設（小

田原市）付近の「濁度」は通常５度以下なのに対し、台

風通過直後は４００度近くに悪化。改善傾向にあるが、

11 月末現在も 20 度ほどの濁りが続いている。さらに相
模湾に流出した泥は最大 12 センチほどの厚さで海底を
覆い、河口から西に約８キロ離れた江之浦海岸付近にま

で広がっているという。

濁水は清流を好むアユの生息環境を直撃。水中に光が

差し込まず餌となるコケが生育できない上、岩に付着し

た泥が卵の着床を阻む。１日に解禁された「落ちアユ釣

り」への影響も懸念されるが、「水中が見えず生息数が

確認できない」（県水産課）のが現状。卵が流されれば、

来春以降の遡上にも影響する見通しだ。

一方、「天然モノ」が売りのアワビへのダメージは、

本来はこの秋に産卵した幼生が漁獲期を迎える３年後に

顕著になる恐れがある。細かい泥が岩場に堆積して稚貝

が定着しないことに加え、秋に胞子を出して増殖する海

藻のカジメも泥をかぶり、アワビが餌不足に陥るためだ。

地元の漁業関係者は「これほど濁りが長引く状況は初

めてで、漁業への影響は避けられない。自然回復力に期

待するしかない」と嘆く。

県によると、静岡県内の酒匂川上流部では、河川や砂

防施設の被害が約１００カ所に上り、復旧工事には最長

３年を要する場所もあるという。松沢知事は「必要な対

策はできる限り前倒しで実施していく」と強調。静岡県

に対しても濁流防止の協力を依頼する。また、酒匂川漁

業協同組合が行っているアユ放流義務量を軽減するほ

か、海面漁業に関してはアワビ稚貝の放流を行うなどの

資源回復策を検討している。

被害は漁業だけではありませんでした。それが、2010
年 12月 18日毎日新聞神奈川版の記事です。

台風９号：後遺症、酒匂川取水堰で県水道

企業団ＶＳ小田原市漁協 ／神奈川

◇堆積土砂取り払いへ、酒匂川取水堰を開門

◇相模湾海底に流入で、漁獲量が半分以下に

小田原市飯泉の酒匂川取水堰をめぐり、県内広域水道

企業団（横浜市旭区）が１７日、取水口の堆積土砂を取

り払うため実施した開門に対し、流出土砂の悪影響を懸

念する小田原市漁業協同組合が神経をとがらせている。

ともに今年９月の台風の後遺症を引きずっており、市漁

協は「県全体で考えてほしい」と話すが、双方が納得す

る着地点は見いだせそうにない。

この日、飯泉取水堰に堆積した土砂を排出するため取

水口前の１号ゲートを開けた。付近は市漁協メンバーが

監視するものものしい雰囲気になった。

同取水堰からは同企業団と小田原市が年間約３億トン

（０９年度）を取水。企業団の水は横浜、川崎両市など

約２００万人に給水されている。９月８日の台風９号の

大雨は毎秒３２００トンと７４年の取水堰稼働以来、最

高の流量で、堰付近には上流からの約３万立方メートル

の土砂が堆積しているとみられ、取水が困難になるとし

て開門することを決めた。

一方、台風は相模湾の漁業にも深刻な影響を与えた。

県水産技術センター相模湾試験場の海中調査では、水深

２０メートルの海底はヘドロ状の土砂で覆われ、アワビ

やサザエの餌になる海藻のカジメは土砂やゴミが付着。

今月から酒匂川河口などでヒラメの刺し網漁が解禁にな

ったが、網を仕掛けることもできず、漁獲は前年の半分
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以下にまで落ち込んだ。

市漁協の高橋征人組合長は「台風以降、ゴミ混じりの

土砂が海に流れ、濁りも解消されていない。さらに土砂

を流せば汚れがひどくなる」と心配する。

飯泉取水管理事務所の渡部義明所長は「土砂を吐き出

さないと断水の恐れもある。開門で河口の濁度は上がっ

たが、取水堰の濁度に比べて高くはない」と説明。同企

業団の林兼司技監も「未曽有の土砂被害で、再度、開門

せざるを得ない。漁協に理解を求めていくしかない」と

話す。

市漁協は２０日以降、今後の対応を検討するが、高橋

組合長は「こうしたきっかけがなければ漁業者の窮状を

訴えることができない。水を利用する都市部も含め県全

体で考える問題だ」と話している。【澤晴夫】

これによれば神奈川県民の多くに及ぶ水道の問題にもな

っていることが分かります。

では何故、酒匂川の濁りがいつまでも無くならなかった

のでしょうか。

以上は 2 年前の記事ですが、問題は今でも続いていま
す。

実は流れ出していた土砂は、大部分が 1707 年の､富士
山、宝永の大噴火によってはき出されたスコリヤと言われ

る黒色ガラス質のさらさらで砂のような火山灰です。

現在、富士山の東側から西丹沢にかけて、１～ 3 ㍍の
厚さで堆積しています。

宝永の噴火の後、火山灰の表面は徐々に草木で覆われま

した。特に効果的だったのはスズタケなど根が網の目のよ

うに地表を覆う植物でした。植物が育つにつれて落ち葉や

枯れた植物体が分解して土壌の層ができました。

しかし現在でもその厚さは２～３㎝しかありません。

ところが近年、丹沢の衰退で言われるように網の目を作

っていたスズタケがなくなり、大雨で地表の浸食が進むよ

うになり、覆われていたスコリヤが地表に姿を見せるとこ

ろが随所に現れるようになりました。

一旦地表のカバーがなくなると、砂のようなスコリヤの

流出が止まらなくなります。

今になって現れた、富士山噴火による災害と言えます。

神奈川県の森林再生課などは、危機感を抱いて土壌の破

れを止める対策を始めました。できるのは破れた穴を捜し

て塞ぐ対策です。

地球温暖化の影響か、近頃は局地的な大雨が頻発するよ

うになり、今後ますます地表の破れが広がる恐れがあり予

断を許しません。

酷くならないうちの応急的な対策を急ぐと共に、丹沢再

生の新たな課題として取り組む必要があります。

私たち県民にもできることがないか、模索していかなけ

ればなりません。 （青砥）

渋沢丘陵霊園問題
10月 21日に秦野市による公聴会がありました。
その内容は、秦野市のホームページで見ることができ、

（「まち･環境」→新着情報）1月 11日まで公開されます。
11 月 18 日には丹沢ブナ党によるシンポジウム「守れ里

山･生命（いのち）の森ー秦野の里山を子供たちに引き継

ごう」が開催されました。

秦野市は里山保全には熱心でありながら、このことは既

定路線とし、地元からの要望もあるということで計画変更

を要請する可能性は低いように思われます。

着工は当初より延びたものの、早ければ来年度早々にな

る可能性が強いのですが、守る側はそれまでに市民の声を

大きくしたい狙いがあります。

ミニコミ紙「タウンニュース」秦野版 11 月 17 日号に
本協会も賛同して関係団体による 4 段抜きの意見広告を
出しました。

シンポジウムでは、多くの人やグループによる絶え間な

い観察会の開催や、影響を及ぼす下流の住民に声を上げて

もらうことが大切などの意見が出ていました。

神 奈 川 県 自 然 保 護 協 会 か ら の お 知 ら せ

松 島 先 生 が 案 内 す る 地 形 ・ 地 質 観

察会
2013 年 3 月 6 日（水）、14 日（木）の 2 回同一内容で

行います。今回は「鎌倉その 1」として鎌倉市今泉から横
浜市瀬上沢方面の予定です。詳細は年が改まってからお問

い合わせください。

次期役員
来年は理事改選の年です。理事として本協会の力となっ

て頂ける方の立候補、又は推薦をお願いします。

会費納入にご協力ください

本協会の経費の大部分は会費によって賄われています。

ここ数年、会費を納入する会員は減少の傾向にあり、財

政が厳しくなっています。

本会経費の正味のほとんどは、講演会や公開勉強会の講

師料等の経費、ニュースレターや「神奈川の自然」の発行、

発送経費等の事業費で、これらに従事するスタッフはボラ

ンティアです。

収入減は、以上の事業活動の縮減に結びつきます。皆様

の力で本会を支えていただきたく、お願いいたします。
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