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■ 第30回巨木を語ろう 全国フォーラム石川・金沢大会概要
「第30回巨木を語ろう全国フォーラム石川・金沢大会」は“「森の都金沢」で巨木の大切さを学ぼう”をテーマ
に、平成29年９月30日
（土）～10月２日（月）の３日間にわたり、金沢市を主会場に石川全県下で開催されました。
９月30日
（土）
のシンポジウムでは、大会プログラムに沿って歓迎演奏、主催者挨拶から始まり基調講演、パネル
ディスカッション、大会宣言、最後に次回開催地の釧路市副市長へ大会旗が引き渡され無事閉会いたしました。
県内外から500名を超す方々のご参加を頂き、会場溢れんばかりの大盛況で関係者一同苦労が報われた思いでし
た。会場を移しての交流会も134名の参加者の皆様にご好評を頂きました。
翌10月１日、２日の巨樹探訪ツアーは石川県下５コースに渡り実施され天候にも恵まれ199名の参加者の皆様に
は、金沢の伝統文化をはじめ石川県の自然に触れて頂きました。

● 大
● 趣

会

名

第30回 巨木を語ろう 全国フォーラム石川・金沢大会

旨

住民と行政の理解と協力による巨樹・巨木林の保存整備を通じて、潤いのある街づくり
や豊かな森づくり、木の文化の次世代への継承の重要性を全国に発信する。

● 開 催 期 日

平成29年（2017年）９月30日（土）～10月２日（月）

● 開 催 会 場

石川県文教会館（金沢市尾山町）
テルメ金沢（金沢市松島町）ほか県下一円

● 主

催

第30回 巨木を語ろう 全国フォーラム石川・金沢大会実行委員会
（一財）自治総合センター

● 共

催

全国巨樹・巨木林の会、（公社）国土緑化推進機構

● 主

管

石川県巨樹の会

● 実行委員会

石川県、金沢市、（一社）石川県造園緑化建設協会、（一社）日本樹木医会石川県支部、

構 成 団 体

（ 公 財 ）石 川 県 緑 化 推 進 委 員 会 、 石 川 県 山 林 協 会 、 石 川 県 森 林 組 合 連 合 会、
（公社）石川県木材産業振興協会、（公社）いしかわ環境パートナーシップ県民会議、
「つたえよう美しき森」推進協議会、金沢森林組合、石川フォレストサポーター会、
石川県林業研究グループ連絡協議会、石川県神社庁、（公財）金沢まちづくり財団
石川県巨樹の会

● 後

援

環境省自然環境局生物多様性センター、文化庁、林野庁近畿中国森林管理局、
（一社）
日本樹木医会、
（公財）
日本自然保護協会、国連大学サスティナビリティ高等研究所、
北國新聞社、北陸中日新聞、読売新聞社北陸支社、朝日新聞社金沢総局、
毎日新聞社北陸総局、ＮＨＫ金沢放送局、北陸放送、テレビ金沢、石川テレビ放送、
ＨＡＢ北陸朝日放送、共同通信金沢支社

● 協

力

ＮＰＯ法人石川県自然史センター、石川県地域植物研究会、巨樹に出会う会
もりラバー林業女子会＠石川、木馬クラブ
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■ 第30回巨木を語ろう全国フォーラム石川・金沢大会プログラム
13：00

フォーラム（シンポジウム）開会
歓迎演奏

アルプホルン演奏

おんぼらーとアルプホルン金沢

主催者挨拶

第30回巨木を語ろう全国フォーラム実行委員会 委員長
高木 政喜（石川県巨樹の会
全国巨樹・巨木林の会

祝

辞

歓迎の言葉

高橋

進

環境省自然環境局生物多様性センター長

川越

久史 様

石川県農林水産部

片山

健二 様

木谷

弘司 様

飴谷

喜樹 様

川上

伸一 様

石川県白山市長

山田

憲昭 様

石川県議会議員

盛本

芳久 様

釧路市副市長（次回開催地）

名塚

昭様

石川県神社庁

加藤

治樹 様

門村

和永 様

横江

斉様

千木

容様

金沢市長
代理

来賓紹介

会長

次長

山野之義

金沢市都市整備局長

国土緑化推進機構
林野庁近畿中国森林管理局長 代理
石川県森林管理署

会長

いしかわ環境パートナーシップ県民会議
日本樹木医会

石川県巨樹の会
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巨樹健康診断報告

会長

上野長次郎 様

相談役理事

濱野

一郎 様

古池

博様

巨樹・巨樹林を育てる ― 巨樹の植物学と人間の営み ―
石川県地域植物研究会

14：30

会長

石川県支部長

石川県林業研究グループ連絡協議会

基調講演

署長

庁長

石川県森林組合連合会

13：40

会長）

「神明宮の大ケヤキ」
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会長

日本樹木医会石川県支部

15：00

パネルディスカッション
「地域文化に深くかかわる巨樹・巨木林の役割について」

コーディネーター

福井県立大学

パネリスト

基調講演者

学長

金沢市緑と花の課

進士五十八 様

担当課長

古池

博様

本光

章一 様

槻

健二 様

飯田

義彦 様

河崎

仁志 様

名塚

昭様

「金沢の文化的景観と保存樹・樹林」

曹洞宗松月寺

住職

「お寺と地域の発展を見守る大桜」

国連大学サスティナビリティ高等研究所
いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット
「トチノキ巨木林の生態系サービスと山村の地域づくり」

16：30

大会宣言

金沢森林組合

16：40

大会旗引き継ぎ

大会実行委員長

高木

ご挨拶

次回開催地挨拶

北海道釧路市

17：00

フォーラム（シンポジウム）閉会

18：30

交流会

本所所長

政喜より次回開催地

副市長

釧路市へ

会場「テルメ金沢」
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■ 基調講演とパネルディスカッションの出演者
古池

博 （ふるいけ

基調講演・パネルディスカッション

ひろし）

1934年生まれ。金沢大学理学部卒業。石川県地域植物研究会会長、石川県環境審
議会委員等を務める。専門は北陸地方や日本海周辺地域の植物地理・植生地理と
地域の植物学。元NPO法人石川県自然史センター理事長。
石川県植物誌（1983）、石川県植生誌（1997）等の著作があり、調査学術部門に
おいて環境大臣表彰（2008）、日本植物分類学会賞（2010）を受賞。

本光

章 一 （もとみつ

パネルディスカッション

しょういち）

1967年生まれ。金沢市都市整備局緑と花の課担当課長。同課に通算14年在籍し、
そのうち景観政策課を６年務め、景観法に基づく「金沢市景観計画」の策定に携
わる。金沢の文化的景観を守るため、市が独自に指定する保存樹と保存樹林によ
り、金沢市街地の緑豊かな文化的景観の醸成に努めてきた。

槻

健 二 （けやき

パネルディスカッション

けんじ）

1967年生まれ。曹洞宗松月寺29代目住職。国天然記念物「松月寺の大桜（1943年
指定、推定樹齢400年）」の所有者で先代住職から引き継いで日が浅いが、大桜の
保全方策を模索し地域の人々と共に見守っている「桜の防人」である。昨年、道路
に張り出した大枝が走行中の車により折損した事故があり、市街地における巨樹
の保全の難しさや課題を実感している。

飯田

義 彦 （いいだ

パネルディスカッション

よしひこ）

1976年生まれ。国連大学サスティナビリテイ高等研究所いしかわ・かなざわオペ
レーティング・ユニット所属。専門は景観生態学･地理学･緑化工学。これまで樹林
景観や緑地景観が持つ生態的、社会的な機能とその持続性に関する調査、研究を
行ってきた。現在は地域の生態系を保全活用した社会づくりや国際的ネットワー
ク形成に貢献する活動を行っている。

進 士 五 十 八 （しんじ

いそや）

パネルディスカッション・コーディネーター

京都生まれ。福井県立大学学長、東京農業大学名誉教授（元学長）。
専門は、ランドスケープ・アーキテクト（造園家）としての緑のまちづくり、環境
学。自然共生社会と緑のまちづくりの研究で「内閣みどりの学術賞」や「紫綬褒
章」を受章している。著書は「緑のまちづくり学」など多数。
石川県においても生物多様性推進政策から兼六園の保存の指導をしている。
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■ フォーラム（シンポジウム）
オープニングセレモニー
アルプホルン演奏

おんぼらーとアルプホルン金沢

「おんぼらーとアルプホルン金沢」は、アルプホルンという楽器の演奏を通じて、石川県や金沢市の環境イベ
ントを中心に、森林の大切さなどを伝える活動をしています。
「おんぼらーと」とは、金沢の方言で「ゆっくり」とか「ゆったり」という意味です。アルプホルンは、ヨー
ロッパのスイス地方の民族楽器で、高山帯の草原で牛や羊の放牧
をしている牛飼いや羊飼いが、遠く離れた仲間や麓にいる家族と
連絡を取り合ったり、牛や羊を集めたりする時に使っていたもの
で、楽器というよりはむしろ道具でした。
本日演奏するアルプホルンは、地元のスギなどの根曲り材を利
用して作っていますが、これは材として使えない部分の再利用で
あり、環境に優しい楽器と言えます。

主催者挨拶
「第30回巨木を語ろう全国フォーラム石川・金沢大会」

実行委員会委員長

高木

政喜

皆さま、ようこそ、森の都金沢にお越し下さいまし
た。今大会の実行委員長であり、石川県巨樹の会会長の
髙木でございます。
本日は、かように全国から大勢の会員の皆様をはじ
め、環境省、林野庁、石川県、金沢市等々から、そし
て、遠く次期開催地の釧路市からもご出席いただき、
誠にありがとうございました。たいへんうれしく思って
おります。
さて、ここ森の都金沢には、街の中に歴史ある、風格ある巨樹が数多く散在しており、落ち着きのある都市
景観を形成しております。
一方、石川県を広く見渡しますと、日本海には北上する対馬暖流が流れ、南東には白い雪を頂く、霊峰白山が
位置し、県土の7割が森林でおおわれている、みどり豊かな、温暖な土地柄であります。
そのような自然環境に生育している巨樹は、貴重なみどり資源としてのみならず、地域の文化にも深くかか
わって今日に至っております。
このたびの第30回巨木を語ろう全国フォーラムは、全国巨樹・巨木林の会の初代会長に就任された里見信生先
生（金沢大学理学部教授）から25年目の節目にも当たります。
その点で、石川県巨樹の会としても記念すべき節目の会であると共に、このような時期に私たちはあらためて
巨樹がもたらす自然環境の醸成に大きな役割を果たす意義を深め、都市景観や生態系、自然植生と地域文化との
共生に思いを馳せてまいりたいと存じます。
これから始まるフォーラムが実りある会となりますよう念じましてご挨拶といたします。

巨木を語ろう全国フォーラム 石川・金沢大会報告書
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■ フォーラム（シンポジウム）
祝

辞

第30回巨木を語ろう全国フォーラム石川・金沢大会が、ここ金沢で盛大に開催されるにあたり、地元石川を
代表して皆様を歓迎するとともに、大会の開催をお祝い申し上げます。
しんじ

本日は「森の都金沢で巨木の大切さを学ぼう」をテーマに古池先生の基調講演や進士先生がコーディネーター
となってのパネルディスカッションがあり、参加される皆様に巨樹・巨木林の重要性や守る意義などを再認識
していただける機会となるのではと思います。
どう がた

皆様もご存知かも知れませんが、ここ石川県には旧県庁舎跡地のしいのき迎賓館にある「堂形 のシイノキ」
かや の

をはじめ、加賀には「栢 野 の大スギ」や「太田の大トチノキ」、能登には石川の県木であるアテの元祖ともい
われる「元祖アテ」など数多くの巨樹・巨木林がございます。
私も折にふれて、これらの巨樹・巨木林を眺めることがありますが、大地に根を張り巡らし、長い年月生き
続けている様には勇気づけられるものがございます。
緑の原点とも言われるこれら巨樹・巨木林を守るということは、地域の自然と文化を守り、ひいては国土を
保全することを象徴するのではないかと思うところです。
森林は、木材の生産はもとより、水源のかん養、県土の保全、地球温暖化防止、生物多様性の保全や美しい
里山の景観の創出など、私たちの生活に潤いと安らぎを与え、豊かな暮らしを支えてくれる県民共有の財産で
あります。
県では、このかけがえのない森林を健全な姿で次の世代に引き継いでいく取り組みを進めており、関係者の
皆様方には、これからもより一層のご支援・ご協力をお願いいたします。
また、本日は、数多くの方々が県外からお越しいただいているようでございます。
折角の機会でありますので、県内各地の巨樹・巨木林をご堪能いただきますとともに、日本三名園の一つで
ある兼六園や金沢城公園といった加賀百万石の歴史や文化など、本県の多彩な魅力にも触れていただければ
幸いです。
最後になりますが、ご参集の皆様方の今後益々のご活躍を心よりご祈念申し上げまして、私からのお祝いの
言葉とさせていただきます。
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石川県農林水産部次長

片山

健二 様

■ フォーラム（シンポジウム）
歓迎の言葉
											

金沢市長

山野

之義

「第30回巨木を語ろう全国フォーラム石川・金沢大会」が金沢市で開催され、こうして全国各地から巨樹愛好家
の皆様をはじめ、関係者の方々に、多数お越し頂きまして、心より歓迎を申し上げます。
また、開催にあたり、ご尽力を賜りました石川県巨樹の会をはじめ、関係者の皆様に厚く御礼を申し上げます。
本市では、昭和49年に市議会において、すべての市民が“森の都金沢”を永遠の緑のまちにすることを宣誓する
「緑の都市宣言」を決議し、緑と花のまちづくりを提唱してまいりました。
地域の公園や緑地、沿道等において、市民協働による緑化活動を進め、また、貴重な巨樹や古木を保存する
など、市民と行政が一体となって、緑豊かな都市環境の確保や、美観・風致の維持に努めてまいりました。
今後とも、これら市民活動の輪を広げてまいりたいと考えております。
さて、金沢市は、加賀百万石の城下町ができてから、四百年以上にわたり一度も戦禍に遭っておりません。
街なかには、歴史的なまちなみや建物が数多く見られるほか、兼六園をはじめ、藩政期からの庭園や樹林なども
数多く残っております。
全国の皆様には、市内にある巨樹や名木をご覧頂くとともに、歴史的なたたずまい、伝統芸能、工芸などの
文化、さらには加賀料理をはじめとした食文化にも触れて頂き金沢の風情を感じて頂ければと思います。
本日から２日間の本大会では、巨樹に関する基調講演やパネルディスカッションのほか、巨樹探訪ツアーなどが
開催されます。
巨樹が育んできた緑豊かな都市環境や木の文化を、次の世代に継承していくことの大切さを、この金沢市から
全国に発信することにより、今後、各地域における緑豊かな潤いのあるまちづくりが、より一層充実されますよう
期待しております。
結びに、全国各地から、ご出席頂きました皆様のご健勝とご活躍を、ご祈念いたしますとともに、今回の全国
フォーラムを契機に、巨木の保全等を通じて、緑のまちづくりが今後ますます進展されますことを心よりお祈り
申し上げ、私の歓迎のご挨拶といたします。
									

代理



金沢市都市整備局長 木谷 弘司 様
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■ フォーラム（シンポジウム）
基 調 講 演
巨樹・巨樹林を育てる
―巨樹の植物学と人間の営み―

古池

要

博（石川県地域植物研究会会長）

約

（1）樹木は多数のシュートが集積する集合体で、生活環の最後の発育段階が巨樹である。
（2）巨樹は地域の生物多様性の維持、発展に大きな役割を果たす。住民が生物多様性サービスを豊かに享受で
きるのは、巨樹が都市をはじめ人間の生活する場に育成され、連続的に生成されるような環境である。
（3）二十一世紀以降の都市とそれ以前の都市との分岐点は、巨樹を含む生物多様性の確保と充実が、都市計
画にしっかりと組み込まれているか否かである。

Ⅰ.

巨樹・巨樹林が息づく環境

金沢藩の主な領域は、能登、越中、加賀の三ヶ国である。巨樹・巨樹林をテーマとする場合には、時間の
スケールから藩政時代にさかのぼることが必要である。この講演では、必要に応じて三ヶ国の巨樹・巨樹林から
例を挙げる。

砺波の散村
私の生地は現在の富山県南砺市である。同市の平野部は、有名な「砺波の散村」に含まれる。重要なの
は、分散した各農家の敷地には屋敷林（カイニョ）があり、防風と家屋新改築の用材の生きた蓄積をして
いたことである。屋敷林や鎮守の森に加えて、村落ごとに一、二ヶ所はある昔からのランドマークの巨樹を
含めて、巨樹・巨樹林は普遍的な存在であった。太平洋戦争末期に陸軍が船舶建造のためと称して大規模に
伐採したことを契機に、屋敷林は、今日、ほとんど失われて昔の面影はない。

金沢で見た都市緑地
1950年代、私は金沢大学理学部に進学したので、金沢に住むことになった。金沢の緑に関する都市景観の
うち、当時の主なものは次の通りである。
（1）昼なお暗い鬱蒼たる三寺院群（寺町野町、小立野、卯辰山山麓）が構成する広大な市街地内の森林
（主な樹種はスギ、モミなどの針葉樹）
（2）金沢の市街中心部に広がる兼六園と周辺の緑地
（3）緑豊かで広大な武家屋敷の連なりと散在する社叢林
（4）前三者と山地を結ぶ、犀川、浅野川の河岸段丘崖の緑の回廊
ここに挙げた都市緑地では巨樹は普通の存在であった。繁華街の中心「香林坊」では、夜になるとムササビ
が飛び、昼の竪町の化粧品店には香水に誘われて蝶が訪れる、という状況であった。私は室生犀星が育った
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寺院、雨宝院の近所に下宿した。「神明宮の大ケヤキ」は道を一つ挟んだ位置にあり、この巨樹の美しい
立姿をはじめ四季の恵みを日常享受した。それから70年が経過し、現在（1）、
（3）はほとんど失われて駐車
場、保育所、住宅などの敷地に変わった。（2）、
（4）は県民、市民の献身と県市の努力で、かろうじて存続
している。
なお、巨樹が豊かな金沢藩の「歴史的文化遺産」として、奥能登の海岸林と江戸一番と称された本郷上屋敷
の大名庭園「育徳園」、板橋の広大な下屋敷（材木の生産もおこなった）を挙げておきたい。

里見信生先生の業績
私の恩師は正宗厳敬教授（植物地理分類学教室）であるが、後に教授となられる里見信生先生からも、
多くのご指導を戴いた。先生は石川県文化財審議会の委員であったが、当時、国県市町村の指定した県内の
天然記念物指定の実績を対象に、植物種ごとに実証的データを収集し、考察を加えられた。成果は「石川県
の巨樹」（1982）として出版され、高い評価を得た。また、この研究は「石川県巨樹の会」の結成運動の
きっかけにもなり、運動の面でも大きく貢献した。しかし、同研究は文化財指定という行政行為の評価／
考察に重点があったので、植物学的研究の余地が十分に残されていた。

自然の巨樹・巨樹林と、人間の手が加わった巨樹・巨樹林
私は人間活動が巨樹の形成、保護に大きく寄与していることを認識していたが、自然状態における巨樹
形成がどのようなものであるかを知る必要を感じた。幸い、植物地理関係の調査に訪れた各地で、広く巨樹
の観察を行うことができた。特に強い印象を受けたのは、白山千丈平のブナ群落と立山美女平のスギ群落、
二度にわたるボネルオ旅行の際に観察したフタバガキ類を多く含む熱帯降雨林などであった。また、バオバ
ブ Adansonia の森林をはじめ、世界各地の巨樹・巨樹林を観察された濱野一郎氏（前石川県巨樹の会会長）
の諸報告は、興味深いものであった。これらを通じて、巨樹形成が樹木の生活史（生活環）上の最終段階で
あり、自然状態では必然であることが理解できた。また、人間の働きかけが合法則的である場合は、巨樹・
巨樹林の形成、保全に大きく寄与することを再認識した。

Ⅱ.

動的樹木学事始め

巨樹は植物学の研究対象である。巨樹・巨樹林の科学は生きている樹木、巨樹それ自体の研究から出発しなけ
ればならない。樹木の最も普遍的で頻繁に生起する現象を深く研究することが必要である。

樹木の基本単位―シュート（shoot）
樹木（木本）を構成部分に分割すれば、最終的には個々のシュートに分解できる（草本も同様である）。
これは、最も普遍的で重要な事実である。
シュートは動的な存在で発育する。芽は、発育するシュートの最初の形態である。芽吹きに続き、葉を
順次展開し、翌年のための芽を形成して落葉する。蕾を形成した場合は、開花、結実し、子実を散布する。

シュートの分化と複合（長枝と短枝ほか）
同一植物種においても、シュートには長枝、短枝などいくつかの種類がある。種子から発芽した芽生えや
花もシュートの一種である。ただし、シュートの分化は限られており、植物種ごとに数種類にすぎない。
シュートは通常一年を経過して、新しいシュートを形成する。旧一年枝のシュートは新二年枝となる。樹木
巨木を語ろう全国フォーラム 石川・金沢大会報告書
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ではこの反復により、枝が伸び、複合していく。一年枝においても、同時枝や二次伸長枝の形成を行う樹種
がある。これらは結合して枝となり、世代と種類の異なるシュートの複合体となっていく。

シュートの生産数、現存数、規則的配列
樹木におけるシュートの生産数は極めて大きい。二又分枝を仮定するとｎ年目の生産数は２ｎになるから、
樹齢50年でシュートの生産数は1015、樹齢100年の生産数は1030に達する。実際には、すべてのシュートが存続
することがなく、かなりのシュートは枯死して脱落する。しかし、樹木のシュートの生産数と現存数が膨大
であることは動かせない。
樹木ではシュートの全体について、最適条件を満たすように空間的に配置されなければならない。その
配置形式は自己相似形の反復（フラクタル）であることが知られている。
樹木分枝の自己相似形分岐の研究は、理論的（数学的）にも、実際の樹木についても研究例がある。

二次成長（肥大成長）とシュートの重積
樹木（木本）の生活様式の特徴は、肥大成長とシュートの生活環の高度の集積にある。
双子葉類や針葉樹類の樹木は並立維管束であり、真正中心柱を持つ。形成層（維管束形成層）が道管部と
篩管部の間に位置し、中心方向と遠心方向にそれぞれ、道管部（木部）と篩管部を追加していく。同時に、
新シュートが古いシュートに追加されると、双方の生活環の回転が同期して進行する。古いシュートは新しい
シュートを力学的に支持し、水や養分を供給する。他方、新シュートは、蒸散によって水柱の移動を行い、
光合成でエネルギーを確保する。この役割分担の時間的移行は、シュートの世代ごとに精密に同期して逐次
移行していくので、単なる複合を超えて生活環の「重積」が進行する、というべきである。
草本の双子葉類や単子葉植物では維管束や中心柱の型の特性から、特別なものを除き、地上部は肥大成長
をすることができない。

心材と辺材の分化、心材蓄積の制約
形成層で形成された導管、仮道管などは二次木部を形成する。これらの軸方向性を持つ細胞は細胞壁を
完成させて１ヶ月程度で死ぬ。この導管、仮道管などは、支持機能のほか水分通導、養分貯蔵の機能を持つ
辺材を形成する。対照的に放射方向性をもつ放射柔細胞はその後も数年～数十年は生き続ける。この柔細胞
が死ぬと、心材物質の形成・拡散・沈積、水分状態が変化して辺材は心材に変化していく。心材は、断面
二次モーメント（変形のしにくさ）の増大に貢献するが、大きさがある限度を超えると、逆に力学的な負担
が増大する。

心材の腐植化と幹の空洞化
心材の増大による負担の増加には、ある限界がある。すなわち、心材は侵入した菌類、動物類、細菌類な
どの働きにより徐々に腐植となる。やがて外部にも排出されて樹木内部の空洞化が進行し、力学的負担は軽
減に向かう。その後も幹の大きさは増大し続け、断面二次モーメントは、一時的に増加する可能性さえあ
る。野外調査では空洞が樹径の70％以上になると倒伏する場合が多いが、樹径が100cm以上では倒伏しない
場合が半数程度になる。なお、竹類では最初から稈の中心部が空洞なので、充填された幹よりも大きな断面
二次モーメントを実現している。
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幹の破損と壊滅、ひこ生えによる株の維持
樹木は単なる剛体ではなく、幹の成長応力をはじめ種々な力が均衡している。幹の軸方向では外周部では
張力が、中心部では圧縮力が働いている。また、放射面では幹周に沿って圧縮力、中心部では張力が働い
て、幹の形態を維持している。通常、樹木では曲げ応力が表面に均一に分布し、形態もこの法則に支配され
て形成される。幹の空洞化が進むと、大枝などに重力や風の荷重によって生じるモーメントを支えられず、
部分的な破壊が起こるようになる。部分的な破壊は力の均衡関係を破り、時間の経過とともに崩壊/倒伏に
至る。しかし、幹の基部の外側に形成されたシュートは、ひこ生えとして成長する。その中の最適の１～
数本が次代の幹として成長していく。

Ⅲ.

樹木の生活史（生活環）の最終発育段階＝巨樹

樹木の生長の研究の多くは、林学及び木材の科学により、古くからから行われてきた。しかし、樹木の生活史
の種生物学的研究の開始は、近年のことである。

巨樹の特性
植物体の各発育段階の基本的特性は、生活環上に配置して見ればあきらかである。巨樹は樹木の生活環に
おける、最も発達した最終の発育段階である。
造林の観点からは、通常、芽生えてから開花結実の前までの段階を幼年期、それ以降を成年期と二段階に
大別する。詳細に観察すれば、樹種とその発育環境と係わって、多くの発育段階から構成されていることが
わかる。

巨樹の定義は、幹周、樹齢等の数量的基準だけでは不十分
巨樹の定義は樹木の生活環（生活史）における質的特性を基本にすべきである。巨樹は各樹種の生活環上
の最終の発育段階である。心材が完成し、最も充実した成熟期の次の段階、すなわち、心材に腐植化に向け
て何らかの兆候が認められる段階の開始をもって、巨樹の要件が満たされたとするのが妥当と考える。

森林における巨樹の役割
自然林には、多くの樹種が構成に加わり、しかも樹種ごとに樹齢を異にする多様な発育段階の樹木が、
法則的な数的構成をもって参加している。なかでも巨樹は、心材の腐植化、空洞化に伴い、菌類、細菌類、
動物類などとの共生が豊富かつ顕著となり、豊かな生物多様性を実現／維持する拠点となっている。
人工林では、特に皆伐を予定している育成林は樹齢構成が均一となるため、生物多様性は相対的に乏し
い。育林の目的の基本に生物多様性の実現／維持を掲げるべきである。

草本の多くは、新第三紀に生活環の単純化によって誕生
草本は、新第三紀の気候変動に適応するため、生活環を単純化することによって形成されたとされる。
高木、低（灌）木、草本の間には移行的な諸形態が認められる。寒冷化、乾燥化から守るため、年齢の古い
発育段階（分枝）は地下に潜り、地上部は一年生のシュートとして、春、夏に活動する。これが多年生草本
の姿である、草本の最新の形態は、一年生草本であり、種子と一年生のシュートのみである。草本は草原
植生を形成するほか、森林の草本層を形成して生物多様性の増大に寄与している。この進化は急激進行し、
可逆的でもあったらしい。
巨木を語ろう全国フォーラム 石川・金沢大会報告書
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単子葉類
分子系統学による推定では、単子葉植物はジュラ紀末の出現で古い起源をもつ。不整中心柱を持ち、特別
の例外を除き二次成長（肥大成長）ができない。しかし、竹林、ヤシ林、ササ草原（低木林）など特有の
植生を形成するほか、双子葉類と同様、森林の構成に重要な役割を果たしている。

Ⅳ.

植物における共生

共生は、地球生命の基本的な特性
細胞共生説（マーギュリス、1967）は、真核細胞が原核細胞同士（さらには前者への後者の）共生、融合
により生じた、とするものであるが、今日、多くの裏付けがある。また、藻類は系統により異なるが、数回
の系統の融合により生じたことが、確認されている。菌類は、植物の陸上への進出に伴って共進化した分類
群で、殆どの植物には菌根が確認されている。地衣類は菌類と藻類の共生体である。動物類と植物の共進化
は周知の事実である。
植物の代表的な共生体は、植物群落である。巨樹林は、巨樹が継続的に生成される森林群落である。その
植物群落には同一植物種の樹齢の異なる植物体が安定的に確保されていなければならない。

植物群落は実体として存在する
植物群落は、高度の秩序をもった実体である。分類された植生は植物社会学的命名規約により正式に命名
される。分類された植生を、植物群落と呼ぶことになっている。ちなみに石川県地方の維管束植物は約2,500
余種類（変種以上、2016年現在）であるが、植物群落の種類（群集レベル）は180程度しか知られておら
ず、自己組織化により高度の秩序を形成している。

植物群落の構造と遷移、群落環
植物群落は独自の種構成を持つ。特に森林群落においては、空間的に階層構造を持ち、階層間の空間は
風の流れや共生する鳥類、昆虫類などの通路となっている。森林群落は、光合成光量子束密度の大きな傾斜
や、赤外線と湿度に富んだ独自の内部環境を持ち、マント群落が外被となって外部環境から半ば遮断された
構造を持っている。
植物群落はそれが立地する環境との間に、相互作用を行い、遷移系列を通じて極相に達する。遷移が環境
の変動によって停止または後退した場合には、所定の遷移系列を通じて、もとの遷移系列に戻っていく。
よって、環境変動が活発なところでは、遷移系列の循環がおこるから、これを群落環と呼んでおり、その
把握は植生管理に不可欠である。

つる植物と合着木、樹形形成法則からの共生による離脱
通常の樹木形態は、風などの外力による幹表面の均等な曲げ応力分布が実現するようになっている。この
場合、任意の樹径Ｄとその上方に位置する風荷重作用点までの高さｈには、ｈ∝Ｄ 3の関係がある。つる
植物は、支持を他の樹木などに依存することを特性としており、この法則の枠外にあるから、樹形は自由
である。曲げ剛性は極めて小さく、外力に対して柔軟性に富む。通常の熱帯降雨林では樹冠の構成にも加わ
る。つる植物はマント群落として森林の外被を構成するので、多くの森林の存続に不可欠である。
合着木は、同樹種間、異樹種間を問わず、隣接する植物体間に成立する関係で、隣接状態から枝、幹など
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が結合するものである。結合後の樹径は２Ｄとなるので、ｈは２ 3倍となることができ、通常の生育速度を
一挙に乗り越える。合着木は自然、半自然状態の森林では、しばしば観察される。合着木は、構成木間に
エピジェネテックな相互関係も予想され、将来研究すべき重要課題である。合着木の育成は造園技術の一つ
でもある。

巨樹の生成メカニズム―生活環の正常な回転
巨樹は、樹木として最も発達した発育段階であり、種子散布のほか、ひこ生えや伏条更新なども、最も
発達した段階である。また、他の植物、動物、菌類、細菌類などとの間に、成熟した複雑な共生関係を形成
する。
巨樹段階の後には、植物体としての死がある。巨樹の死は、新しい空間的時間的空隙（ギャップ）の出現
であり、種子の発芽と成長、材の菌類や細菌類による分解や新しい共生関係が開始される契機となる。旧い
幹の死は、芽生えが育つ環境の出現であり、同じ株に新しい幹が成長する条件でもある。巨樹生成には生活環
の正常な回転が不可欠であるが、巨樹の死は新しい生活環の開始である。

人間と植物の共生と植物科学
人間は自然の一部である。他の生物と同様、動物や植物、菌類、細菌類などとの間に共生関係が成立しな
ければ、出現し、存続、発展することはできなかった。
緑地（公園を含む）は、林業、農業と並んで人間と植物との重要な共生形態である。これらの人間活動は
今日では意識的に最新の植物科学にその基礎の一つを置かねばならない。

Ⅴ.

二十一世紀以降の都市形成と緑の役割

ヨーロッパにおける中世都市と近代都市の分岐点
ヨーロッパで近代都市が誕生するのは、産業革命以降である。工業の発展にともなう労働者の都市集中に
より、都市環境は極度に悪化した。上下水道をはじめ、都市環境の整備が不可避となった。緑地の無い中世
都市は、緑を計画的に導入して、都市環境を整えた近代都市に生まれ変わらなければなかった。中世都市と
近代都市の分岐点は、緑地系が都市計画に導入されているか、否かである。

日本の都市における緑の変遷
日本の都市建設は奈良時代から始まるが、大陸から意識的に学ばなかったのは、都市の城壁である。江戸
時代、江戸は世界最大の都市であったが、市街地の緑被率は40～60％と見積もられている。上水は整備さ
れ、し尿処理は汲み取りと肥料化により、衛生的であった。金沢は江戸時代、日本で四番目の都市であった
が、ほぼ同様であった。
明治維新にともない、政府は産業振興をめざすが、工場や学校、兵舎などの用地となったのは、緑地を
形成していた武家屋敷、庭園（大名庭園）等であった。太平洋戦争の敗戦（1945年）まで、この傾向が続い
た。金沢も同様で、現在は徐々に復活に向かっているが、まだ、市街地では20％には達していないと推定さ
れる。

金沢の緑地系の特性と課題
金沢はもともと、一向一揆に関わって本願寺が拠点とした尾山御坊の寺内町である。織豊政権の成立後は
巨木を語ろう全国フォーラム 石川・金沢大会報告書
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金沢城の城下町として整備された。犀川浅野川に挟まれた河岸段丘の末端部に金沢城を置き、二つの河川
から水を引いて防禦用の堀のシステム（総構え）を設けたのが基本的な構造である。明治維新以降、金沢
城には第九師団等がおかれた。敗戦後は、金沢大学城内キャンパスが約半世紀間立地し、続いて金沢城公
園となった。金沢城公園、兼六園を含む緑地は、金沢市街の中核的緑地であり、「緑の心臓」と呼ばれて
いる。金沢市の「緑の基本計画」は、「緑の心臓」を街路網の並木を通じて市内の都市公園に結びつけた
ネットワークを建設し、最終的には学校、公的施設、企業、住居などと結合することを骨組みとしている。
重要な点は「緑の心臓」が、両河川の河岸段丘崖に立地する緑の回廊を通じて、山地と結合していることで
ある。金沢市の緑に関する最も重要な制度と施策は、この「緑の回廊」の保護保全におかれてきた。河川、
用水、海岸の緑も、これに結合する構成となっている。当面する課題は、この緑のネットワークの成長を
基礎に、今後、住民への生物多様性サービスの供給に、どのように組織・運用・発展させるかということ
である。
（終）

註：

講演では、続けて金沢の都市計画に導入すべき巨樹・巨樹林関係重点項目を提案したが省略する。用語shootには複数の
訳語があるがいずれにも難点があるのでカナ書きのシュートとするなど、論点を明確にするため一部を改め、補筆
した。内外の多くの先行業績に負っているが、講演記録であるから引用文献名の記載は省略する。
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■ フォーラム（シンポジウム）
「神明宮の大ケヤキ」の健康診断
◇調査日

平成29年３月20日、５月28日、
６月11日、６月24日の４日

◇調査樹木

神明宮の大ケヤキ（金沢市保存樹指定）
樹種：ニレ科ケヤキ属ケヤキ
幹周：897cm

樹高：24.0m

最大枝張り（ｗ）1860cm
◇所在地

石川県金沢市野町２丁目１－８

◇調査者

全国巨樹・巨木林の会
一般社団法人日本樹木医会石川県支部

全国フォーラム石川・金沢大会協賛事業（プレイベント）の巨木健康診断は、石川県最大で、藩政期より多く
の人々から崇め親しまれてきた900年以上の樹齢を誇る、神明宮の大ケヤキ（神木）に於いて実施した。
この調査は、平成７年の空洞修復（樹木治療）以降の生育状況を明らかにしながら、市街地という比較的劣悪
な環境における巨樹の持続的な保全の在り方の提言に繫がった。
また、全国巨樹・巨木林の会の指導・助言のもと石川県樹木医会単独で多様な調査が行われたが、今回の調査
が次回以降の継続実施に生かされる事例になるよう願う。
なお、調査の結果については総会及びフォーラムにおいて概略を報告した。また、その詳細は「神明宮の大
ケヤキ」健康診断報告書にて記載してある。

公開診断状況

外観調査

ツリークライミング調査

空洞・コブ・不定根の調査

ドクターウッズによる腐朽診断

山中式土壌硬度計による土壌調査

巨木を語ろう全国フォーラム 石川・金沢大会報告書
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■ パネルディスカッション
「地域文化に深くかかわる巨樹・巨木林の役割について」
○パネリスト

古池
槻

博（石川県地域植物研究会 会長）
健二（曹洞宗 松月寺住職）

本光

章一（金沢市緑と花の課 担当課長）

飯田

義彦（国連大学サスティナビリティ高等研究所）

○コーディネーター

進士五十八（福井県立大学学長）

進士：それでは、パネルディスカッションを始めたいと思います。
私は、ただいまご紹介いただいた進士と申します。よろしくお願いします。
古池先生は基調講演の中でいろいろな問題提起をしていただいたので、ほかの３名の方に現状と課題
について発表していただきます。
それでは、本光さんからお願いします。

◎各パネリストからの現状と課題
①金沢の文化的景観と保存樹・樹林
本光：みなさんこんにちは。金沢市緑と花の課の本光と申します。
金沢の文化的景観と保存樹・樹林というテーマでお話をしたいと思います。
金沢は400年以上戦禍に遭っておりませんので、貴重な巨木自体が建物とあいまって金沢の文化的
景観となっています。金沢市では昭和54年度から保存樹、昭和58年度から保存樹林の指定を行ってい
まして、それぞれに管理奨励金があり、保存樹は１本当たり年額１万円、樹林は樹冠の面積に応じて
年額３万円から５万円となっています。また、樹木診断は無料で長命処置、緊急処置はそれぞれ補助率
70％で上限額も100万、50万とかなり手厚く支援しております。また、松くい虫等被害の拡大防止や
薬剤樹幹注入に関する補助もございます。現在の補助率は70％ですが、平成23年度までは90％と全国的
に見てもかなり高率の支援を行っていましたが、第三者委員会において、補助制度の見直しが行われ、
補助率が50％になる危機を乗り越えて、なんとか70％にくいとどまったという経緯があります。
金沢市には、景観樹・樹林という特有な制度があり、景観法に基づく景観重要樹木制度より先んじて
平成13年度に制定されています。加賀藩は梅鉢紋が有名ですが、この梅などは成長が遅いため指定の
条件を満たしておりませんが、歴史的にゆかりがあるとか樹齢や文化的価値を考慮しまして、保存樹・
樹林と同様な制度があります。現在は、景観樹が13本、景観樹林が１箇所となっています。
ここからが本題ですが、全国的に見ても巨樹・巨樹林の周りの環境が激変してきており、都市化と
16
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ともに樹木の健全な成長が得られない状況があるかと思いますが、金沢市も同様であります。
たとえば、お寺の樹林ですが、道路に越境し落下の危険があるということで、かなり一方的な強い剪定
をされたものや、同じ敷地内でも建物の増築の支障になるため伐採されたりしています。このような行為
については、事前に申請していただいて、樹木の健全な成長に関してアドバイス等をしていますが、
一部には心ない行為が見られます。
また、寺院群やお寺と樹木が共生していけるかという難しい問題があります。このように、お墓の墓

石が傾いたり木の根で持ち上がってきて倒れたりしている事例や駐車スペースの確保のための舗装等、
樹木を取り巻く環境の変化があります。
これらを受けまして、平成23年度、24年度でカルテを作りましたが、これは、単に樹木の成長の状況
だけではなくて、周りの環境も含めてチェックしようという目的で作ったものです。
平成24年度には所有者に対して適切な維持管理を呼びかける手引き書を作成して配布しています。
結論を言いますと、巨樹・巨木林の保存は近隣住民や市民、所有者、市の３者の連携協力、相互の
理解を深めていかないとかなり危機的な状況にあるなと思います。
進士：本光さんの話はわかりやすいですね。次の槻さんにもつながる話でした。
たぶん歴史都市ならではと思いますが、墓地の話やお寺の話がメインに出てきていますね。
それは、大きな木がそこにあるからで、巨樹・巨木の議論をすると、寺社境内地がつきものである
からでしょう。
次に槻（けやき）さんが、桜（さくら）の話をします。

②お寺と地域の発展を見守る大桜
槻

：松月寺第29代住職の槻でございます。ちなみにお寺の名前は松月寺（しょうげつじ）と言います。
松月寺の大桜は、道路に面しているためいろいろな問題を抱えています。大桜と言われるだけあっ
て、昔は大きくてかなり立派であったと想像されますが、現在では巨樹とは言いにくいのですが、道路
に面し常に目に付く場所にあるため、地域の方から愛されている桜です。
この桜は、慶安元年（1648年）加賀藩３代藩主前田利常公より拝受したとされており、これは、当寺
２世の至岸和尚が利常公と仲がよかったからだと聞いています。
巨木を語ろう全国フォーラム 石川・金沢大会報告書
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ヤマザクラ・オオシマザクラ系の１品種で学名を「ショウゲツザクラ」と言い、開花時には葉をとも
ない裏側に萼片がそりかえっており、花の後に小さな実がなります。
昭和18年に国の天然記念物に指定され、毎年４月中旬頃見事な花を咲かせます。
このあとは、桜の写真をご紹介しながら説明いたします。資料によると小松城から境内の南庭に植え
られたと記されていますが、現在は移植され道路に面しているため、これから始まる悲運が待っている
状況です。
昭和初期、電車が通り始め道幅もかなり広くなりまして、大桜前に電車の停留所ができたため、人が
並んで電車を待っている状況です。
昭和38年の豪雪時の写真では、いったいどこに桜があるのかというくらいに雪が積もり、枝が何本か
折れました。
昭和48年頃から道路が整備され、車の通行の邪魔にならない様にかなりの枝が伐られています。
平成26年12月には、樹勢回復のため近くの大きなモミの木をやむを得ず伐採しました。
平成28年９月15日、大型車両が枝にぶつかって根元から折れたため、すぐに折れた枝の撤去をし、
翌日には緊急対応として大型車への注意看板を設置しました。
また、再発防止対策として、道路交通法により道路上4.5ｍ以内の枝は処分しました。天然記念物なの
で伐る前にあれこれと手続きが難しかったのですが、再発防止のため大型車をなるべく右側の車線に
誘導するなど路面標示や看板の設置、また道路巡回点検の際に交通に支障が出ていないかを確認して、
今年の２月10日に枝の剪定が行われました。これが、今年４月の写真ですが、モミの木を取り除いた
ことと電線の地中化によるものと思われますが、見事に花を咲かせています。
このように大桜は、小松城からこの地に移って370年ほど経ちますが、２代目至岸和尚から先代の
28代目住職までを見送り、寺の歴史だけでなく地域の人々を見守り、色々な災難に遭いながら力を振り
絞って毎年沢山の花を咲かせ、皆さんを楽しませています。
また、平成15年には県の林業試験場によって、直系の生育に成功しまして、いただいた１本の若木を
横に植えて育てています。
今後も私が在職中は、市や県、造園業者さん等と連携しながら、大桜の保存に努めて参りたいと思い
ます。
進士：文化財を持っている方の大変さがわかったことが１つありますね。
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本光さん、文化財保護法より道路交通法の方が強いんですか？
本光：そうですね。
他の地区で道路にはみ出す事例がありまして、やはり、大桜の場合は、この前の道路は県道であり
交通量が多いため、どうしても道路交通法によってしまいます。維持管理的にはこうなってしまいます。
しかし、県も頑張ってくれまして大型車の誘導をする路面標示や夜間の交通対策もしてくれています。
進士：会場には県の方もいらっしゃるので、巨樹の会からも今回の事例を参考に道路交通法が優先するのか
考えてくださいよ。ぶつかった車はどうなりましたか。車の痛んだのは弁償したのですか？
槻

：ぶつかった車はわかりません。青い塗料が残っているのみでした。
特に被害届を出していないので、誰がぶつかったかもわかりません。

進士：被害届を出しましょうよ。アニマルライツといって、動物は権限があるのに植物だけ黙っているなんて
おかしくありませんか？
今日は１つ意義がありましたね。ねえ皆さん。（拍手）
次に飯田さんお願いします。

③トチノキ巨木林の生態系サービスと山村の地域づくり
飯田：国連大学サスティナビリティー高等研究所の飯田と申します。
今日はトチノキの話をしますが、これまでのお二方の話を聞いて感じたのは、金沢市のように所有者
が明確できちんとお金をかけて管理できるところと、同じ巨樹でも人目に触れないものも全国にたく
さんあります。そういったものをどういうふうに守っていくかを、トチノキを事例に紹介したいと思い
ます。
本題に入る前に、巨樹・巨木の問題は日本だけでなくて世界中で減少が言われています。
オーストリア国立大のリンデンマイヤー先生が「Science」という雑誌に発表しているレビュー論文
には、世界的に巨樹林は山火事であったり、森林伐採であったり、気候変動であったりといろんな要因
で巨樹が減っている状況であります。ただ、見てのとおりあまり人が関わる場所にはなくて、日本の
場合は人がどのように関わるかが重要なのかなと考えています。
トチノキというのは、縄文時代の遺跡からトチの実の皮が発見されるほど日本人と深い関わりがあり
ます。これはトチノキの分布域ですが、黒色部分が多いと言うことですが、石川県も濃い色になって
いて大きな分布域となっています。また、トチノミ製品も石川辺りは中心地となっています。
一方、環境省の巨木の調査ですが、こうしたナショナルセンサスがあるというのも日本の重要なとこ
ろですが、岐阜とかはカウント数が非常に多いですが、石川やこれからお話しする滋賀はほとんどあり
ません。
これは巨樹の直径階ごとの分布ですが、３～４m台が非常に多くてそれ以上はあまりないという傾向
です。
1983年に出されている写真集の太田の大栃ですが、現在は支え棒がありますが、このころはうっそう
とした森の中にあったということで環境もかなり変わりました。
それでは、私自身が滋賀県朽木地区で調査してきたトチノキの話をします。
ここのトチノキは保護制度で守られてきたわけではなく、住民の所有でトチの実を拾ったりして代々
守られてきたものです。
2008年頃に業者により50～60本伐採されるというショッキングな出来事があり、調査を始めるきっか
けとなりました。
私たちは、その後50haで直径１m以上のトチノキをすべて調べ、230個体をプロットし、このうち
47個体が巨木林でした。
見てのとおり谷の最上部に分布していまして、洪水等の長期的な攪乱にあまり遭わずにいたことと、
巨木を語ろう全国フォーラム 石川・金沢大会報告書
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周囲に17箇所ある炭焼き跡からここが薪炭林として利用されていた里山地域であり、人が周囲の木を
伐ることでトチノキが優位だったことがわかります。
伐採問題を契機として、保全団体が形成され、「栃の木祭」等で都市住民を呼び込んで、トチノキの
巨木を見て新たな関係性を作ることが市民参加ベースで行われてきています。
最後に、制度で守られている巨樹・巨木以外の大事な巨樹・巨木をどう守っていくかですが、生態系
サービスの概念でトチノキ巨木林を考えますと、いろいろな自然の恵みが、人間の幸福にもつながって
いることがわかります。
大事なのは小さい頃から巨木に触れて、自然に文化を学んでいくということなので、会場にいらして
いる方はお孫さんがいらっしゃると思いますので、巨樹の会の会員の方は是非お孫さんを巨樹にふれ
させていただきたいと思います。
進士：ありがとうございます。

古池先生の基調講演についての質問を受けねばなりませんが、最初の古池先生のレポートを是非お読
みください。植物学的に突っ込まれたりっぱな文章があります。それから樹木医のみなさんが科学的に
追求されていますね。
私は、それぞれが独立しているわけではなくて、重なってくるんだと思いますね。
本光さんは、市でやっている助成金の比率が90だったのが50にされて、70に取り返したことが一番気
になっているようでしたが、でも行政マンはそういうことに執念を持ってやって下さい。
松月寺の槻さんが桜の話をというややこしいのですが、全部巨木になりますので頑張って下さい。
さあ、最後に飯田さんから一言、皆さんへのメッセージをどうぞ。
飯田：今回はトチノキに関して発表しましたが、石川県巨樹の会さんが出している冊子とかには何十種類もの
巨樹のデータがあって、こうした現状を把握することが重要だと思います。やはり、こういった地道な
活動を続けていけるような周りのサポート、国であったり、県や市であったりとか市民だと思います
が、そうした基本データを蓄積していけるような体制づくりが、こういったフォーラムの意義であるの
ではないでしょうか。
もちろん環境省も調査をやっていますが、環境省だけでできるものではないので、一致団結して次の
人間世代にも樹木の世代にも伝えていけるのかなと思います。
進士：地方創生が盛んに叫ばれていますが、地方では核になるのは「時間軸」だと強く思っています。
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私は、昨年の４月から福井県立大学学長を引き受けたのですが、福井の田舎を歩くと本当に素晴らし
い物がいっぱいあります。おそらく京都以上でしょうね。応仁の乱以前にある若狭地域の古いお寺や
神社、仏像にしても本当に素晴らしいですよ。
それは、加賀だって能登にしても同じで本当に歴史がありますね。私は、日本は大都市と地方の２つ
に分かれていて、地方の意義はそこで勝負だと思います、大都市は経済開発が進んでいますから、絶
えず新しくなっています。しかしそこには本当の日本の魅力はありません。インバウンドの人たちと
か、それぞれ日本人自身の心の中にあるものは、まさに歴史つまり「時間」にあるんだと思いますね。
それの象徴が実は巨樹なんですね、そういう意味で長い時間を積み重ね物の凄さ、今日のこのパンフ
レットの表紙、濱野さんの写真この根上の松はこの根張りがいいんですよ。
最近植えた都市公園の木はみんなズドンと柱でしかないんですよ。それが大地に根を張って風雪に
耐えてきた、その「時間の美」こそが、これから売りになるだろうと思いますね。そういう意味で巨木
を大事にすることが大切です。
松月寺の前は一方通行にすればよかったのではないですか。
本光：先ほど言い忘れましたが、道路を拡張する際大桜を守るために、松月寺側を触らずに反対側のお寺の
参道を後退させて道路を広くしています。ですから、松月寺の参道は長いのですが、向かいのお寺の
参道は極端に短くなっています。そもそもそういう歴史が金沢にはあります。
進士：金沢自慢でした。
（笑）古池先生どうですか。
古池：私は、今年のこの大会が最初はどうなるのかと思いましたが、心配には及ばず立派な大会になって満足
しています。ありがとうございました。
（会場から金沢大学中村浩二氏の意見）
古池先生のお話は大変おもしろくて、巨樹が何本あるか調査をされていて、これからも調べたいということを
おっしゃいましたが、是非毎年とはいいませんが、何年かおきにその後どうなったかのモニタリングをちゃんと
やるべきです。それで本数が減った場合はどうして減ったのかということです。
私は、木が勝手に枯れるのではなくて、いろんな都合で伐られてしまっている場合が多いのではないかと思い
ます。松月寺の例は、県や市がずいぶん工夫し努力されていることはわかりましたが、公園の造成等で大きな
樹が沢山伐られているのではないかと思います。
今金沢に沢山ある巨樹が、これまでにどういう理由で減ってきたかの原因を明らかにすべきで、これからさら
に改善していって、もっともっと大きな木が続いていくようにしてほしいと思います。
進士：古池先生の砺波平野の屋敷林は100年、これは建て替え材になるのだから別に巨樹でもなんでもなかっ
たというお話、これが本当の姿のような気がします。
一定の太さや枝張りで基準を決めるのではなくて、それぞれの暮らしの中で長い寿命の木を大事に
するということだと思います。何となく文化財のようにして、ただ守るためにあると取っているのは、
本末転倒ではないのかという気がしてきました。
ただ、樹木医の皆さんには、市民から寿命の長い木を何とか守ろうという要請があるわけですので、
そのために技術や科学を駆使されています。
市民はそれを運動論として展開し、できれば全国的なうねりを作り、「地方創生のコアは歴史」だと
いう価値観を持つことではないかと感じています。
フロアの皆さんは是非、このような活動に邁進していただき、仲間を沢山作っていただきたいと思い
ます。時間が来ましたのでこれで終わりにします。
皆さん今日はどうもありがとうございました。パネリストの皆様、どうもありがとうございました。

巨木を語ろう全国フォーラム 石川・金沢大会報告書
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■大

会

宣

言

私たちが住んでいる、ここ石川県は、金沢を中心に北には能登半島を有し、南東には霊峰と
いわれる白山が聳え、日本海には対馬暖流が北上し、全域にわたって温暖なみどり豊かな自然
環境にあります。
その恵まれた自然環境に広がる森林が県土を覆い、潤いのある森の都金沢があります。県都
金沢には今なお、まち中に巨樹が散在しております。
そのような石川県から私たちは、今、ここ全国フォーラムの開催地、森の都金沢から全国に
向って高らかに、次のように大会宣言を発信いたします。

一つ

みどり豊かな自然植生に生きる巨樹を維持、繁茂させ、地球環境の保全に努めよう

一つ

今なお残る都市景観の一翼を形成している巨樹を未来に永く残し、共生していこう

一つ

風雪に耐えた巨樹の姿から生活史の一端を学び、広く発表していこう

一つ

叡智に育まれた長い伝統を継承する薫り高い美しい木の文化を広げ、発展させよう

一つ

生物多様性に富む地域の自然環境を代表する地域特有の巨樹の森を創ろう

以上、私たちの思いが大きく輪となり、広がっていくことを願い、ここに宣言いたします。

平成29年９月30日
第30回巨木を語ろう全国フォーラム石川・金沢大会

金沢森林組合本所
所 長 河崎 仁志
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■ 大会旗引き継ぎ ＆ 次回開催地釧路市長挨拶
釧路市副市長

名塚

昭様

ただいま大会旗の引き継ぎをさせていただきました、釧路市副市長の名塚と申します。
今日の大会を準備されて来られました、高木政喜大会実行委員長をはじめ実行委員会の皆様、そして全国
巨樹・巨木林の会、その他関係の皆様に改めて敬意を表したいと思います。
さて、「釧路市はどこ？」と聞かれて北の稚内を指される方がいますが、北海道の東側にあり人口は17万３千人
と北海道内では、札幌、旭川、函館に次ぐ第４番目の都市です。
夏は25度を超える夏日は５日間程度で、真夏日は10年に１回と大変涼しいところです。
来年大会を予定している地域は、釧路市の阿寒湖周辺地域でありまして、ここは冬の最低気温が平均でマイナス
17度を下回るという場所でして、過去にはマイナス30度になったという記録があります。
このように気温が下がりますと、樹液が凍って幹が裂けてしまう「凍裂」という現象が発生するなど、厳しい
環境であるため、樹木が育つには長い年月がかかる地域です。
また、釧路市には、霧の摩周湖で有名な「阿寒摩周国立公園」と指定30周年を迎え国内で一番広い湿原を有
する「釧路湿原国立公園」の２つの国立公園があります。
そして、この東北海道地域は、世界自然遺産の「知床」に代表されるように、太古から原生林で多様な野生
生物が生息する豊かな自然に恵まれた地域であり、そういう意味で植物も文化も本州とは大きく異なっています。
ですから、明日のツアーで訪れる由緒ある神社で信仰されてきた、御神木のような巨木は、残念ながら釧路
にはございません。
しかし、先住民族であるアイヌの方々の暮らしを支えてきた、手つかずの原生林が脈々と息づいております。
来年の大会では、（一財）前田一歩園財団により、長い間守られてきた原生林や、自然に寄り添い自然と共生
して生活している、アイヌの文化にも触れて頂きたいと思います。
最後になりますが、このフォーラムは北海道では初めての開催と伺っており、地元関係者と力を合わせて、
来年に向けた準備に取りかかっています。
来年の釧路大会は、阿寒の山々が美しい紅葉で彩られる秋の開催となりますので、自然のカムイと一緒に皆様
をお迎えしたいと思っています。
それでは、皆様のお越しを心よりお待ちいたしております。

大会旗引き継ぎ

名塚

昭 釧路市副市長

巨木を語ろう全国フォーラム 石川・金沢大会報告書
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■ パネル展示

石川県文教会館 1F ホワイエ

○石川フォレストサポーター会

○（公社）石川の森づくり推進協会

○石川県巨樹の会

○日本自然保護協会

FS会の活動状況の紹介

日本巨樹見立番附の紹介
（杉、檜、欅、桂、公孫樹、栗、栃、樟）

■物

企業の森づくり活動の紹介

出版物や資料の紹介

販

改訂石川県の巨樹・巨木林ガイド、日本巨樹見立番附表、巨樹健康診断報告書
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■ 会場風景・ポスター

大会会場案内幟

大会ポスター掲示

大会会場誘導

大会ポスター

大会会場前案内看板
会場受付風景

会場２F客席

会場１F客席
巨木を語ろう全国フォーラム 石川・金沢大会報告書

｜

25

■ 大会広報（報道発表・広告について）
今回の全国大会を機に主要テーマ「森の都金沢で巨木を語ろう」を発信すべく、ポスター作製を始め広報に
あっても大会実行委員会を中心に努力を重ねると共に、その一環として報道機関各社に後援していただきました。
（別記参照）こうした報道・広告を通じて、巨樹の大切さや貴重な側面、樹木保存の重要性、そしてそれらを
取り巻く自然環境の保全、改善等についての理解がさらに深まったと思われます。各種の取り組みの結果、大会
当日のシンポジウムには500人を超す方々に参加いただき、大変に盛り上がりました。
新聞、テレビ等における報道、広告について主だったものを以下にまとめました。
北 國 新 聞：９月６日

巨木フォーラム開催のPRを掲載（下記写真右）

９月21、28日
10月１日

大会について報道「巨木の魅力に理解」

北陸中日新聞：９月27～29日
10月１日

２回広告欄にて開催通知の掲載（半５段サイズ・下記写真左）

３回ＴＶ番組欄にて開催通知の掲載（下記写真右）

大会について報道「巨木の大切さを語る」

テ レ ビ 金 沢：大会のＣＭについて９月６日～26日に

巨木を語ろう
全国フォーラム石川・金沢大会
9月30日（土）13：00～17：00 開催

石川県文教会館（金沢市尾山町）
検
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44回放映（下記写真左）

■交

流

会

平成29年９月30日（土） 18：30〜20：30
テルメ金沢 ホール＆ダイニング イルズ
（１階宴会場）
参加者の皆様は、フォーラム会場の石川県文教会館から郊外にある
交流会会場のテルメ金沢までマイクロバスで移動して頂きました。
この会場には宿泊施設や天然温泉もあり交流会の後でもゆっくりと
安心して旅の疲れをいやすことが出来るのではないかと会場を決定
した次第です。

●会場等

交流会会場への移動風景

当地金沢は、加賀料理に代表されるように豊かな食文化が存在します。そこで、飲み放題と共に海・山の幸
をふんだんに取り入れた料理を予算の許す限り大いに味わって頂けるよう準備を行いました。また、石川県
巨樹の会会員の坂本ちづる様から石川県内にある酒造メーカー25社の四合瓶50本を大会開催を祝して頂戴致し
ました。酒処石川を参加者一同は味わうことが出来て大変好評でありました。坂本ちづる様にはこの紙面を
お借りし心から感謝を申し上げます。

料理はたっぷり御座います

ずらり並んだ石川の地酒

新鮮でおいしい寿司は如何

●開会・オープニング
司会は本フォーラム実行委員の潟端
良子さんが行い、オープニングは、石川
県巨樹の会会員で本フォーラム実行委員
会事務局員の山森三鈴さんに横笛の演奏
を行って頂きました。演奏曲目は「能登
の風」とNHK大河ドラマ「樅の木は残っ
た」の挿入歌「京の夜」の２曲です。

山森さんによる横笛の演奏

高木会長の開会挨拶

特に、「能登の風」は、能登を訪れた際に感じられる「風」をイメージして奏者の師匠が作曲されました。
開会にあたり、高木政喜フォーラム実行委員長の挨拶の後、高橋 進全国巨樹・巨木林の会会長による乾杯の
ご発声を頂き、晴れやかに宴がスタートしました。

巨木を語ろう全国フォーラム 石川・金沢大会報告書
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●スピーチ・サプライズ
まず、環境省自然環境局生物多様性センター長の川越久史様からスピー
チを頂きました。次に、国連大学サステイナビリティ高等研究所いしか
わ・かなざわオペレーティング・ユニット（OUIK）から渡辺綱雄様と飯田
義彦様そしてパストール・イヴァールス ファン様の３人からスピーチを
頂きました。

国連大学の皆様

渡辺様は全国巨樹・巨木林の会の理事をされており、飯田様はシンポ
ジウムのパネリストをされました。特に、ファン様は、スペイン出身で
金沢のまちづくりや庭園と自然に大変関心があり、これら様々な研究を
されているとのことです。
会が進行する中で、サプライズとして本実行委員会の北川正司事務局長
から、以前東京浅草で勤務の際同僚と行った三社祭の木遣りを記念すべき
この席で声高らかに唄いあげ宴も更に盛り上がりました。

和やかに進む歓談風景

●各県紹介・次回開催地挨拶
松島 昇全国巨樹・巨木林の会事務局長
の司会により、北海道から九州に至るま
で、交流会に参加された21都道県の皆さ
んにステージにご登壇頂き、近況報告な
どを交えたスピーチが行われる等交流が進
められました。
とりは、次回開催地、釧路市の名塚 昭

各県紹介の様子

名塚副市長のご挨拶

副市長より、自然の魅力いっぱいの釧路市へと熱くお誘いを頂きました。

●中締め
中締めは、本フォーラム実行委員会の濱野一郎副委員長が、全国フォーラム
への取り組みの意義とご参加頂いた皆様へのお礼、そして来年も皆で釧路市で
再会しましょうと力強く呼びかけ宴を締めました。

●終わりに
フォーラム会場の文教会館から交流会場まで慌ただしくマイクロバスでの
大移動から、オープニングの横笛演奏・スピーチ・各県紹介・次回開催地の釧路
市の挨拶まで、交流会は、あっという間に過ぎました。
その中で本交流会は、全国から集まった巨樹を愛する“同志”の久しぶりの
再会また、新たな出会いや情報の交換など和やかに賑やかに繰り広げられま

濱野副委員長の中締め

した。この様に、有意義で楽しい時間を過ごすことが出来ました事は、ご参加頂いた皆様の協力の賜物と深く
感謝を申し上げ報告とさせて頂きます。
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■ 巨樹探訪ツアー
金沢市内コース
参加者

参加者34名（県外22名、県内12名、内説明員寺澤、上田博、笠間）

大型バスでテルメ金沢を７：45に出発し、金沢駅金沢港口に立ち寄り参加者を乗せ、８：40に出発地点のしいの
き迎賓館前に到着した。
①堂形のシイノキ（国指定「天然記念物」）→ ②金沢城公園（国指定「史跡」）→ ③兼六園（国指定「特別名
勝」）→ ④本多の森（兼六園周辺文化の森）→ ⑤天徳院のタブノキ（金沢市指定「保存樹林」内）→ ⑥板ケ谷
町八幡神社スギ（金沢市指定「天然記念物」）→ ⑦松月寺のサクラ（国指定「天然記念物」）→ ⑧神明宮の大
ケヤキ（金沢市指定「保存樹」指定１号）

◆ツアーを顧みて
当日は金沢百万石ロードレースがあり、堂形のシイノキに到着したのが予定より10分遅れたが、金沢城公園
などの徒歩の区間で時間を調整し、バスの乗車は予定通りに行った。ツアーの参加者を二班に分けて、スタッフ
による解説を聞きやすくし、質問などの意見交換もできるようにした。順路である金沢城公園では本丸跡園周辺
での巨樹や珍しい樹木のガイドのほかに、重要文化財の建物や金沢の歴史など織り交ぜて解説し、兼六園では、
日本三名園を満喫することができた。それぞれの行き先のパンフレットを揃えて資料と共に配布したことも
あり、金沢の観光名所や文化に触れることができ、参加者もとても満足されていた。
バスでの移動は目的地である湯涌方面の県道が８月の台風５号による被害で崩落して通行止めになったことに
より、迂回路の道路状況から大型バスを中型バスに変更していたが、ツアー当日の直前に迂回路の片側交互通行
により大型バスも通行可能になったため、予定通り大型バスによる移動ができることになった。
金沢市郊外の湯涌みどりの里で昼食のお弁当を食べ、板ケ谷町八幡神社の樹齢800年とも言われているスギを
見学。市街地での巨樹ではなく自然豊かな金沢の景観も味わって頂けたものと思っている。
松月寺のサクラは周辺に駐車場がなく車中からの見学となったが、その次の神明宮では、前日のフォーラムで
日本樹木医会が健康診断の結果を発表した大ケヤキを実際に見学。現地には樹木医も待機し、大ケヤキの状況の
説明をしていただき、樹木医と参加者が質疑応答する場面もあったことから、参加者も関心を持って見学する
ことができ、たいへん喜ばれた。
その後、解散場所の金沢駅には、予定より15分早く到着。事前にコースの下見を幾度も行い、路線の距離や
所要時間、見学施設のお願いなどを十分に行ったことから、最後のバスの中では参加者に大きな拍手を頂いて
終えることができ、スタッフ一同満足した気持ちで巨樹探訪ツアーを行うことができた。

神明宮の大ケヤキで説明を聞く参加者たち

板ヶ谷町八幡神社のスギ
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■ 巨樹探訪ツアー
金沢市内健脚コース

  

樹木が巨樹となるには永い年月が必要です。金沢市は、400年もの間大きな自然
災害や戦禍に遭遇することなく今日に至っていることから、歴史的な建造物や自然が
市内の至る所に残っています。金沢市は、「歴史都市 金沢」を身近に感じてもらおう
と『金沢

古地図めぐり～東山・長町・石引エリア～』を発行しています。この「古

地図めぐり」を参考に、過去と現在が対比できるように作成した資料を説明しなが
ら旧市街地にある巨樹や緑の案内を２グループに別れて行いました。参加者は28名、内
配付資料

１

訳は県外が6名、県内が22名で、内説明員は間明、任田、上田哲の３名です。

堂形（どうがた）のシイノキ（集合・スタート地点）
当日は晴天に恵まれ絶好のウォーキング日和となりましたが、水分の補給
など健康管理にも充分ご配慮頂くことをお願いしました。この場所は、加賀
藩初期、京都の三十三間堂の「通し矢」を模した練習場があり、これを堂形
と呼んだ事に由来しています。一対のスダジイは国の天然記念物に指定
され、樹高は両方が11m、左幹周は2581cm（515cm）、右幹周は1752cm
（780cm）です。右の写真は出発前の風景です。

２

いしかわ四高記念公園
古くは加賀藩が文政５年（1822年）に学問所を置き、明治20年には旧制第四高等学校が設置された後、
昭和38年まで国立金沢大学理学部が置かれました。園内にはヒマラヤスギやラクウショウのほかアカマツ・
クロマツの老木が生育しています。

３

尾山神社
加賀藩主の別邸金谷御殿のあった所で、江戸末期から明治初期にかけて作庭された池泉回遊式の庭園と
社叢は市街地中心部にあっても緑が豊富な場所で、幹周 967cm、樹高７mのスダジイを訪れました。

４

彦三（ひこそ）緑地
六代藩主前田吉徳（よしのり）から藩士遠田自省（よりみ）が拝領したといわれる遠田のツツジのある
緑地です。園内にはツツジ資料館や市内有数のクスノキ（幹周 412cm、樹高 12m）があります。

５

主計町（かずえまち）源法院のシダレザクラ
主計町茶屋街の一角にある真言宗のお寺源法院は、弘法大師によって約1200年前に建てられたという言い
伝えがあります。シダレザクラは地域住民から大変親しまれています。

６

並木町のマツ並木
浅野川左岸には、藩政期松並木が現在よりも多く連なっていたことから
並木町と名付けられました。現在残る松（18本）は県指定の天然記念物とし
て、大切に守られています。

７

折鶴の松
藩政末期に知行200石を受けた藩医森快安の住宅で、万延元年（1860年）の

駐車場奥にある折鶴の松

建築と伝えられています。通りからも見える巨松は、折り鶴の形をしていることから名付けられました。大き
さは、幹周350cm、樹高15m、枝巾15mで探訪時に樹木保全作業を見ることができ、大変参考となりました。
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８

寺島蔵人邸
敷地内には、家屋、土蔵、土塀、庭園など藩政期の中級武家屋敷の様子や生活を伺い知ることができます。
ドウダンツツジのほか、モミジ、タブノキの老木があり古色蒼然とした趣を醸し出しています。

９

外濠公園白鳥路
藩政期、金沢城の堀であったものを明治時代に埋め立て道路や公園にしています。金沢城との斜面に生育
する北限のヤブツバキと南限のユキツバキが交配した「ユキバタツバキ」の群生地等を紹介しました。

10

兼六園

池泉回遊式庭園の大名庭園で、加賀藩４代藩主前田綱紀が、1676（延宝4）年
金沢城に面する場所に「蓮池御殿」を建てその周りを庭園化したのが始まりで、
本フォーラムのシンボルともなった「根上りの松」は、幹周 386cm、樹高 10ｍ
で、樹木の持つ生命力の大きさに感心されていました。

11
兼六園の根上の松を背景に

12

美術の小径

市内中心部にある河岸段丘崖に生息するタブノキ・ヤブツバキ等、自然状態の
照葉樹林が保全されており市街地の緑の特徴を見ることができます。

旧石川県立第１中学校内のモミ・アカマツ
市内本多通り沿いの西側に旧制１中の外構にあったモミとアカマツの巨樹があります。交通の障害に
なっても、市民はこれらの巨樹を守っています。大きさは、モミ 幹周280cm、樹高30m、アカマツ 幹周
150cm、樹高20ｍ、アカマツ 幹周140cm、樹高20ｍです。

13

金沢21世紀美術館
当該地には、かつて石川県女子師範学校から金沢大学付属中学校・小学校・幼稚園がありました。校内
正面近くにあったアカマツや西外惣構の土塁に生えるクロマツの存在は、歴史そのものであります。

14

大野庄用水にかかるエノキ
藩政前からあるこの用水は、灌漑、物資運搬、防火、防御、融雪と共に、今も庭の「遣り水」等市民生活
に深く溶け込んでおり、特に用水護岸から伸びるエノキは、武家屋敷の代表的な風景であります。

15

長町武家屋敷周辺の巨樹
加賀藩時代の上流・中流階級藩士の侍屋敷が軒を連ねている。石畳の路地に土塀、屋敷には黒松の古木
などを見ることができ、藩政時代の情緒ある雰囲気を味わうことができます。

16

貴船神社
鞍月用水沿いに鎮座する貴船神社は、赤松と共に市内を代表する用水景観を醸し出しています。赤松は、
金沢市の景観樹の指定を受け地域住民により保護されています。大きさは、幹周130cm、樹高６m、枝巾
5.5mです。ここで巨樹探訪ツアーは終了しましたが、鞍月用水沿いにJR金沢駅兼六園口まで歩いたグループ
と他方は、巨木健康診断報告のあった「神明宮の大ケヤキ」を訪ね、その後解散となりました。

結

び

参加者は大半が県内の方々でありました。また、地元の歩こう会のメンバーの参加を頂きましたが、今後の
取り組みのヒントを頂いたように思います。巨樹探訪ツアーは、ウォーキング・健康・リフレッシュ・生涯学習
など様々な意味から有意義であります。今後は、巨樹にかかる歴史や文化も合わせて訪ねられるよう説明に工夫
を重ね、充実した巨樹探訪に取り組んで行きたいと考えます。
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■ 巨樹探訪ツアー
白山麓コース
10月１日朝、一番気がかりはお天気、予想最高気温23度、お天気晴れ時々曇りで一安心です。参加人数は46名
（県外27名、県内19名）。内説明員として、八木、山田、山森、副田の４人が添乗。中型バス２台ですが他に、
静岡県から巨木フォーラムに参加のためマイクロバスを仕立てて来た人達14名が、我々のバスに同行。こちらへ
は古谷さんが添乗案内に立つことになっている。１号車に八木、山田、２号車に副田、山森が乗り込んで人数
確認し出発。白山市までの道路が混まないか心配したが、予定どおりに白山比咩神社に、おついたち詣りの人で
混みあわないか心配したのは取り越し苦労で順調に到着した。
表参道前に駐車、趣のある階段を上りご神木の老杉（幹周
700cm）少し上り神門前にある大ケヤキ（幹周538cm）を見学す
る。あまり時間をとってなかったが、御朱印をもらう人もいて、時
間がかかった。また、一人の人がバスを探して遅れてしまった。バ
スは到着場所と、乗車の駐車場が違うのですが連絡が徹底しなくて
参加者にご迷惑をお掛けした。
五十谷の八幡神社に到着。大スギ（幹周790cm、樹高39m）の威容
には、皆さん感嘆しきり。雪の重みで枝が地面に着くとそこから発

五十谷の大スギ

根する等説明させて頂き次の目的地へ向かう。
御仏供スギでは、ゆっくり周りをまわってみて頂く。ここでは全
国巨樹・巨木林の会の方が全員の写真をとる。
瀬女の道の駅で休憩。ここから、ついてきた静岡県からのマイ
クロバスは先に太田の大トチに向かい、我々は白峰の入り口の民宿
「かわおく」で昼食をとる。太田のトチへの林道は荒れていると入
れないので道路整備等いろんな面で白峰の方のお世話になる。トチ
の傍には大勢がお弁当を食べる場所もないので、昼食場所を頼んで
おいてよかった。ここで、先に行った古谷さんから電話連絡あり、
我々のバスでは林道に入るのは厳しいとの事。八木と副田で打ち合
わせをして、食後、事情を説明してお詫びをする。参加者はほぼ太
田の大トチが一番の目的である。林道の狭さを考慮してバスを手配

御仏供スギ

したはずだったが残念であった。林道入り口までバスで行ってみて、林道曲が
り角の小さい橋を渡れないこと、林道わきの樹木が茂っていて、バスに当たる
ことなど納得して頂く。急遽、天候悪化に備え準備しておいた別ルートへＲ157
号を戻り「桑島の大トチ」（幹周615cm、樹高23m）から「瀬戸の夜泣き銀杏」
（幹周980cm、樹高35m）一里野の奥、元国民宿舎の裏で猫が島、「弥四郎の大
栗」
（幹周553cm、樹高17ｍ）を案内させて頂きました。
帰路も瀬女の道の駅に立ち寄り、金沢駅に予定通り到着し解散となった。

桑島の大トチ
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■ 巨樹探訪ツアー
加賀方面コース
探訪先を「加賀方面」としましたが、具体的には石川県の金沢市より南、その中でもほぼ平野部一帯を対象と
しました。
今回選定した巨樹はこのエリア内にあって、いずれも人々の生活と関わりのある見ごたえのあるものばかり
です。ちなみに、今回探訪の6か所のなかには、国指定の天然記念物が4か所あります。
なお、参加者は31名（県外９名、県内22名）、この内説明員として事務局から西山、立花、北島が参加しま
した。
当日はお天気にも恵まれたなか、前夜の宿泊場所 テルメ金沢を予定通り午前８時に出発、金沢駅を経由して
午前中の探訪に入った。

（1）白山比咩（しらやまひめ）神社の巨樹・巨木群（白山市三宮町）
ス

ギ

幹周 700cm

（市指定天然記念物）

ケヤキ

幹周 538cm

（市指定天然記念物）

白山比咩神社は全国に3,000社余りある白山神社の総本宮で、「しらやまさん」と呼ばれて親しまれて
いる。
その社叢の尊厳さは素晴らしく神々しさを覚えるほどで、表参道の右側にあるご神木のスギと神門前の
ケヤキは、ともに社叢の中の代表である。このほかにも境内には幹周500cmを超えるスギ（５本）やケヤキ
（３本）があり、いわば巨樹の特級品が林立している。

（2）御仏供（おぼけ）スギ（白山市吉野）
ス

ギ

幹周 720cm

（国指定天然記念物）

「吉野工芸の里」の奥まった一角にある「御仏供杉（おぼけスギ）」は一本の樹だが、十数本の太枝
を分岐して茂っているため、遠目にはこの樹の樹冠は森のようにも見える。
その形が仏飯（おぼくさん）を盛ったようなので、この名前が付いたという。
はっきりした樹齢は不明ながら、かなりの老木とみられ、現在は60本余りの支柱に支えられている。
保護のため幹の根元の周囲に木道を設置しているので、近づいて容易に内部が観察できる。

（3）栢野（かやの）の大スギ（加賀市山中温泉栢野町）
ス

ギ

幹周 914cm

（国指定天然記念物）

昭和22年、石川国体のため昭和天皇が行幸された折にご覧になられたことから、「天覧の大杉」とも
称されている。参道の右側にあり、地上４m位のところで２分岐しているが、参拝のため拝殿に進むと
神威に満ちた独特の雰囲気を感ずる。
境内には他にも、この樹に見劣りしないスギの巨樹があるが、こちらの方はいずれも県指定天然記念物
である。
木製の浮橋を設置しているほか、地面には厚く杉葉を敷き詰めるなど、非常に丁寧に保護されているこ
ともあってか、境内は交通量の多い国道のすぐ脇にあるにもかかわらず、いずれも樹勢を保っている。

（4）八幡神社の大スギ（加賀市山中温泉菅谷町）
ス

ギ

幹周 745cm

（国指定天然記念物）

この樹は地上約３mのところで三分岐している。かっては一本立ちの大木であったが、村人が大船の
帆柱に据えようと前夜相談していたところ、スギは一夜にして三分岐したとの面白い伝承があり、以来
巨木を語ろう全国フォーラム 石川・金沢大会報告書
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ご神木として守崇されている。
「三股杉」の別名があるが、３幹とも素直に伸びた樹形は素晴らしい。
「八幡の大スギ」を観察した後、加賀市の海岸近くにある「竹の浦館」の部屋をお借りして、バスに積み込ん
できた弁当を皆で食べた。
昭和の初め地区の北前船主達が人材育成を願って設立した小学校が、一旦廃校となったが、その後当時の面影
を残す素朴な木造校舎として建物が保存され、現在は地区の人達の農作物や海産物の販売や、うどん・そばある
いはおにぎりなどを食べさせる食堂になったものである。
食後、体育館の周囲の壁全体に据え付けられた「ロクボク」を眺めて、小学生の往時を懐かしんでいるツアー
参加者も見うけられた。
午後は、

（5）鹿島の森（加賀市塩屋町）
岬の面積

3ha

（岬全体が国指定天然記念物）

この森は石川県と福井県の県境にある岬である。岬（島）は周囲600m、標高30ｍで、楕円形をしている。
以前は島であったが、大聖寺川河口の土砂が堆積して陸地に続いた。
貴重な常緑照葉樹林で覆われており、タブノキを優先種としてヤブツバキ、スダジイ、ヤブニッケ林が
自生している。この地は加賀における唯一の暖地性植物による原生林が残された特異な自然環境として
貴重な存在である。
また、森には陸ガニのアカテガニも生息している。現在、環境保全団体が鋭意保護活動に努めている。

（6）十村屋敷（とむらやしき）跡スダジイ巨木群（加賀市小塩辻町）
スダジイ（最大のもの）

幹周 906cm

（市は天然記念物として、巨樹群を一括指定）

小塩辻町のほぼ中心に十村屋敷跡が残り、そこにスダジイの巨木が散在するという独自の景観を見る
ことができる。
個々のスダジイは単幹ではなく、立ち上がってすぐ数本の幹に分かれているので、測定値ほどの量感
は感じられないが、それでもこれだけ揃ったスダジイの巨木の群生を見ると感心させられる。
最長齢のものは700年を超えると推定されていることから、
おそらく江戸時代になって十村制度が敷かれるその以前から、
この樹々たちは既に大きく育っていたのではないだろうか。
なお、この屋敷の主は、大聖寺藩十村役

鹿野小四郎で

あったと記されている。
十村屋敷のスダジイを見た後、「加賀方面コース」に乗り合わせて
おられた「全国巨樹・巨木林の会」高橋会長のご提案で、スダジイ
の巨木に囲まれて参加者一同の集合写真を撮りました。
また、道中のバスの中では参加者が自己紹介しあったり、和気
あいあいの楽しい一日でした。
帰路は新幹線の時間の都合があるということで、一路金沢駅へ
向かい、午後３時前に無事到着、解散をしました。

十村屋敷跡スダジイ前で集合写真
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■ 巨樹探訪ツアー
能登半島コース（１泊２日）
照葉樹林の北限に近いと云われる代表的な社叢林のほか、能登半島に点在する巨樹を観察し、能登の風土にも
触れてもらうコース。
参加者46名（県外40名、県内３名、説明員松枝、疋田、濱野）
１日目大型バスでテルメ金沢を午前8：00時に出発し、金沢駅港口に立ち寄り一部参加者を乗せて「のと里山
海道」経由で一路訪問地に向かう。

１日目の訪問地
①気多神社社叢林（国指定）		

羽咋市寺家

②西慶寺のヤマモミジ（県指定）

輪島市門前町谷口

西慶寺

③元祖アテ（県指定）
（昼食）		

輪島市門前町浦上

泉家

④新宮神社のスギ（市指定）		

珠洲市若山町大坊

新宮神社

⑤須須神社社叢（国指定）		

珠洲市三崎町寺家

須須神社

⑥倒スギ（県指定）			

珠洲市上戸町寺社

高照寺

さかさ

宿泊地

気多神社
浦上公民館で昼食

珠洲温泉「のとじ荘」珠洲市宝立町鵜飼

2日目の訪問地
⑦大峰神社のイチョウ（県指定）

鳳珠郡能登町瑞穂

大峰神社

⑧唐島神社社叢タブ林（県指定）

七尾市中島町塩津久々浦

唐島神社

⑨飯川のケヤキ（市指定）		

七尾市飯川町

いがわ会館で昼食

⑩山崎の五本スギ（市指定）		

七尾市山崎

飯川神社

阿良加志比古神社

さかさ

倒 杉で参加者全員集合写真
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ツアーを顧みて
能登半島先端部までを含み訪問地が広範囲に広がるため、移動に多くの時間を費やさざるを得なかったが、
１日目のはじめにマイクを参加者に回して簡単な自己紹介をお願いし、帰りには、同じくマイクを回してフォー
ラム全般の感想などをお聞きすることが出来た。それ以外の多くの時間はスタッフの松枝氏による能登の風物に
ついての巧みな説明のため、一同大満足だった。
「のと里山海道」では、途中千里浜なぎさドライブウェーを経由し、意外な景観に県外からの参加者より好評を
得た。また須須神社では日本一大きなキリコの見学もでき、これまた参加者一同その立派さと大きさに驚いた。
訪問した巨樹も全国的に見るとさほど巨大なものではなかったが、能登の風土にマッチした様々な樹形の樹々
に満足して頂いたことが、帰りの車中の感想で伺うことが出来た。また、社叢林も国指定天然記念物２か所、
県指定天然記念物１か所とそれぞれ特徴ある箇所の案内が出来、能登半島の自然の豊かさを充分味わって頂けた
ものと思っている。
一泊付きで高経費のため、参加者が募集定員に達するかが心配されたが、こちらの思い過ごしだった。１日目
は良い天気に恵まれたが、２日目は曇り時々雨の天気だった。しかし見学には殆ど差支えなく、無事、金沢駅
港口で解散することができた。

濱野副委員長よりの解説

写真右 輪島市門前町浦上
元祖アテを見上げる参加者
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■ 関連行事（全国巨樹・巨木林の会
平成29年９月30日（土）

総会）
10：00～12：00

文教会館大ホール

川越久史環境省生物多様性センター長の来賓挨拶

高橋 進会長の開会挨拶

松島 昇事務局長の事業報告

木原忠宇美町町長の2019年
大会フォーラム主催予定挨拶

質問する本間敏文会員（さいたま巨樹の会 会長）左
佐野義明会員（福岡県支部 会長）右

山岡好夫副会長（右）
事務局担当の植村文恵（左）

巨樹の健康診断について説明する千木 容日本樹木医会石川県支部長

巨木を語ろう全国フォーラム 石川・金沢大会報告書
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■ 実行委員会記録
「第30回巨木を語ろう全国フォーラム石川・金沢大会」実行委員会について
第 30 回巨木を語ろう全国フォーラムの開催にあたり事業計画、収支計画及び重要事項の承認機関として石川県、
金沢市及び、各関係機関、団体等の構成により組織し設立しました。県民はもとより全国からの巨樹、巨木林を
愛し保護に携わる多くの方々をお迎えし大会成功の為に必要な企画及び運営に携わり関係機関の参加促進をはか
り且つ大会を通じ将来にわたり全国の巨樹、巨木林の保存とその環境整備の進展に寄与することを目的とする。
◦第１回実行委員会		

平成28年10月６日（木）

石川県文教会館

４階405会議室

				

委員会会則、役職・事務局、事業計画、の承認

◦第２回実行委員会		

平成29年６月28日（水）

				

経過報告、事業詳細、収支計画の承認

◦第３回実行委員会		

平成30年３月15日（木）予定

				

事業完了報告、収支実績承認、解散

石川森林文化ホール

２階会議室

石川森林文化ホール

２階会議室

大会実行委員名簿
役
委 員 長

職

石川県巨樹の会

副委員長

氏

名

長

高木

政喜

事務局長

朝田

泰司

相談役理事

濱野

一郎

課

長

五味

亮

会

（公財）石川県緑化推進委員会

副委員長

石川県巨樹の会

委

員

石川県農林水産部

委

員

石川県土木部

課

長

猿田

秀一

委

員

金沢市都市整備局

緑と花の課

課

長

中山

潔

委

員

金沢市農林水産局

森林再生課

課

長

仙石

正美

委

員

（一社）石川県造園緑化建設協会

疋田

國博

委

員

（一社）日本樹木医会

千木

容

委

員

委

員

委

員

（公社）石川県木材産業振興協会

副理事長

太田

文夫

委

員

（公社）いしかわ環境パートナーシップ県民会議

事務局長

福島

政信

委

員

「つたえよう美しき森」推進委員会

事

局

遠藤

範行

委

員

金沢森林組合

本所所長

河崎

仁志

委

員

石川フォレストサポーター会

会

長

佐々木修二

委

員

石川県林業研究グループ連絡協議会

事

局

潟端

良子

監

事

石川県神社庁

事務局長

四柳

光樹

監

事

担当総括

中村

一茂

森林管理課

公園緑地課

石川県支部

支

部

長

石川県山林協会

専務理事

山本成一郎

石川県森林組合連合会

参

亀井順一郎

（公財）金沢まちづくり財団緑化推進グループ

事

務

務

大会事務局員名簿
参
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与

事務局

庶務・企画班

フォーラム運営班

交流会運営班

巨木ツアー運営班

高木

政喜

北川

正司

北島

敏男

八木

豊夫

三浦

敏夫

笠間

久司

井幡

清生

山口

茂範

森本

茂

間明

弘光

上田

哲男

松枝

章

濱野

一郎

上田

哲男

田中

豊子

河崎

仁志

千木

容

上田

博文

三浦

敏夫

三浦

敏夫

林

金明

砂山亜紀子

任田

正

副田千賀子

笠間

久司

竹上

勉

北島

敏男

村上

貢

八木

豊夫

二ツ木良秋
矢田
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豊

西山

義春

立花

栄志

疋田

國博

山田

義治

山森

三鈴

寺澤

宏

■ 実行委員会記録
開幕までの記録
平成26年
８月19日
９月26日
10月25日

全国巨樹・巨木林の会事務局長より金沢市での開催の打診あり
県庁農林水産部訪問
全国フォーラム誘致を打診
第27回巨木を語ろう全国フォーラム群馬・高崎大会にて 全国巨樹・巨木林の会より再度、金沢開催の依頼あり

１月７日
４月25日
９月１日
９月９日
９月25日

金沢市役所訪問 全国フォーラム誘致のお願い
石川県巨樹の会総会において全国フォーラム開催の承認
金沢市役所訪問 関係部署へ支援要請
県庁及び関係団体へ開催支援要請
第27回巨木を語ろう全国フォーラム群馬・高崎大会の開催・準備に関して聞取りアドバイスを受けに訪問
（市川実行委員長、中澤実行委員、原田事務局員が対応頂く）
金沢市役所訪問
県農林業公社訪問 支援要請
第28回巨木を語ろう全国フォーラム香川・小豆島大会にて、全国巨樹・巨木林の会へ本件開催断念を伝える
石川県巨樹の会が主催となり従来の自治体主催でない金沢方式で開催でどうかの全国巨樹・巨木林の会からのアドバイス
で再検討に入る
金沢市役所を訪問 全国フォーラム開催の旨を報告、支援を要請

平成27年

10月23日
10月28日
10月31日
11月３日
12月25日

平成28年

２月７日
４月23日
５月５日
５月29日
６月23日
６月25日
７月17日
８月25日
９月15日
10月１日
10月６日
10月28日
12月６日
12月26日

平成29年

２月７日
３月24日
４月22日
５月19日
６月11日
６月28日

７月５日
８月18日
８月25日
９月11日
９月23日
９月29日
９月30日
10月１日
10月２日
11月〜12月

平成30年

１月〜３月
３月９日
３月15日

石川県巨樹の会合同役員会 全国フォーラム石川・金沢大会開催を承認 事務局の事前準備を了承頂く
日程Ｈ29/10/28、29の２日間 準備委員会事務局（各運営班）メンバーの原案作成
石川県巨樹の会総会 第30回巨木を語ろう全国フォーラム石川・金沢大会 活動計画、収支予算を承認される
大会会場は県文教会館、交流会、宿泊はニューグランドホテル金沢で調整が進む
金沢マラソンの開催日が変更となり全国フォーラムの日程と重なることが新聞発表で判明
日程変更かそのまま強行するかの判断で事務局会議が混乱
役員会にて 参加者の金沢までの移動、巨樹探訪ツアーの移動問題が焦点となる
全国フォーラム 交流会 宿泊ホテル 視察
大会日程 Ｈ29/9/30～10/2に変更を決定
金沢市役所訪問 大会支援を要請
全国フォーラム埼玉・秩父大会へ 配布資料（大会予告チラシ、金沢観光パンフレット）発送
全国フォーラム埼玉・秩父大会 高木会長他参加し大会旗引き継ぎ金沢大会紹介と参加アピール
第30回巨木を語ろう全国フォーラム石川・金沢大会実行委員会（第１回） 開催（県文教会館）
実行委員会会則、実行委員、役員、事業計画（案）、事務局組織等の承認
秩父大会報告
巨樹探訪ツアー コース調査
県庁森林管理課訪問 助成金制度 レクチャー受ける
巨樹探訪ツアー 打ち合わせ
金沢市役所訪問 シンポジウム助成金制度 レクチャー受ける

巨樹ガイドマップ 編集会議 内容変更が想定を超え難航 以降何度も会議
テルメ金沢 交流会、宿泊等 打ち合わせ 以降何度も打ち合わせ
石川県巨樹の会総会 大会準備状況報告
大会予告チラシ 全国関連団体へ送付
第30回巨木を語ろう全国フォーラム石川・金沢大会関連事業 巨樹健康診断（神明宮大ケヤキ 全国巨樹・巨木
林の会山岡副会長、染野理事を含め石川県巨樹の会や近隣住民約50名参加）
第30回巨木を語ろう全国フォーラム石川・金沢大会実行委員会（第２回） 開催（森林文化ホール）経過報告、
大会開催計画、収支予算、本番までのスケジュール承認、大会参加の要請
フォーラム開催案内発送作業（7/5～7/31）
参加申し込み締め切りを繰り延べを決定（大会直前約１週間前まで受付対応）
大会プログラム、ポスター印刷 関連資料印刷
北國新聞（２回）、北陸中日新聞（３回）、テレビ金沢（44回） 大会広告を本番前までに実施
大会スタッフ説明会
大会リハーサル 文教会館にて
第30回巨木を語ろう全国フォーラム石川・金沢大会 大会当日 総会、シンポジウム、交流会
第30回巨木を語ろう全国フォーラム石川・金沢大会 巨樹探訪ツアー ５コース
第30回巨木を語ろう全国フォーラム石川・金沢大会 能登半島コース（１泊２日）完了
共催、後援団体へ開催報告送付
大会報告書作成準備
大会正規報告書作成 関係団体へ発送
会計監査
第30回巨木を語ろう全国フォーラム石川・金沢大会実行委員会（第３回）開催（森林文化ホール）
大会報告、収支報告、承認 実行委員会解散
巨木を語ろう全国フォーラム 石川・金沢大会報告書
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■ 実行委員会記録
収支決算書 ＆ 大会参加者集計表
●収支決算書
収入

（単位：円）

項

目

補助金
助成金

適

用

金額
29 年度

28 年度

合

内

計

石川県

0

2,600,000

2,600,000

金沢市

0

200,000

200,000

国土緑化推進機構

0

400,000

400,000

いしかわ緑のまち基金

0

200,000

200,000

自治総合センター助成金
緑と水の森林基金

協賛金

団体・企業・個人

382,400

500,000

882,400

36団体・企業

負担金

石川県巨樹の会

100,000

200,000

300,000

39個人含む

0

3,303,496

3,303,496

0

39,007

39,007

482,400

7,442,503

7,924,903

参加者負担金
雑収入
合

計

支出

（単位：円）

項

目

広報費

適

用

庶務企画費
交流会費

大会開催準備
大会報告書

収支差額

収入−支出

事前

｜

会
当日

容

1,310,750

チラシ、ポスター、案
内状印刷配布、新聞・
テレビ広告

0

1,703,659

1,703,659

会場借上・設営、プ
ログラム・大会資料
印刷等

112,794

803,061

915,855

0

1,605,018

1,605,018

0

2,389,621

2,389,621

112,794

7,812,109

7,924,903

369,606

− 369,606

0
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総

内

計

1,310,750

交流会、宿泊料

計

合

0

案内状印刷
報道機関広告

巨樹探訪ツアー費 巨樹探訪５コース
合

金額
29 年度

28 年度

開会セレモニー、講演、
フォーラム開催費 パネルディスカッション、
大会宣言
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容

大会諸準備、調査費、
会議、事務費、需用
費、報告書作成等

バス代、昼食代、宿
泊料、旅行会社委託
料等

参加者集計表

フォーラム

交流会

巨樹探訪ツアー

合計

事前

当日

合計

事前

当日

合計

事前

当日

合計

石川県

38

38

121

241

362

40

8

48

78

3

81

県

外

70

70

143

12

155

85

1

86

118

0

118

合

計

108

108

264

253

517

125

9

134

196

3

199

0
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■ 実行委員会記録
大会配付資料 ＆ 記念品

○大会プログラム（シンポジウム、巨樹探訪ツアー資料）
○基調講演・パネルディスカッション資料
○日本巨樹見立番附
・15種15枚の日本巨樹番附を掲載
○改訂石川の巨樹・巨木林ガイド
・石川県内100本の巨樹・巨木林を紹介
○県産スギコースター

地図上に位置や木の情報を記載

○県産ヒノキチップ香り袋
○県木アテキーホルダー
○観光パンフレット
・金沢市内観光マップ
・石川県観光ガイド

巨木を語ろう全国フォーラム 石川・金沢大会報告書
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■ 実行委員会記録
大会にご賛同・ご支援いただきました団体と個人のご芳名
協

賛

（団体）
石川県、（一財）自治総合センター、金沢市、（公社）国土緑化推進機構、
（ 公 財 ）石 川 県 緑 化 推 進 委 員 会 、（ 一 社 ）石 川 県 造 園 緑 化 建 設 協 会 、
（一社）日本樹木医会石川県支部、石川県山林協会、石川県森林組合連合会、
（公社）石川県木材産業振興協会、
（公社）
いしかわ環境パートナーシップ県民会議、
「つたえよう美しき森」推進委員会、金沢森林組合、石川県神社庁、
石川フォレストサポーター会、石川県林業研究グループ連絡協議会、
（一社）日本造園建設業協会石川県支部、（公財）いしかわ緑のまち基金、
かが森林組合、中能登森林組合、能登森林組合、能登木材総合センター、
愛樹技術士研究所、アルスコンサルタンツ㈱、㈱アルパイン設計事務所、
㈱加賀自然環境研究所、気多大社、㈲新栄商事、㈱立花造園、田蔵商店、
㈲多田緑化サービス、（公財）森林文化協会、徳野印刷㈱、東伸電機工業㈱、
疋田農昌園、マイクロプロセス㈱、美川植物の会、珈琲店

狼騎、

ライオンズクラブ国際協会334-D地区、ひたち巨樹の会、
石川県巨樹の会

（個人）
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井幡

清生、

上田

哲男、

大橋

武俊、

尾重

和彦、

皆森

斎

笠間

久司、

北川

正司、

北島

敏男、

坂本ちづる、

里見

房代

千木

容、

副田千賀子、

高木

政喜、

竹上

勉、

田中

豊子

俵

直、

寺澤

宏、

富田

静江、

西山

義春、

野本

清

長谷川義法、

濱野

一郎、

林

金明、

疋田

国博、

二ツ木良秋

古池

博、

古谷浩一朗、

間明

弘光、

松枝

章、

三浦

村上

貢、

森倉

正信、

八木

豊夫、

矢田

豊、

谷内口孝治

山口

茂範、

山田

義治、

山森

茂、

山森
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三鈴

敏夫

■謝

辞

第30回巨木を語ろう全国フォーラム石川・金沢大会は、初秋の絶好の天候に恵まれ、晴天のもとに全国・県内
各地から500名を超える参加者にお集まりいただき、まさに盛大な石川・金沢大会となりました。厚く御礼申し
上げます。
私たちが当初、全国フォーラムをお引き受けした趣旨は、初代石川県巨樹の会会長の里見信生会長が全国巨樹・
巨木林の会長に就任されてから25年を迎える節目に当たること、金沢には他の都市と比べて街の中に巨樹が多く
見られる都市景観を維持していること、さらに北陸新幹線が開業し、交通の便が良くなったこと、加えて石川県
巨樹の会が主管して組織体制を構築し、自ら大会準備を進行させるという金沢方式で開催できないかという高橋
会長のお薦めもあり、役員会を重ね、開催を決定した次第でありました。
しかし、当初、北陸新幹線が開業したとはいえ、北陸の地、金沢にどれほどの参加者に集まっていただける
か、過去の開催県の事務局にデータ等をお願いし、取り寄せて何度も準備会において検討を重ねました。
開会に向けて作業を進めるにしたがって、予期しない開催期日の変更、ツアーバス運行に関する規則など、
特に準備作業に伴うさまざまな経費の捻出に関して戸惑う事項にも遭遇することになりました。
幸い総務省はじめ石川県、金沢市、国土緑化推進機構の助成金、加えて各団体からの賛助金、そして会員から
の寄付金等によって目途が立ち、当初の心配が消えました。
各部署の担当者、及び会員の方々に感謝しております。
もう一つ申し上げなければならないことは、大勢の林業関係の女子会によるボランティア支援の力が大変大き
かったことです。記念品の製作に夜間、少ない方々でこなしていただき、当日の受付には早朝から能登半島の
穴水・富来地区からも会場に集合していただきました。
かようにして大会に想いを起してみますと、改めて総務省、環境省、林野庁、石川県、金沢市の行政関係者を
はじめ、諸団体の方々に感謝申し上げなければなりません。いろいろとありがとうございました。
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