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１ 巨木を語ろう全国フォーラム大会概要 

  

 「第 28 回巨木を語ろう全国フォーラム香川・小豆島大会」は、「巨木を育む ～島の

自然と人と～」をテーマに、平成 27 年 10 月 31 日（土）～11 月 1 日（日）の 2 日間にわ

たり、香川県の小豆島で開催されました。 

 10 月 31 日（土）のフォーラムでは、香川大学増田名誉教授の基調講演のほか、地元で

樹木の保護活動をしている団体の皆さんの事例発表など、県内外から 370 名方々にご傾

聴いただきました。 また、11 月 1 日には、小豆島島内を巡る「巨木巡りツアー」の２

コースを実施し、238 名の皆様に小豆島の古木や巨樹の見学のほか、主要観光地を巡って

いただき、小豆島の巨木や瀬戸内海国立公園など、小豆島の魅力を満喫していただきま

した。 

 

 ■名称   第 28 回巨木を語ろう全国フォーラム香川・小豆島大会   

 

■テーマ  「巨木を育む ～島の自然と人と～」 

 

 ■趣旨   「世界の宝石」と称される瀬戸内海にあって、小豆島は豊かな自然と温

暖な気候に恵まれた島である。この小豆島を舞台に巨木を語ろう全国フ

ォーラムを開催し、その巨木を育む島や人に触れることで、自然環境の

保護意識の高揚に寄与するとともに、巨木の保護の重要性について発信

する。 

 

 ■開催日  平成 27 年 10 月 31 日（土）～11 月 1 日（日） 

 

 ■開催場所 サン・オリーブ 香川県小豆島町西村甲 1941-1 

 

 ■開催内容 第２８回巨木を語ろう全国フォーラム香川・小豆島大会 

        ◇日時 平成 27 年 10 月 31 日（土曜日） 13:00～16:00 

        ◇場所 サン・オリーブ （小豆島オリーブ公園内） 

       エクスカーション 巨木巡りツアー 

◇日時 平成 27 年 11 月 1 日（日曜日） 9:10～15:00 

◇場所 小豆島島内において２コース実施 

       展示 

◇香川の古木・巨樹写真展 

（特定非営利活動法人 香川のみどりを育む会） 

◇自然保護活動展    （公益財団法人 日本自然保護協会） 

◇「香川のみどり百選」絵手紙展 （香川県） 

◇瀬戸内国際芸術祭２０１６ 

 

■主催   第 28 回巨木を語ろう全国フォーラム香川・小豆島大会実行委員会 

 

 ■共催   全国巨樹・巨木林の会、公益社団法人国土緑化推進機構 

 

 ■後援   環境省自然環境局生物多様性センター、文化庁、四国森林管理局、 

       公益財団法人日本自然保護協会、朝日新聞高松総局、ＲＳＫ山陽放送、 

ＲＮＣ西日本放送、ＮＨＫ高松放送局、ＦＭ香川、ＯＨＫ岡山放送、 

ＫＳＢ瀬戸内海放送、産経新聞高松支局、山陽新聞社、四国新聞社、 

ＴＳＣテレビせとうち、毎日新聞高松支局、読売新聞高松総局 

 

 ■協力   一般社団法人日本樹木医会香川県支部 
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２ 第 28 回巨木を語ろう全国フォーラム香川・小豆島大会 

  プログラム 
 

 13:00  フォーラム開会 

      歓迎演奏  小豆島町立苗羽小学校音楽部（創部 68 年・オーケストラ編成）

によるウエルカム演奏（「世界に一つだけの花」「二十四の瞳」） 

       

主催者挨拶 第 28 回巨木を語ろう全国フォーラム実行委員会委員長 

塩田 幸雄（小豆島町長） 

            全国巨樹・巨木林の会 会長  高橋  進 

       

来賓紹介  四国森林管理局次長         木村  穣 様 

      公益財団法人日本自然保護協会 参与 本間 敏文 様 

      公益財団法人松平公益会 理事長   佐伯  勉 様 

      香川県議会議員           黒島  啓 様 

      香川県議会議員           谷久 浩一 様 

      小豆島町議会議長          森口 久士 様 

      土庄町議会議長           濱中 幸三 様 

      秩父市長              久喜 邦康 様 

  

13:40  基調講演 

「巨樹の生育環境について考える」 

香川大学名誉教授 増田拓朗氏による基調講演 

 

14:50  事例発表 

            「宝生院のシンパクの保存」   宝生院住職 髙橋寿明 

            「水源の森づくり in 小豆島」      美島緑の少年団 

            「皇子神社社叢再生への取り組み」         神浦自治会 

            「香川の古木・巨樹 樹勢回復活動」 
特定非営利活動法人香川のみどりを育む会 理事長 川西玉夫 

 

15:50  大会宣言 

            美島緑の少年団の６年生２名により、大会宣言を発信 

 

15:55  大会旗引継ぎ 

            実行委員長 三枝邦彦（土庄町長）から、次回開催地の秩父

市へ大会旗を引継ぎ 

次回開催地挨拶 埼玉県秩父市森づくり課長 町田 信夫 

 

16:00  閉会 
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３ 基調講演・事例発表の構成と出演者 

■基調講演     「巨樹の生育環境について考える」 

              増田 拓朗 （香川大学名誉教授・農学博士） 

              

巨樹・巨木林は見る人に感動を与え、畏敬の念を抱かせる。 

世界各地で巨樹・巨木林が神木・聖樹林として大切にされてきた。 

われわれには巨樹・巨木林を後世に伝えていく責任があるが、現

状をみると課題も多い。講演では、演者が関わった事例を基に、

巨樹・巨木林の保存および後継樹育成の現状と課題についてお話

する。 

 

【増田拓朗氏 略歴】 

             1948 年生。1978 年京都大学大学院農学研究科博士課程退学。香川

大学農学部助手・助教授を経て 1994 年教授。1997 年香川大学工

学部創設に伴い移籍。2014 年 3 月定年退職。1992 年日本造園学会

賞受賞，2013 年瀬戸内海環境保全功労者環境大臣表彰。 

 

■事例発表 

◇宝生院のシンパクの保存  宝生院住職 髙橋寿明 

               1981 年生まれ、小豆島出身。 

                香川県の善通寺を経て小豆島の古寺、宝生院（小豆島霊場

第 54 番札所）の 33 代目住職に就任。 

                樹齢 1,600 年を誇るシンパクについての思いを語る。 

 

◇水源の森づくり in 小豆島  美島緑の少年団 

               豊かな水を育む森林を育てようと、平成 7 年に旧大部小

学校が始めた活動。現在は美島緑の少年団として、ダム上

流にある土庄町大部財産区有林で、3 月に苗木の植栽、8 月

に下草刈を継続して実施しており、森林をはじめ自然を守

り育てることの大切さを学んでいる。 

◇皇子神社社叢再生への取り組み  神浦自治会 

               皇子神社は、1927 年、ウバメガシやイブキの群落や自生

地として稀有なものとして、国の天然記念物に指定され

た。社叢全体の植生状況が悪化し社叢の荒廃が懸念され

たため、枯れ木や倒木を取り除いたり、害虫を駆除する

などの再生への取り組みを紹介する。 

 

◇香川の古木・巨樹 樹勢回復活動  特定非営利活動法人香川のみどりを育む会 

                     理事長 川西玉夫 

                

平成 17 年に香川県樹木医会と香川県緑サポーター会の

有志が中心となり、緑豊かな香川県の実現を目指して設

立。現在、県内の植生管理事業、樹木保護育成事業、環

境調査事業、環境教育事業等の活動を行っている。 
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４ 巨木を語ろう全国フォーラム 

■オープニング 

 小豆島町立苗羽小学校音楽部  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    「世界に一つだけの花」を演奏          「二十四の瞳」の演奏と合唱 

 

 

■フォーラム開会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場の様子                 主催者・来賓の皆様 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

実行委員長（塩田小豆島町長）挨拶        全国巨樹・巨木林の会 高橋会長挨拶 
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■基調講演 

 「巨樹の生育環境について考える」 

   増田拓朗・香川大学名誉教授（農学博士） 

 

 

 

   

 

 

 

私、香川大学で緑化の教育・研究に携わってまいりました。都市緑化やハゲ山緑化など、どち

らかというと生育不良の小さな樹木を扱うことが多く、巨樹とはあまり縁がなかったのですが、

数年前から県文化財保護審議会委員をお引き受けし、天然記念物の巨樹とも関わりをもつよう

になってまいりました。今日は「巨樹の生育環境について考える」と題してお話をさせていただ

きますが、小さな木にしても大きな木にしても「健全な生育を図ることが重要である」というこ

とは同じです。そのためには、それぞれの樹木に相応しい生育空間が地上部・地下部ともに必要

です。そうでないと健全な生育は期待できません。これを踏まえて今日は、大きく３つの観点か

らお話しさせていただきます。                                        

 

１点目の「巨樹・巨木林のもつ意味」ですが、これについては「人と巨樹・巨木林の関わり」

という観点からお話しさせていただきます。 

昔から人々は巨樹・巨木林に生命の神秘を感じ、畏敬の念を持ち、神が宿ると信じてきまし

た。古代の神社には社殿という建物はなく、人々は森そのものを神社と考えていました。「社」

と「杜」は同義であり、巨樹・巨木林は「守り神」であったと言えます。 

 

 巨樹・巨木林に対しては、東洋だけでなく世界中の人々が同じように、生命の神秘を感じ、畏

敬の念を持ち、神が宿ると信じてきました。古代エジプトでは、シカモア（エジプトイチジク）

が聖樹・生命の樹として大切にされ、ピラミッド文書には「東の地平線に聳える高いシカモアの

樹は神々の座である」と記されています。また、古代メソポタミアで書かれたギルガメシュ叙事

詩には、王ギルガメシュがレバノン杉を求めて遠征に出て、レバノン杉を手に入れ、王国の繁栄

を築いたことが描かれています。このギルガメシュ叙事詩は、文明国家を作り上げた英雄を讃

える物語だとされますが、一方で、青銅器を手にした人類による森林破壊の開始を告げる物語

だとも言われます。 

  

日本の古代文学に詳しい梅原猛さんは、戯曲

「ギルガメシュ」を著し、「20 世紀、人類は同

じ過ちを繰り返している。森林破壊は人類の滅

亡に通じる。人間と森林の共生は 21 世紀最大

の課題である」と訴えています。 

 樹木・森林は多様な機能・効果を有しており、

人間はその恩恵に浴してきましたが、その樹

木・森林を消費・破壊してきたのも人間です。

「温故知新」という言葉がありますが、まさに

そのとおり、人間は歴史に学ぶ必要があると思

います。 
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 次に２点目の「香川の自然環境」ですが、樹木の生育と関係の深い気候条件と土壌条件につ

いてお話しさせていただきます。 

 

香川は瀬戸内式気候であり、年間降水量は 1000～1100 ミリで全国平均の 1700 ミリに比べ

て少ないことはもちろん、同じ瀬戸内にある大阪、神戸（1200～1300 ミリ）や広島、松山（1300

～1400 ミリ）に比べても少なく、瀬戸内でも最も降水量が少ない地域であり、さらに厳しい

のは、高温が続く夏期（7 月～9 月）に 2～3 週間連続無降雨ということが毎年のようにあると

いうことです。 

 

 香川の地質・土壌についてみますと、大半が花崗岩で占められており、その中に点々と安山

岩などの瀬戸内火山岩類が分布しています。花崗岩は風化されやすく、風化された土壌（マサ

土）は浸食を受けやすいという特徴があります。この浸食されたマサ土が讃岐平野を形成して

おり、安山岩などの硬い岩石で覆われた所が山として残っているという地形的特徴があります。

昨年 8 月、広島で大きな土砂災害がありましたが、香川でも 2004 年に集中豪雨があり、マサ

土斜面、とくに林床植生の乏しい間伐遅れの人工林や植生被覆の不完全な長大のり面で大きな

土砂崩れが発生しました。 

 

また、マサ土は浸食を受けやすいという性質がある一方で、圧縮されると密に締め固まると

いう性質があり、自然の地山も下層土は非常に緻密です。緻密で硬いということは、土木基盤

としては好ましい条件ですが、緑化基盤としては好ましくありません。したがって、表層土が

浸食されたり、切り取られたりして下層の地山が露出したハゲ山やのり面，あるいはマサ土が

盛土されて緻密に締め固められた埋立造成地を緑化するにあたっては植栽基盤整備（土壌改良）

が必要不可欠です。 

 

 香川の自然環境をまとめてみますと、気候条件・土壌条件ともに、樹木の生育にとっては厳

しいものと言えます。しかし、そんな条件下でも巨樹・巨木林があるのは、これらを守り育て

てきた人々の努力のお陰です。これらの巨樹・巨木林を守り、後の世代に伝えていくこと、及

びこれらの後継樹を育てていくことが、私たち今の世代の役割だと思います。 

 

 さて、3 点目は、「巨樹・巨木林の現状」ということで、香川県の事例について、後継樹の育

成も含めてお話しさせていただきます。 

 

 まず、地上部の生育空間の問題として、建物に近接した巨樹の問題があります。観音寺市の

日枝神社にクスノキの巨樹があり、県の天然記念物に指定されていますが、社殿に近接して生

育しており、2013 年 8 月に大枝が折れて落下し、社殿の屋根を損なうという事故が発生しま

した。事故後、枝が大きく切除され、樹冠は著しく貧弱になってしまいました。このように建

物に近接している巨樹に関しては、樹木の価値の維持、これには樹高や枝張などのサイズおよ

び樹形が関係しますが、これと安全の確保をどう両立させるかということが大きな問題です。 

 

 次に、地下部の生育空間の問題があります。根の生育は土壌条件と深く関係しています。先

にも述べましたように、土が硬いと根は侵入できません。また、樹高は根の深さと密接に関係

しています。根が浅いと樹高は高くなれません。樹冠の上部が枯れる「枯れ下がり」を生じて

いる街路樹や公園樹をよく見かけますが、これらはすべて根が浅い、すなわち、有効土層（根

系発達可能な土層）が浅いことが原因です。高木の健全な生育を期待するなら、それに見合う

十分な植栽基盤整備が必要であり、それができないなら、最初から低木や中木を植栽すべきで

す。 
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 左の写真は、高松市の中央公園において生育

不良を呈していたクスノキの樹勢回復を図る

ために、香川県造園事業協同組合と NPO 法人

香川のみどりを育む会が協力して 2015 年 2 月

に土壌改良を行った時の様子です。造園業者の

研修も兼ねて実施され、60 名を超える参加が

ありました。私も講師として参加し、植栽基盤

整備の重要性について説明させていただきま

した。 

 また、土壌に関しては転圧・踏圧の問題があ

ります。植栽時に十分な植栽基盤整備を行って

も、後から転圧・踏圧を受けると表層土が固結

して通気透水性が悪化し、根の生育不良を起こ

し、その結果、地上部の生育不良を招くことに

なります。 

今年の 8 月に宝生院のシンパクの健康調査

をしましたが、現在の根元囲いの範囲を超えて

見学通路の外側にまで根が広がっていること

が確認されました。現状よりもさらに広い範囲

の踏圧防止対策が望まれます。 

 

  

また、街路樹の樹形管理の問題があります。

緑豊かな街路景観を創ろうとする立場と、見通

しのよい車道空間を確保しようとする立場か

ら、各地で剪定論争が起きています。高松も例

外ではありません。 

右の写真は高松市中央通りのクスノキ並木

ですが、戦災復興の緑のシンボルとして幹線道

路の中央分離帯に昭和 20 年代後半に整備され

たもので、 高松駅前から栗林公園東門前まで

の 2.4km の区間に 200 本余のクスノキが植栽

されました。植栽当初は剪定されていました

が、緑が貧弱だという市民の声が大きくなり、

昭和 57 年に剪定が中止されました。 

 

その後、枝葉が茂ってきて、交通安全に支障があるという交通関係者（剪定推進派）と豊か

な緑が大切だという市民（剪定反対派）の論争が繰り返され、平成 4 年：剪定再開、平成 5 年：

再度剪定中止、というその場しのぎの対応がとられてきましたが、剪定論争は収まらず、平成

11 年、対応に苦慮した担当者が私の研究室に相談に来られました。私一人では手に負えない

問題ですので、樹木医の川西さん（今日、この後お話になります）、コンサルタントの方と共

同で取り組むことにしました。 

 

調査の結果、クスノキの平均樹高 10m（低いものは 7～8m）で、下枝が車道上に張り出し

て信号や標識が見えない箇所が多数あること、しかし、現状でこれらの下枝を切除すると貧弱

な樹冠になってしまうことも否定できないということが明らかになりました。 

クスノキは普通であれば樹高 15～20m に成長する高木です。樹高 15m になれば、信号や標

識が見えやすいように下枝を切除しても上に緑豊かな樹冠を残すことができ、見通しのよい車

道空間との両立が可能になります。しかし、植栽後 50 年を経過して樹高 10m というのは根が

浅いのではないかと思われましたので数ヶ所で調査を行ってみましたところ、すべての箇所で
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根の深さは 60～80cm までしかありませんでした。そこで、深さ 1.5～2m まで土壌改良を行

い、根系発達を促すことにしました。 

 

土壌改良は中央分離帯のごく一部分しかで

きませんでしたので、その効果はすぐには現れ

ませんでしたが、徐々に現れ、土壌改良から 10

数年を経過して右の写真のように、緑豊かな樹

冠と見通しの良い車道空間の両立という目標

に近づきつつあります。 

ただし、後からの手直しは手間であり、また

限界もありますので、計画当初から目標を見据

えた施工を行うことが望まれます。 

 

 

 街路樹については、どこまで大きくできるかということも問題です。植桝や植樹帯のサイズ、

道路の幅員や沿道の環境によっても異なってきます。目標樹形やサイズの設定とこれに対する

住民の理解が必要です。樹種選定も重要です。老大木となった街路樹は、移植あるいは伐採して

若木に更新することも考える（同時に伐採した材の活用も考える）ことが必要だと思います。 

 

 最後に、本多静六という人についてご紹介したいと思います。日本の緑化、巨樹・古木の保存

を考えるとき、この人を抜きにして考えることはできない大きな業績を残した偉人です。 

1866 年（明治維新の 2 年前）の生まれで、東京農林学校（今の東京大学農学部）を卒業後、

ドイツ留学。帰国後、林学博士、東京帝国大学教授。日比谷公園（日本で初めて都市公園として

計画され、造られた公園）の設計をはじめ全国各地の公園計画に携わり「日本の公園の父」と称

される人です。 

明治 34 年、日比谷公園の建設と時を同じくして日比谷通りの拡幅工事が行われており、交差

点付近にあった大イチョウが邪魔になり伐採することが決定していましたが、これを知った本

多博士は東京市参事会議長に「自分の首をかける」と言って伐採中止を要請して了解を得、難工

事の末に日比谷公園に移植しました。この大イチョウは関東大震災、東京大空襲の火災にも耐

えて生き残り、「首賭けイチョウ」として今も大切に保護されています。 

 

また、本多博士は明治神宮の林苑造成責任者として、常緑広葉樹による永遠の杜づくり計画

を立案しますが、時の総理大臣大隈重信から「神宮の森は杉林にするべきだ」と反対されます。

これに対して、常緑広葉樹林でなければ永遠の杜をつくることはできないと反論し、代々木の

土地は杉の生育に適さないことを科学的なデータを示して説明し納得させました。明治神宮の

杜づくりは、今でも都市緑化・都市における森づくりのお手本です。 

 

本多博士はまた、大正 2 年に大日本老樹名

木誌を編纂し、老樹名木保存の重要性を説い

ています。その 6 年後、大正 8 年に史跡名勝

天然記念物保存法が制定され、昭和 25 年の

文化財保護法へとつながっています。 

 

 私たちも、この本多博士の精神と偉業を受

け継ぎ、巨樹の保護と共に後継樹の育成も図

っていきたいと思います。 

御清聴ありがとうございました。 
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■事例発表 

「宝生院のシンパクの保存」  

宝生院住職 髙橋 寿明 

 

 

 

 

 

 

みなさんこんにちは、高野山真言宗小豆島霊場第五十四番「宝が生まれる寺院」と書きまして

「宝生院」の住職をお預かりしております髙橋寿明でございます。 

 私は昨年宝生院の住職就任に際し、生まれ故郷の土庄にＵターンしました。これを機に数年

ぶりのシンパクとの再会を果たしました。あらためてその大きさにただ圧倒させられました。 

 「宝生院のシンパク」ですが、宝生院の境内の中にあり、過去に何度か落雷を受けた事により、

主幹の地上 1ｍの高さで南・西・北側の三方に支幹が裂開し枝振りが外にひろがります。 

 大正 11 年 10 月 20 日に国指定天然記念物の指定を受け、後の昭和 30 年 8 月 22 日には国指定

特別天然記念物に昇格致しました。より高い保存が必要とされ、数年後に南側および西側の二

本の幹を支ええる枝受け工事もされました。 

 シンパクの歴史の始まりについては、古墳時代に第 15 代応神天皇が、吉備の国に里帰りされ

た皇后に会いに行く途中、船で台風の難にあわれ、しばらくこの地に滞在なされました。その際

現在の宝生院の場所に行宮と言われる仮の宮をまつられました。その際に 1 本の柏の木を御手

植えなされたと伝わっておりますことから、樹齢は 1600 年以上にもなります。落雷などの災難

を乗り越える中で、自らで生命力や強運をもたらしました。これにより先人たちはこれらの伝

説を語り継ぎこの樹を守り続けてきたことがうかがえます。 

 霊場巡りのお遍路さんをはじめ小学生の遠足・高校生の課外授業・バスツアー団体などの旅

行など、御来山は様々ではあります。中には樹に向かっておじぎあるいは合掌する人・ベンチに

座り無言で眺めている人・さまざまな角度から写真におさめる人等、楽しみかたも多種多様に

広がりがあるようです。ただ共通して言えることはこの樹がそれに答えるだけの存在である事

です。 

 私はご案内の際、特に動物の存在を強くアピール致します。先ず 1 つ目の「龍」は中国では権

力の象徴であり、日本では水を司る神としてお寺の天井にも描かれたり、彫刻で表現されてお

ります。   

2 つ目の「象」はお釈迦様誕生の際、母摩耶夫人は 6 つの牙を持つ白い象が、お腹の中に飛び

込んできた夢を見て釈迦を懐妊したことから、釈迦の入胎を象徴する有り難いものとされてお

ります。 

3 つ目の「亀」には、「鶴は千年・亀は万年」と言われますように長生きを象徴する縁起物と

して欠かせない事はみなさんも良くご存じではないでしょうか？ 

以上の内容を、参拝者にお話しするとほとんどの方が幸福に満ちあふれ、感動をもたらしま

す。これにより、いのちに対する考えについてぐっと関心が抱けることと存じます。 

また大乗仏教の根本的思想には「山川草木悉皆成仏」という教えがあります、この意味は「こ

の世の生きとし生けるもの、形あるものすべて仏になれる性質をもっている。」と言う意味であ

ります。この教えは人類にとって他の生命と生きるかかわりの中で最も重要ないのちの共存に

対する重要な考え方に繋がることではないでしょうか。私にとっての「巨木を語ろう」は「巨木

を通して人と生命を語ろう」にあたるものだと深く思います。 

「宝生院のシンパクの保存」については、官と民の一体による保護活動と同時に、一人ひとり

に巨樹に対する心の価値観を呼びかけることが、大きな保護に繋がる事であると思います。こ

れからも、訪れる参拝者にこれらの事実や教えを伝え、シンパクにより良い関心を持って頂く

為に益々精進してまいります。 

最後になりましたが、明日の巨木めぐりツアーでの皆様のご来山、日々のご参拝に対し、心よ

りお待ち致しております。ご清聴どうもありがとうございました。 
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「水源の森づくりｉｎ小豆島」 
   

  美島緑の少年団 

   ６年 青柳 育志 

   ６年 合内 美羽 

 

 

 

 

 

私たちがくらしている土庄町大部地区は、小豆島の北部にあります。青くかがやく瀬戸内海

と、緑に輝く山にかこまれ、とても自然豊かなところです。大部地区から南を見ると、星ケ城山

や、三笠山など、標高が七百メートル以上もあるとても高い山があり、この山に降った雨水は、

森林を通って、下にある吉田ダムや山田ダムにためられ、私たちが生活に使う水となっていま

す。 

 今日発表する「水源の森づくり in 小豆島」は、あたたかいけれど、雨が少ない小豆島で豊か

できれいな水をうむ森林を育てようという、森づくりの体験活動です。平成 7 年に、大部小学

校に通っていた私たちの先ぱいたちが、大部財産区有林で、ヒノキがきられた後の山をまた「み

どり」にしようと、自分たちでなえ木を育て、地いきの方々といっしょに植えたのがはじまりで

す。         

 大部小学校では、秋にどんぐりの実を集め、ペットボトルでつくったハチに一つずつまき、毎

日水やりをして大切に育てました。一年たって大きくなったなえ木を、みんなで山に植え、夏に

は下草がりを行いました。大部小学校は平成 17 年 3 月にはい校になりましたが、この活動は大

部地区の児童たちが、地いきの方々といっしょになって、ずっと行ってきました。 

 なえ木のしょくさいは、3 月に行います。「大きく育て」と、ねがいを書いたたんざくを、そ

え木といっしょに取り付けていきます。 これまでに植えた木の種類は、クヌギ、コナラ、スダ

ジイ、マテバシイ、ウバメガシ、ケヤキ、ヤマザクラ、ヤマモモなどです。 

下草がりは 8 月に行います。とても大変ですが、「わたしたちの植えたなえ木たち、元気に育

て！」とねがいをこめながら、草をかっていきます。 

 平成 27 年 3 月で、活動をはじめてから 21 年になりました。これまでに参加した児童はのべ

850 人をこえ、なえ木を植えた面積は、3.5 ヘクタールになりました。   

 自分たちで植えたなえ木が、少しずつ大きくなり、だんだんと森になっていくのを見て、とて

もうれしく感じ、私たちも元気になります。また、この活動をすることで、私たちは森林や緑や

自然について、たくさんのことを学んでいます。   

 私たちが豊かできれいな水を得るには、豊かな森林の土が必要であること。そのためには、木

はもちろん、森林の生たい系が元気でなければならないこと。元気な森林は、二酸化炭素を木の

中にためて、地球温暖化を防いだり、木の根が土をしっかりつかむことで、山くずれを防いでい

ることなどです。 

 私たちが今年の 4 月から通っている新しい土庄小学校の校しゃには、山を元気にするために

かんばつされたヒノキが、土庄町内の製材所で、板などに加工され、校しゃのかべや天井に使わ

れていることを学びました。木がたくさん使われた教室やろう下、図書室などで、私たちのふる

さとで育った木のあたたかみを感じます。 

 私たちは、ふるさとの森林や緑を大切にしたいという、先ぱいたちの思いを、つなげていきた

いと考えています。これまで以上に、せっきょく的に緑化活動を行おうと、今年 7 月に「美島緑

の少年団」をけっせいしました。「美島」という名前は、大部地区の瀬戸内海に浮かぶ小さな三

つの島の美しさを表した昔から親しまれている愛しょうです。これからは、なえ木のしょくさ

いや下草がりの活動はもちろん、大きく育ってきた「水源の森」中の手入れやクリーンアップ活

動にも力を入れたいと考えています。 

 未来には、私たちが育てた水源の森に、巨木とよばれる木があるかもしれません。 

 小さな種からめばえたなえ木が、巨木になるまでには、何百年、何千年もかかります。人間に

すると、何世代にもなる長さです。そう考えると、「命ってすごい」「木や森林ってすごい」と感

動します。そして、このような緑の命をずっと守っていきたいと、強く思っています。 

 ふるさと小豆島の森林が、豊かで元気になるよう、私たち美島緑の少年団は、これからも元気

に活動していきたいと思っています。 

  以上で、発表を終わります。ありがとうございました。 
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「皇子神社社叢再生への取り組み」   
  

  神浦自治会 会長 中島 克巳 

 

 

 

 

 

 

 

神浦自治会の中島と申します。本日は、神浦地区にある国指定天然記念物「皇子神社社叢」の

再生事業の取り組みについてお話させていただきます。 

三都半島は、のどかな村や、山や海の自然を感じることのできる風向明媚な風景の残る場所

です。特に、穏やかな瀬戸内海と、朝日と夕日の美しい景色が堪能できます。 

皇子神社社叢についてですが、神社は大きな神浦の湾の中心にあります。かつては、一つの島

であったようですが、現在は小豆島と陸続きになっています。この神社は一つの山で、この山全

体が皇子神社の神域になっています。この神社は、国狭槌尊(くにさつちのみこと)をお祀りし

ています。神社としての創建時期は不明ですが、古い時代からあったものとして伝わっていま

す。地元では、親しみを込めて「権現さん」と呼んでいます。 

この神社の神域全体が、昭和 3 年・1928 年に国の天然記念物に指定されています。指定の理

由は、ウバメガシとイブキの自生地として、大変珍しい群落を形作っており、天然記念物として

の大きな価値を有するものとされています。 

主な樹木は、ウバメガシとイブキの自生の群落で、その他には地面から、樹木から、全てがび

っしりと、シダの一種であるヒトツバに覆われています。これら以外にも数多くの植物が自生

し、特に珍しいものとしては、環境省の準絶滅危惧種に認定されている朝鮮系の珍植物の「チョ

ウジガマズミ」があります。九州の一部と岡山県の一部と香川県にしか自生が確認されていな

いものだそうです。 

また、西側の崖には珍しい地形があります。サヌキトイドと呼ばれる地下のマグマと直結し

た安山岩です。これが、花崗岩に貫入しており、全国的にも珍しい地質が確認できる場所とし

て、ジオサイトのポイントとしても近年注目されています。小豆島は、瀬戸内海の火山活動の中

心地であったとされているそうで、この皇子神社の場所で噴火がありました。世界のマグマの

研究者から注目されているそうです。 

また、社叢は「魚付保安林」としても指定され、社叢の頂上には、「魚見台（うおみだい）」と

呼ばれる石積みと旗をつける棒があります。「魚見台」からは、神浦の内湾・外湾のすべてが見

渡せ、魚の群れを追うには、うってつけの場所でした。 

天然記念物に指定された頃の調査報告書によりますと、当時は樹勢も旺盛で、ウバメガシの

林の中に、大きく太いイブキが多く茂っていたそうです。 

常駐の管理者がいなくなった山内は、倒木や枯木が放置されました。ウバメガシにカミキリ

ムシ等が侵入し、植生に悪影響を及ぼしていました。その他にもササや外来種の草の繁殖が目

立ちました。かつては、もっと多くのウバメガシとイブキの群落があったそうですが、目に見え

て少なくなっています。これらの状態を改善し、貴重な天然記念物を後世へと引き継いでいく

ため、社叢の再生を行っています。 

まず、地域の人が総出で、協力して山内の片づけ作業を行いました。枯れた木、倒れた木を山

から切り出しました。また、うっそうと茂る草によって地表が見えなくなっていたため、ササの

刈り払いや、ニセアカシアの幼木等の除去も行いました。老若男女、まさに地域総出の作業でし

た。 

その結果、大変きれいになるとともに、地表面にまで日光が届くようになり、風通しも大変よ

くなりました。春になり暖かくなってくると、かつては、あまり見られなかったウバメガシやイ

ブキらの子どもが顔を見せるようになりました。 

現在、事業を始めて 2 年目です。昨年度の片づけ作業での影響を見ながら、現在は定期的な

片づけの継続と、虫の駆除を実施しています。 

また、種であるどんぐりや片づけ作業で芽吹いた幼木を見守っていきます。まだまだ道半ば

ですが、この事業は社叢保全のみならず、周辺の海の環境保全にもつながっていくと考えます。

この大切な遺産を後世へと引き継いでいくため、今度も努力していきたいと思います。 

非常に簡単ですが、以上で報告を終わらせていただきます。ありがとうございました。 
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 「香川の古木・巨樹 樹勢回復活動」 

  特定非営利活動法人 香川のみどりを育む会 

             理事長 川西 玉夫 

 

 

 

 

香川のみどりを育む会は、県下の樹木医と緑サポーター会の有志と、樹木医を目指す人、緑が

好きな人で構成されており、樹木の樹勢診断や樹木の樹勢回復治療そして、樹木を中心とした

緑の解説や、緑化の支援などの活動を行っています。ただ作業を行うだけでなく、地元関係者へ

の説明と会員の勉強会もかねて行うことが多いです。主な活動の例をご紹介します。 

観音寺市のヤマモミジ（香川の保存木）の樹勢回復については、老木であり回復の見込みはあ

まり期待できませんが、地元民にとってはたいへん愛着のある木なので、一緒に作業して、今後

の管理について説明しました。 

熊野神社の二本杉（県天然記念物）は、地元の方々と、近くの小中学校の児童などと一緒に土

壌改良の作業を行い、あわせて環境学習の教室を実施しました。 

如意輪寺のヤブツバキ（高松市天然記念物）は、地元の人に傷んだ原因と対策として以前に設

置した日よけ防止柵の効果について説明した後、土壌改良を行いました。 

仲南東小学校のクロマツ（香川の保存木）は、地元の人と児童にも根の状況をみてもらい、土

壌改良の重要性を説明しました。 

 常光寺のイチョウ（香川の保存木）は、土壌改良の作業に地元の方々と地元の中学生が参加

し、その模様は新聞等で報道されました。 

 

 井筒屋敷のホルトノキ（香川の保存木）の土壌

改良の進め方は、幹から離れたところから小型重

機で幹に向かって掘り始め、根が出てきたら人力

で掘り始めました。手作業は人手が多くかかるの

で、関係者にも作業を手伝ってもらい、根の状況

や土壌改良材について説明しながら、作業を進め

ました。 

 財田駅前のタブノキ（香川の保存木）について

は、落枝の危険性を報告していましたが対策を取 

ってもらえず、強風の影響で大枝が落下してしま 

いました。このタブノキは、JR 四国の所有地にあり、地元自治会、ＪＲ、行政機関と協議を重

ね、樹勢回復対策の実施までに１年を要しました。作業としては、支柱設置を行い、風雨の影響

を軽減するため、透かし剪定も実施しました。 

蛭子神社のマツ（坂出市保存樹木）については、樹木調査時にクロマツの剪定方法の仕方につ

いて、問い合わせがあったので、地元の住民に対して剪定講習会を開き、今後の作業の参考にし

てもらいました。 

 また、平成 22～24 年の 3 年間にわたり、天然記念物や香川の保存木等に指定された樹木・社

叢（約 300 件）について、香川県とＮＰＯ法人瀬戸内オリーブ基金との協働事業として、樹木の

調査を実施しました。この全数調査によって感じたことは、樹勢回復の必要性や、倒木・落枝の

危険性について樹木の管理者に報告したものの、今後の処置についての依頼はほとんどありま

せんでした。樹木への関心があまりないと思われたので、私のほうから今なら効果が見込める

ものについて樹勢回復を提案し実施したものもあります。 

樹木に関心を持ってもらうため、また、樹木を健康にするためには何が必要かを実際に見て

もらって説明したり、１回の土壌改良では効果はあまり見込めないかもしれませんが、樹木を

育てることはどういうことかを理解してもらうことに意義があると考えています。回復処置を

するためには、衰弱する前に行うことが必要ですが、十分な処置をしようと思えば相当な費用

がかかります。助成金は植樹や森づくりには多いですが、樹木保護のための助成金は少ないと

いうことが問題ではないかと思います。 

巨木を守っていくためには、樹木の持ち主、周辺住民、関係者の関心が必要です。常に木を見

て、状況が変われば直ちに対処を行うことが大切です。以上で説明を終わります。 
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■大会宣言   

 

 美島緑の少年団 

   ６年 青柳 育志   

６年 合内 美羽 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

■大会旗引継   

 

  実行委員長 三枝邦彦（土庄町長）から、 

次期開催地・埼玉県秩父市へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実行委員長 三枝土庄町長の挨拶    次期開催地 秩父市・町田森づくり課長の挨拶 
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５ エクスカーション（巨木巡りツアー） 

  平成 27 年 11 月 1 日（日）9 時 10 分～15 時 雨天決行 

共同企画：第 28 回巨木を語ろう全国フォーラム香川・小豆島大会実行委員会、 

       （株）ＪＴＢ中国四国 

 

              

■Ａコース 

 土庄港（土庄港観光センター） 

 宝生院のシンパク（国指定特別天然記念物）・・・・・・末澤樹木医、蓮池樹木医解説 

 誓願寺のソテツ（国指定天然記念物）・・・・・・・・・・石丸樹木医、岡樹木医解説 

 荒魂神社のウバメガシ（香川の保存木）、ムクノキ（香川の保存木）・ 河野樹木医解説 

 寒霞渓（瀬戸内海国立公園）・・・・・・・・小豆島観光ボランティアガイド組合解説 

 福田八幡神社社叢（県指定天然記念物）・・・・・・・・・・・・・・宮崎樹木医解説 

 大阪城石垣石切丁場跡・天狗岩丁場・・・・・・・・・・・・・・・・ 小豆島町解説 

  土庄港（土庄港観光センター） 

 

■Ｂコース 

 土庄港（土庄港観光センター） 

 誓願寺のソテツ（国指定天然記念物）・・・・・・・・・・石丸樹木医、岡樹木医解説 

荒魂神社のウバメガシ（香川の保存木）、ムクノキ（香川の保存木）・ 河野樹木医解説 

寒霞渓（瀬戸内海国立公園）・・・・・・・・・・寒霞渓ボランティアガイド組合解説 

宝生院のシンパク（国指定特別天然記念物）・・・・・・末澤樹木医、蓮池樹木医解説 

 迷路のまち（土庄町本町）・・・・・・・・・迷路のまちボランティアガイド協会解説 

 千年オリーブ（スペイン・アンダルシアより移植）・・・小豆島ヘルシーランド㈱解説 

  土庄港（土庄港観光センター） 
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■巨木巡りツアーの様子 

◇宝生院のシンパク（国指定特別天然記念物）   ◇誓願寺のソテツ（国指定天然記念物） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇荒魂神社のウバメガシ（香川の保存木）    ◇寒霞渓（瀬戸内海国立公園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇福田八幡神社社叢（県指定天然記念物）    ◇大阪城石垣石切丁場跡・天狗岩丁場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇迷路のまち（土庄町本町）          ◇千年オリーブ（スペインより移植） 
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６ 展 示 

  平成 27 年 10 月 31 日（土）  サン・オリーブロビー 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    香川の古木・巨樹写真展           香川のみどり百選 絵手紙展 

  （特定非営利活動法人香川のみどりを育む会）           （香川県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       自然活動保護展            瀬戸内国際芸術祭２０１６ 

    （公益財団法人 日本自然保護協会）          （瀬戸内国際芸術祭実行委員会） 

 

７ 栗林
りつりん

公園プレツアー 
  平成 27 年 10 月 30 日（金）15 時～16 時 30 分  特別名勝 栗林公園 

 

  巨木フォーラム前日の 10 月 30 日に、全国巨樹・巨木林の会員の中から、希望者

25 名の方々にご参加いただき、「栗林公園プレツアー」を開催しました。 

  栗林公園観光事務所・川田造園課長の案内により園内を散策、見事な手入れ松や

天然記念物のソテツなどの樹木を中心に解説をしていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鶴亀松の剪定の様子を見学      川田造園課長による鳳尾塢（ソテツ）の解説 
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８ 「宝生院のシンパク」の健康診断  

 

◇日  時 平成 27 年 8 月 17 日（月）～18 日（火） 

◇調査樹木 宝生院のシンパク（国指定特別天然記念物）  

樹種：イブキ、推定樹齢：1,500 年以上 

◇所 在 地 香川県小豆郡土庄町上庄中筋 412  

◇調 査 者 全国巨樹・巨木林の会、 

一般社団法人日本樹木医会香川県支部 

      特定非営利活動法人香川のみどりを育む会  

 

  全国巨樹・巨木林の会が、全国フォーラム開催地のシンボルツリーの健康診断を実施す

ることとなり、その記念すべき第１回目として今回の開催地・小豆島で実施しました。 

  香川県・小豆島を代表する「宝生院のシンパク」について、全国巨樹・巨木林の会と地

元香川県の樹木医会、ＮＰＯ法人香川のみどりを育む会の有志が集まり、目視等による衰

退度調査のほか、土壌・根系調査診断、ツリークライミングによる高所診断、さらには最

新のドローンによる空中調査を実施しました。 

  調査結果については、全国巨樹・巨木林の会総会において発表されたほか、フォーラム

会場において、調査の様子をまとめた内容のパネル展示を行いました。なお、調査結果の

詳細については、「宝生院のシンパクの健康診断報告書」に記載しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  調査前の打ち合わせ         関係者顔合わせ         ツリークライミング調査 

                              

 

 

                                

 

 

 

 

 

    幹周の計測              地表部の計測            ドローン調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     土壌調査          増田先生による土壌の解説        ドローン撮影を見学 


