
日本のど真ん中‘茨城’で森の保全活動をしています
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縄文遺跡がいたるところで発掘されており、大昔から常世の国と言われてきた、水と緑豊かで、
農作物、海の幸も豊富に取れる、温暖で豊かな大地です。
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私たちの活動は、SDGsの持続可能な開発目標の

１７項目の中の9個に関わりを持っています



9個の項目は
複雑に関連している
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広葉樹の豊かな森の風景です

4

戦後住宅建材のため、杉ひのきが植林され、木材が利益になったので、森で経済を循環させ、
森を大切にするマインドを持ち日本人は森を中心に豊かな生活しておりました。
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この図のように、
森と海は常につなが
り循環しています

森が要となり、健康
な森は栄養分豊かな
水を育み 田畑の作
物も海の魚たちも
恵みをもたらします。



6

現在の日本の森は森林率7割という豊かな森を有しています
しかし、そのうちの半分が杉・ひのきの人工林です

日本の森林の状況

戦後、広葉樹の森を伐採し
杉ヒノキを植林した人工林
は4割→当然手入れは必
要！

人工林は「木の畑」→手入れと収穫が必要
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『緑の砂漠』という言葉は、現在の日
本の森林が抱える課題を表しています。

郊外に出かけると、杉林がすぐに見つ
けられます。遠目から見ると緑豊かな
森に映りますが、近づいてみると放置
された人工林であることが少なくあり
ません。

木の幹は痩せて、曲がっていたり、
とても住宅建材として使えないものば
かりです。森に一歩足を踏み入れてみ
ると、暗く、静かで、小鳥や動物の気
配もありません。森の上部では、枝葉
が密に詰まっていて、日差しを遮断し
ており、

光が届かない地面には下草が生えず、
土が露出し、木の根がむき出しになっ
ています。

森が本来持っている治山・治水機能
も失われ、生物多様性が非常に乏しい
状態になっているのです。このような
現象を『緑の砂漠』と呼びます。

化石燃料に切り替わり、経済がシフト
し、林業では十分な収入源にならない
ため、放置林が増え続け、昨今問題と
なっているのです。

緑の砂漠
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このように根も浅いので台風
の度に倒木してしまいます
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土砂災害も深刻
な問題です。



日本の暮らしは、世界の森と繋がっています
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世界の森と日本の関係
30年前のマレーシアの原生林の現状
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30年前から伐
採の手が入り
樹齢300年の
ラワンが次々
と倒されてい
きました
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熱帯林破壊の現状

• アジアの熱帯林は日本への輸出によって徹底的に破壊され、
現在ではパプアニューギニア・ソロモンの森が狙われている。

× 伐採で輸入国に転落

△ ほぼ森を失った

◎ 現在、伐採されている
△

△
△

×

×

×

×
×

◎◎

10年毎に、伐採 1970年前フィリピン、70年代インドネシア、80年代マレーシア、その後ロシア、
現在はパプアニューギニア、ソロモン・・・・・現地の人の違法伐採も多発している→お金にするために

約5割は日本が世界の木
材を輸入している。

ODA政府開発援助問題



さらに増えゆく合板と「根太レス工法」

15

日本古来の伝統工法の衰退 100年かけて育った木は100年もつ

従来の在来工法



植林した森を放置
土砂災害が頻発

原生林を破壊

世界２位！ 国土の7割！ 世界3位！ 自給率2割！
日本は世界でもトップレベルの森林大国です。
森林の面積は、約25万3200平方キロメートルで、森林率は世界第2位。1位は、フィンランドで、約
74%。続く日本は、約68%、3位は、スウェーデン約67%です。
人口1人あたりの森林面積は、0.2ヘクタール（40メートル×50メートル）と少ないのですが、1億
2000万人の人口で、約67%の森林率を保っているのは珍しいことです。

森林大国 森林率 木材消費 木材自給率

このままで、いいのでしょうか？
なにもできないと、

見ているだけでいいのでしょうか？



• ２０００年から「地球温暖化防止」の話題

が出てきてからというもの、森のための政

策で、再生エネルギーのバイオマス事業・

NPOが増えてきました。

• ２０年が経過した今、この活動が環境に対

して有益に継続しているでしょうか？何が

変わりましたでしょうか？疑問が残りま

す・・・

• 国の補助金が投入され、本来の目的が達成

されたでしょうか？一部の人たちの利ばか

りで、人を招くスキームがなかったのでは

ないでしょうか？

＊なぜかというと、一般の人向けではな

かったということが考えられます。

・・・というような声を私たちが活動を始め

るときに先輩方から多く聞かされました。

そこで、私たち森の守り人として皆で話し合

い、この恵まれた地域の宝を大事にしていき

ながら、一般の人を巻き込む、森づくりをし

ていこうと考えました。

こちらは森の感謝祭の写真です。 17

地球温暖化防止政策は？



私たちの

活動とは？

製材、加工

製作・販売

間伐する木の皮むき（皮むき間伐）

1年半後に伐採
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こんな小さな子たちも、森が大好き、森の幼稚
園の子たちも作業に関わってくれてます。のこ
ぎりを使うのも長時間集中して切れた時の達成
感を満喫しています。
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小学校でも森のお話と、
学校林で作業をしまし
た。みんな、大変な喜
ぶようで、大歓迎され
ました。
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就労支援施設の青年たちも、毎回参加しています。普段静か
でも森の中では積極的に質問したり、どんどん作業を進め、
2年目は他の人の指導までしてくれ、キャンプ場で働くこと
になった子もいます。
・・・・自然の中で自分らしさを取り戻していきます！！
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森に入るときはお辞儀を
し、木の命を絶つときは、
お酒と塩とお米を捧げ、
大切に命を使わせていた
だきます。と、皆で手を
合わせます。

＊不思議な話、世界中の
樹木たちは交信している
らしいと・・・

目には見えない自然の力
に敬意を払い、生かされ
ているということを子ど
も達に伝えていきたいと
思います。
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チェンソーを扱うのも･･･女性にも人気



予想通り、床、壁材に加工したが

ホームセンターの3倍以上の価格に
なってしまった。
木材を利用するアイディアは出るの
だが全て採算が取れない。

森での間伐作業、伐採、製材、製作・販売の一連の流れ

を経験した結果課題が浮かび上がってきた…

継続が困難に・・・



走り回った

新たなる出会い

有機質の「木材」と無機質の

「コンクリート」の融合した

強固な建材を開発、特許取得

～富士セメント工業㈱は全国屈指なセメント工場であ

り、1月にコンクリート板「HPCボード」の特許を取得

し、その間の木材に「いばら樹材」を採用していただ

く計画が始動しました！

富士セメント㈱
創業S45年 茨城県笠間市

プレキャストコンクリートウォールPCCW

この新製品のボードは、

12㎜の木材を3㎜の薄いコンクリー

ト板で挟み込む画期的な構造

→間に挟み込む合板を製作する工場が

茨城にはなかった！！！

地場産業との連携
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こんなに目の前の森にたくさんの資源があるのに、使って
もらえないのです。
森の木は 嫁ぎ先を待ち続けているのに・・・
台風の度に倒木していく姿に、心が痛むばかりで、

どう動けばよいのか、悩み続けました。



宿泊料金、食事（４食）付 お土産付き

場所： 国内の森、宿泊施設

１日目 昼食 ■散策・音楽・香り■森仕事・のこぎり・薪割り・ベン
チ作り■火おこし/薪での夕飯づくり■焚火を囲んで…シェア会

■テント、コテージ就寝

２日目 ■瞑想・朝ヨガ■散策・音楽・香り■朝どり野菜のﾍﾙｼｰ朝食■
ハンモック■森の中の会議■昼食■ハンモック■ツリークライミング■太
鼓演奏体験■シェア会
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私たちは、当初考えていた地域の資源を大切にしながら 一般の人々を巻き込む体験プログラムを企
画し 心と体の回復や、経営者のための多角的な目的に対応できるような事業を展開していきました。



体験プログラム「森の塾」の内容を紹介させていただきます。
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少々困難な森仕事でコミュニケーションや団結力が養われます



プロの指導での本格的な森仕事をします
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薪割り、原始の火おこし、丸太切り
職人からの指導で道具を使いこなす
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森の経営会議…非日常的な体験をした後での
森の中での会議は、新しい発想が飛び出してきます！



自然の恵みを感謝して

いただく 森ごはん
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自然界に敬意を表する 森の感謝祭



ツリークライミング体験

36



心と体の回復プログラム
アートセラピー
物作り・アートは自己表現の欲求を
満たしてくれます。セラピー効果が
絶大です
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心と体の回復プログラム
音楽セラピー
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ハンモックのゆらぎは癒しの境地



森ヨガ・瞑想 自然との一体感を…
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人間も自然界の一部だ
と理解することは、
偉大なる自然に敬意を
抱き、常に謙虚である
というマインドが湧い
てきます。



森は食品貯蔵庫 アイヌ人はそうよんででいます

季節ごとに 農作物の収穫体験ができます。
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森の恵みも沢山いただきます
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水は大事！
井戸掘りもしてみよう
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私たちは微生物で生かされている・・・自然界の全ては
循環しているということを微生物から学びを得ます
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養蜂…日本ミツバチのお話し
この世から蜜蜂が消えると人類も滅亡する！
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手仕事を何でも体験できます…
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１日目 昼食 ■散策・音楽・香り■森仕事・のこぎり・薪割
り・ベンチ作り■火おこし/薪での夕飯づくり■焚火を囲んで…
シェア会

■テント、コテージ就寝

２日目 ■瞑想・朝ヨガ■散策・音楽・香り■朝どり野菜のﾍﾙｼｰ
朝食■ハンモック■森の中の会議■昼食■ハンモック■ツリーク
ライミング■太鼓演奏体験■シェア会
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仕事を森で
ワーケーションワーキング＋バケーション 現在、県内数カ所の

森と、キャンプ場、宿

と提携し

全国の森とワーキング

スペースとが繋がり、

コミュニティ通貨を

導入し、

好きな時に 好き

な場所で

働き、遊べる選択肢

を広げています

働かなくていい
生き方もあり
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私たちのフィールドのご紹介
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山小屋を整備してワーケー
ションスペースに！！！
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囲炉裏、露天風呂



川と湖のアクティビティー
自然界に生かされているというマインドを子ども達に伝えている
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海がやばい！ ～阿字ヶ浦海岸（茨城県）
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私たちは更に深追いし
森と深い繋がりのある
海の方へと目を向けま
した、

こちらがかつて茨城の
ナポリと言われていた
阿字ヶ浦海岸です。
広い浜辺と高い波に恵
まれサーフェーのメッ
カでした。
ここから世界大会の選
手が生まれていたそう
です。
わたしがもかつて毎年
通い詰めていまし
た・・。
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海がやばい！ ～そんな茨城のパラダイスだった阿字ヶ浦海岸が、現在では～

＊波がなくなることで、海水温度は上昇
し、酸素不足になります。魚はいなくな
り、あと10年もしたら珊瑚礁の海になっ
てしまうと言われています。近隣の民宿
も不振となり、多くが廃業していきまし
た
→私たちは、海の再生に向けて少しでも
協力できないかと、民宿の方の提案で始
まった廃屋になった海の家でのワーキン
グスペースの活用に協力させていただい
ております。

隣接する北側に、2008年よりひ
たちなか港の工事が始まり、
徐々に砂浜は削られていき、
2015年頃には完全に砂浜が2m
位になり、一時期遊泳禁止に
なってしまいました。



海がやばい！ 海辺のワーケーションスペース 阿字ヶ浦
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森と海のを繋ぐモールづくり
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阿字ヶ浦のイベントに参加

海がやばい！ 海の再生のために出来ることから・・・繋がり始めた

阿字ヶ浦のイベントで木にお絵描き
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森に行けない時のための森の空間作りの提案
森林浴の効果 緑on緑

森林の効果として、酸素、フィトンチッド、1/fゆらぎ、五感の刺
激など説明しきれないくらいあります。そうはいっても毎日森に行
けませんよね・・・そこで身近な場所でも緑を１５％以上取り入れ
ることで同様の効果を得られるということが分かっております。



緑視率を高めると得られる３つの効果
視界に入っている緑（植物）の割合」を示す指標です。
簡単に緑の量を把握することができ、まちづくりやオフィスの作業効
率高上のために活用されています。・・・１５％以上最適

①仕事の生産性・勉強での集中力が向上

3.4％効率が上がった

②ストレス低減効果 心拍数を抑える、精神的ストレスを抑える

（植物が虫を寄せ付けない物質フィトンチッドは人間にとっては癒やしの効果がある）

③空気清浄作用 9㎡（6畳の部屋）に1つ観葉植物を置く

https://hikidashigreen.com/2020/05/29/ryokusiritu/

豊橋技術大学の研究
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https://hikidashigreen.com/2020/05/29/ryokusiritu/
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Officeに観葉植物→手入れが大変ですよね
→①植物の手入れもリラックス効果があり
ます。②フェイクでも視覚的には有効です。

森のオフィス
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床や、壁の色を緑にしてもいいですね。
椅子は天然木の丸太でよりリラックス効
果を・・・茶色効果的な色です

森の会議室
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ここは、テナントビルやデパートの一角
に設けられたcoffeeスペース、休憩時間
のコミュニケーションも大切です。

森のカフェ



究極の
森のoffice
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究極の森の中のoffice、地面に半分埋まっ
てますね。斬新な発想が溢れ出てくるで
しょうか？昼寝をしてしまいそうです
ね・・・
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森のリビング



森の守り人 代表 西野智子

私たちは、競争社会の中、生まれて
からずっと･･目標を持ちなさい、計
画を立てなさい、売上を上げなさい、
多くを求め、破壊に向かう社会生活
を送ってきました。

私は、3年間森に入り経験した結果、
人生においても、大変貴重な気づき
をいただきました。

森には全てがある！ということ、森
を中心に自然界を敬い、自然界に生
かされているという揺るぎないマイ
ンドが根底に刻まれました。

今、大変な時期です、環境のことも
大事ですが、その前に命が大切です、
生きるのがつらそうな人を見かけま
したら、私たちの森に連れて来てい
ただけますか？？？
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私たちは、活動の場所でもあ
るアートの町笠間市に協力さ
せていただいております。
笠間工芸の丘で 来春
森に関連した作家さんの展示
の際に、私たちが森への誘導
アテンダントをいたします。

伊藤遠平の世界‐ミーヤホーヤ

末石真弓


