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【１０万円以上のご協力をいただいた企業・団体（五十音順）】
京都府ホンダ会　京都北都信用金庫　光洋マテリカ㈱　ダイドードリンコ㈱　㈱平和堂　京都府内官公庁職員の皆様　京都府内自治会町内会の皆様

【街頭募金・家庭募金協力団体】
京都府内ボーイスカウト・ガールスカウトの皆様　京都府緑の少年団の皆様　(公財)長岡京市緑の協会

【１万円以上のご協力をいただいた企業・団体（五十音順）】
アインズ㈱　アサヒ飲料販売㈱　㈱飯尾醸造　石清水八幡宮　宇治田原カントリー倶楽部　英興㈱　SECカーボン㈱　黄檗宗大本山萬福寺　海上自衛隊舞鶴地方隊及び舞鶴在籍各部隊　環協㈱　京都市森林組合　（公財）京都市森林文化協会　
京都市地域女性連合会　京都市農業委員協議会　（一財）京都森林経営管理サポートセンター　京都中央農業協同組合　京都ノートルダム女子大学　京都伏見ロータリークラブ　京都府信用農業協同組合連合会　京都府中小企業団体中央会　
京都府農協共同組合中央会　（一財）京都府民総合交流事業団　（一社）京都府木材組合連合会　京都府立医科大学　京都やましろ農業協同組合　京都淀ライオンズクラブ　京都洛中ロータリークラブ　近畿砂利協同組合　KDDI㈱　
国際ソロプチミスト京都東山　茶道裏千家（一財）今日庵　㈱島津製作所瀬田事業所　城陽金融会　城陽市造園建設業協会　精華聖マリア幼稚園　星和電機㈱　大和ハウス工業㈱京都支社　（公社）薪甘南備山保存会　丹後地区森林組合　
㈱トーセ　TOWA㈱　㈱ドレメ　日新電機㈱　日本紙業㈲　日本労働組合総連合会京都府連合会　ふるるファーム　東城陽ゴルフ倶楽部　㈱フクナガ　佛教大学　㈱北桑木材センター　舞鶴西支部猟友会　舞鶴東支部猟友会　
舞鶴東ロータリークラブ　舞鶴ライオンズクラブ　宮津地方森林組合　宮の前公園愛護協力会　木材開発㈱　㈱山岡製作所　八幡市建設業協会　（特非）八幡たけくらぶ　陸上自衛隊宇治駐屯地　陸上自衛隊大久保駐屯地　ワタキューセイモア㈱

【募金箱設置個所一覧】※設置期間・春(3～5月)、秋(9～10月)
（京都市上京区）京都府京都林務事務所　御所西京都平安ホテル　京都府庁生協　ホテルルビノ京都堀川（京都市中京区）京都府林業会館（(公社)京都モデルフォレスト協会事務局） （京都市右京区）㈲亀屋廣清 （向日市）向日市役所公園交
通課 （久御山町）久御山町商工会　久御山町老人福祉センター荒見苑　(福)久御山町社会福祉協議会 久御山町ふれあい交流館ゆうホール まちの駅クロスピアくみやま 久御山町農産物直売所「旬菜の里」 久御山町役場1階ロビー、産業課 （笠
置町）笠置町役場建設産業課窓口（亀岡市）亀岡市役所都市整備課  農林振興課 株式会社マツモト 千代川店、大井店、中央店、荒塚店、ピアタウン店、うまほり店 コーナン 亀岡大井店 宮脇書店 亀岡店 ココス アル・プラザ亀岡前店 (一社)亀
岡市観光協会JR亀岡駅観光案内所 (公財)亀岡市都市緑花協会 南丹広域振興局総合案内 森づくり振興課内　ガレリアかめおか総合事務所、物産市場アトリオ（南丹市）道の駅　スプリングスひよし スチールの森京都（府民の森ひよし） 美山
町自然文化村 河鹿荘（京丹波町）道の駅　瑞穂の里・さらびき 道の駅　和（なごみ）（福知山市）福知山市役所農林業振興課窓口　（舞鶴市）舞鶴市役所農林課窓口　舞鶴市森林組合（綾部市）綾部市役所 あやべ温泉 天文館パオ あやべ観光
案内所（京丹後市）市役所各市民局（与謝野町）与謝野町役場加悦庁舎
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事務局からのお知らせ - 活動報告 -

緑の募金ご協力のお願い
緑の募金は、地域や学校の緑化活動や、未来を担う子どもたちの
森林環境教育などに使われています。皆様のご協力をお願いいたします。

●郵便振替や銀行振込で
どこでも、誰でも募金ができます。
１. 郵便振替
00990-1-83253   公益社団法人 京都モデルフォレスト協会

２. 銀行振込　京都銀行府庁出張所
普通　3154305   公益社団法人 京都モデルフォレスト協会
理事長　安藤 孝夫

●商品購入や募金箱で
　「緑の募金付き商品」を購入したり、各所に設
置された「緑の募金箱」に直接募金することで、
ご協力いただけます。「緑の募金付き商品」開発・
販売や募金箱の設置等、様々な形でご協力いた
だける店舗様、事務所様も募集しています。

令和３年募金実績

14,247,367円
ご協力ありがとうございました。

　京都市右京区のならびがおかを会場にこども森づくり・体験学習会
を開催。森林インストラクターの皆さんのお話を聞きながらならびが
おかを「三の丘」から登り、虫メガネで熱心に葉っぱや木の幹を観察
したり、おみやげの森の時計づく
りセットに飾りつけるどんぐりや
万華鏡に使うきれいな色の葉っぱ
などを集めました。そのあとは二
の丘の頂上で記念撮影をし、なら
びがおかの森を探検しながらこも
れびのひろばにゴールしました。

株式会社中央倉庫協賛
「秋の森で遊ぼう！ならびがおか森の探検隊」

　令和3年11月28日 、12月4日 　　京都市右京区

　石清水八幡宮の田中権禰宜から、石清水八幡宮の鎮守の杜につ
いてのお話、また八幡の竹を使っての白熱電球の長時間点灯、実
用化に成功した世界の発明王エジソンとのゆかりについてなどの
お話を伺いました。続いては、特定非営利活動法人八幡たけくら
ぶの皆さんに竹林の手入れにつ
いてのお話を聞き、竹細工づく
りに挑戦しました。午後からは、
森林インストラクターの皆さん
と一緒に鎮守の杜の話を聞いた
り、虫メガネで葉っぱを観察し
ながら下山しました。

国際ソロプチミスト京都
「こども森づくり・体験学習会」

　４年生の皆さん123 人が、京都森林インストラク
ター会の指導で同校の山の家で学習しました。森林
のはたらきのお話を聞いたあと、ノコギリを使った
木の切り方
の指導を受
け、実際に
リョウブの
木の名札づ
くりに挑戦
しました。

「森の出前授業」ノートルダム学院小学校
　令和3年10月26日

　令和3年11月7日  　　京都府八幡市

　林野庁の同事業に取り組まれてい
る活動組織の皆さんを対象に、安全
講習と現地交流会を実施。安全上の
注意や機械
のメンテナン
スの講習に
続いて、実際
に活動され
ているフィー
ルドを見学
されました。

森林・山村多面的機能発揮対策活動組織
現地見学会・安全講習会開催

　令和3年10月3日 、9日 　　京都市、与謝野町

■  ガールスカウトの
　 緑の少年団活動
■ 京都の森の仲間たち　
　 亀岡里山クラブ
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■  企業等参加の森林づくり

京都の森を守り育てる運動に参加しませんか
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前理事長　柏原康夫筆

気
候
変
動
と

　生
態
系
は
不
離
一体
。

巻
頭
特
集



21 公益社団法人　京都モデルフォレスト協会情報誌「以森伝心」第 48号 2022 年 春公益社団法人　京都モデルフォレスト協会情報誌「以森伝心」第 48号 2022 年 春

IPCC1.5℃特別報告書（2018年）の1.5℃と２℃の気温上昇による自然や管理さ
れたシステム及び人間システムへの影響とリスクの水準を示した図。暖水性
サンゴは 1.5℃上昇でもほぼ壊滅し、低緯度の小規模漁業、北極域、沿岸洪水
も1.5℃でも影響は重大。陸域の生態系、作物の収穫、河川の洪水は1.5℃では
現状程度だが、２℃に近づくにつれ影響やリスクが大きくなることがわかる。

COP 26の会議場を背景にして

気候変動と生態系は
不離一体。 浅岡美恵特定非営利活動法人

気候ネットワーク　理事長

　　2021年10月31日から２週間にわたり、イギリスのグ
ラスゴーにて開催された第 26 回気候変動枠組条約締約
国会議（COP26）には、世界196 か国と欧州に加え、先
住民族や若い世代、市民団体や企業等から約 10 万人が
参加。最終日には、気温上昇を 1.5℃に抑える目標を維
持する「グラスゴー気候合意」を採択し、閉幕した。
　今回のCOPはまた、100 を超える国と地域の首脳や代
表が「森林と土地利用に関するグラスゴー首脳宣言」を
発表するなど、森林や自然がかつてないほど取り上げら
れたことでも注目された。
　そこで、長年 COP に参加してきた「特定非営利活動
法人　気候ネットワーク」の浅岡美恵理事長に、今回の
COP のポイントと森林が期待されている役割について、
お話をうかがった。

COPの歴史における、第三の節目
　「一番のポイントは、『２℃を十分に下回る水準に
抑制し、1.5℃に抑える努力を追求する』としていた
パリ協定の長期気温目標から一歩踏み込み、『1.5℃
目標』がグラスゴー気候合意の中心に位置づけられ
たことですね」
　インタビュー冒頭でお願いした「難しいデータや
専門用語は避けて……」を意識してか、平易な表現
を選びながら話し始めた浅岡美恵理事長。
　そもそも、気候変動枠組条約締約国会議（COP）は、
地球温暖化の防止のために大気中の温室効果ガスの
濃度を安定化させることを最終目的に 1995 年から
始まった取り組みで、新型コロナウイルス感染症の
拡大に伴って中止された 2020 年を除き、毎年開催
されてきた。COP の歴史のなかでも大きな節目と
なったのが、1997 年の COP3 で採択された「京都議

平安の姿を今に伝える、大沢の池
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、昨年の
五山送り火は規模を縮小して行われた。「大文字」は
三本の筆画の両端および交点の火床計６カ所に一斉
点火。「妙・法」「船形」「左大文字」はそれぞれ１カ所に、
「鳥居形」は上部中央の神額を示す位置２カ所に灯さ
れた。
　「小規模にしてでも行うことができてホッとしてい
ます。お精霊さんをお迎えしておきながら、お見送り
しないわけにはいきませんから」
　インタビュー冒頭での岡本芳雄会長の言葉に、改
めて五山送り火が観光行事ではなく宗教行事である
ことに気づかされた。京都では８月に入るとそれぞ
れの家でお精霊さん（ご先祖の霊）をお迎えする行事
が行われる。16日に行われる五山送り火は、このお精
霊さんを再びお送りするという意味をもっているの
だ。
　「私が幼いころには、家々の前に、近くの川から引
いた水路が巡らされていましてね。男衆が山で送り
火を灯すのに合わせて、各家では火を灯した藁を水

ジョンソン首相が示した
　　　　　　　４つの主要テーマ
　「COP26 では地球温暖化防止に向けて『緩和』『適
応』『資金』『協力』の４つの目標が掲げられたのと
は別に、議長国イギリス・ジョンソン首相が発表し
た 4 つの主要テーマがありました。そのひとつが石
炭。クリーンエネルギーの急速な拡大と石炭火力の
早期廃止は、議長国イギリスが掲げた最重要課題で、
エネルギーについて話し合うエネルギーデーには、
47の国と金融機関・組織が石炭からの脱却を約束す
るなど、石炭廃止に向け大きく進展しました」
　浅岡理事長の説明で驚いたのは、「主要な国際銀
行は、削減対策がされていない石炭火力発電への新
たな国際的な公的融資を 2021 年末までにすべて終
了する」「少なくとも 34 の国と公的金融機関が、
2022 年末までに海外の削減対策がされていない化石
燃料エネルギーへの公的支援を終了する」等の約束。
そして、そうしたトレンドのなかにあって、「石炭
火力発電の段階的廃止および新規の石炭火力発電を
行わない」と表明した国のなかに、石炭使用量上位
10 に入る韓国やインドネシア、ベトナムが含まれて
いる一方で、４位の日本が入っていない点。
　「どうしてヨーロッパ各国が石炭を廃止できるの
かと言えば、早くから再生可能エネルギーの大量導

定書」と、2015 年の COP21 で採択された「パリ協定」
とのこと。
　「京都議定書は、温室効果ガス排出量の削減につ
いて国際的な数値目標を初めて定めた、画期的なも
のでした。日本やアメリカ、EU など先進国がまず
排出削減に取り組むことととし、2008 年から 2012 年
までの間に、日本 1990 年比６％、アメリカ７％、
ＥＵ８％、先進国全体で 5.2％削減が法的義務とさ
れました」
　そして、京都議定書の採択を受け、翌 98 年に「特
定非営利活動法人　気候ネットワーク」が発足。以
来、特別な事情がない限り、浅岡理事長はCOPに参
加し、その変遷を見守り続けてきた。
　「具体的な数値目標が定められ、排出削減が義務
づけられた京都議定書の意義は非常に大きかったも

のの、その後、課題も見えてきました。そのひとつが、
2001 年に当時の最大の排出国であったアメリカが京
都議定書から離脱したことです。日本も第２約束期
間（2013 年～）に不参加を表明していました。また、
今世紀に入って、中国、インド、ブラジルなど中進
国の排出量が増加してきました。さらに、平均気温
が産業革命前から１℃上昇し、世界で気候災害によ
る被害が目立つようになってきました。そこで、第
１約束期間以降（2013 年以降）はアメリカも途上国
も含め世界全体で取り組む体制の構築が不可欠との
認識が広がり、まず、2010年に気温上昇を２℃未満
に抑えることを合意しました」
　こうして、すべての国が排出削減に取り組む新たな
国際枠組みを目指して交渉が続けられ、2015 年に「パ
リ協定」が採択された。パリ協定は「気温上昇を２℃
を十分下回る水準に保ち、1.5℃に抑えることにも努
力すること」を目的とし、そのために21世紀後半には
世界の排出を実質ゼロとすることを盛り込んでいる。
　「先進国だけでなく、気候変動枠組条約に加盟し
ている196 カ国すべてが温室効果ガスを削減目標を設
定、報告し、政策措置をとることを義務とした点で、
気候変動対策における歴史的な転換点と言えます」
と、浅岡理事長はCOPの２つの節目について概説し
た。しかし、冒頭で浅岡理事長が指摘した「２℃を
十分に下回る水準、できれば 1.5℃に抑える努力」
としていたパリ協定から、より「1.5℃目標」に重点
をおいたグラスゴー気候合意への変遷について、疑
問が残る。
　「それは、2018 年10月にIPCCが発表した『1.5℃特別
報告書』によります。この報告書のなかで、『気温
上昇が２℃のときの影響は甚大で、1.5℃でも影響は
大きいが、人間と自然生態系にとって明らかな利益
となり、より持続可能で公平な世界を確保する可能
性がある』ことを示したのです」
　IPCCは、地球温暖化や気候変動について科学的な
評価を行っている国連の組織「気候変動に関する政
府間パネル」の略で、特別報告書は、国連気候変動
枠組条約（UNFCCC）が 2015 年のパリ協定採択に伴
う要請を受けて、40カ国 91人の執筆者と査読者が作
成。特別報告書は、世界の平均気温が 1.5℃上昇し
た場合の気候システムの変化と、それに関連する生
態系や人間システムへの影響について、リスクの大
きさとパターンに着目した科学的根拠を新たに評価
している。さらに、1.5℃上昇の場合と２℃上昇の場
合では、生態系や人間システムへのリスクがどの程
度異なるかにも着目して予測している。

入が進んでいるからです。供給量が２倍になると価
格が半分になるという法則があって、再生可能エネ
ルギーが一番安いというのが世界認識。これに対し
て日本は再エネの取り組みが遅れ、導入量はドイツ
やイギリスの半分にとどまっています」
　脱石炭に踏み切れない日本が打ち出したのが、石
炭の脱炭素化。CO₂を回収する方式のほか、燃やし
ても CO₂が出ないアンモニアを混ぜる方式の実用化
を掲げる。岸田総理大臣も COP の演説で、アンモ
ニアなどによる火力発電のゼロエミッション化でア
ジアの排出削減に貢献していくと表明。しかし、こ
れには問題が多いと浅岡理事長は指摘する。
「まずはアンモニアの供給方法。現状日本は多くを
輸入に頼っているが、石炭火力にアンモニア 20% を
混ぜようとすれば今の世界の貿易量に匹敵する量が
必要となります。どうやって、それだけのアンモニ
アを確保していくのか。そして最大の課題が、製造
過程で大量の CO₂を排出する点。現状では、海外の
天然ガスなど化石燃料から水素を取り出して合成さ
れており、この過程で大量の CO₂が排出されるので
す」
　浅岡理事長の指摘は続く。
　「イギリスでも 2010 年くらいまでは再エネはとて
も少なかったが、今では 40% くらいを占めています。
特に洋上風力発電が盛んで、海がまるで畑のように
見えるほど。さらにそうした技術でアフリカ諸国と
のパートナーシップを進めています。政治の判断も
速いが国民意識の転換も速くてビジネスの観点で動
いている。これがヨーロッパの先駆性なんでしょう
ね。かたや、従来型で売り込もうとしている日本。
途上国は、どちらを選ぶのでしょうか」
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ガールスカウトの緑の少年団活動
一般社団法人ガールスカウト京都府連盟　佐藤啓子

「世界リーダーズ・サミット」（右上）では、大規模な森林伐採が進むアマゾン川
流域の熱帯雨林（左下）についても真剣に論議され、「森林減少ストップ宣言」
が採択された。

　ガールスカウトでは、45 年ほど前に上賀茂と大原に研修林

を持ち、「緑の少年団」として森林整備活動を行ってきました。

下草刈りや枝打ちなど月に 1 回の活動で、スカウトたちは自然

の中で活動する楽しさを身をもって感じてきました。年が経つ

と研修林の樹木も大きくなり、スカウトたちの手には負えない

ほどの大きさに育ちました。

　最近では、年に 4～ 5回の活動になり、森林インストラクタ

―会の方に講師をお願いし、季節にあった活動を行っています。

春には野草について学んだあと、天ぷらにしていただいたり、

秋には枝打ち体験や焼き芋にチャレンジしたり、冬にはツルや

シダを使ってクリスマスリース作りなど楽しい活動がいっぱい

です。また、樹木に名札を付ける活動では、その木に対して何

か特別の感情が芽生えることもあります。こうした活動の積み

重ねで、自然を大切に思う気持ちが育つのだと思っています。

　しかし、昨年からのコロナ禍で、野外での活動とはいえ密を

避けるため、緊急事態宣言下では活動を中止することが多くな

りました。自然の中に身を置き、身体全体で自然を感じる活動

は、オンラインでは実施し難いものです。10 月に緊急事態宣

言が解除され、11 月・12 月と続けて緑の少年団活動ができた

ことはスカウトたちにとって嬉しいことでした。森林インスト

ラクター会の講師の方々に多くのことを教えていただき、自然

の中で行う仲間との体験活動が、少女たちの成長にとって大切

なものであると改めて感じました。

　私たちガールスカウトは SDGs にも積極的に取り組んでいま

す。SDGs15 に「陸の豊かさも守ろう」として、「陸上生態系の

保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な

管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止および逆転、ならびに

生物多様性損失の阻止を図る」とあります。

地球規模で大きな自然災害が発生しており、広範囲な山火事

や大雨による土砂災害や台風による倒木など、私たちの身の回

りで起こっています。緑の少年団活動を通して、この大切な地

球を守るために私たちができることを自ら考え、少しずつでも

実行できる少女に育つことを願っています。

森林の大切さが再認識された
　　　　　　　　初めてのCOP
　「ジョンソン首相が示した４つの主要テーマは、
coal（石炭）、cash（資金）、car（電気自動車）と C
ばかり続くなぁと思っていたら、４つ目はＴ（tree 
森林）でした」
　テンポの速い鋭い指摘の後、にこやかに切り出し
た浅岡理事長の言葉に、場の空気も和んだ。確かに
今回の会議で、森林は重要なテーマとして取り上げ
られ、COP 開催中、議長国イギリスのリーダーシップ
によって実現した「世界リーダーズ・サミット」２日目
のテーマが「森林と土地利用」であった。そして、
100 を超える国と地域の首脳や代表が、2030年まで
に森林破壊を終わらせると約束する文書（森林と土
地利用に関するグラスゴー首脳宣言）に署名。署名
国には、アマゾン川流域の熱帯雨林で大規模な森林
伐採を進めているブラジルも含まれていた。

　今回の COP で最初の主要宣言を報告したジョン
ソン首相は、「森林の壊滅的な喪失を止めなくては
ならない」「人類は自然の支配者というこれまでの
役割を終え、自然の管理人にならなくてはならな
い」と添えた。
　「今のまま進んでいったら、森林は CO₂の吸収
源ではなく排出源になってしまいます。そういう
意味では、森林の機能を高めることは気候変動対
策だけでなく、生態系を守ることにもつながりま
す。コロンビアの環境副大臣も述べておられまし
たが、気候変動と生態系は不離一体です。森林の
機能を高めることの大切さが再認識された、初め
ての COP でしたね」
　COP26 の会場で開かれた「気候変動と生物多様
性に関するイベント」では、「気候変動と生物多様
性喪失の二つの問題は絡み合っているとの指摘が
多くなされ、コロナ問題もその延長でとらえられ
ていました」浅岡理事長はさらに語気を強める。
　「戦後日本は、平和のなかで高度成長を遂げ、豊
かさを謳歌してきました。でもその裏で自然を犠
牲にしていた部分があり、そのツケが今になって
露呈されている。そうしたツケを将来世代に押し
付けるわけにはいかない、そうした意識を一人で
も多くの人に持ってもらい、行動に移してもらう
ために、気候ネットワークは今後も活動を続けて
いきたいと思っています」

入が進んでいるからです。供給量が２倍になるとコ
ストが半分になるという法則があって、今日では再
生可能エネルギーが一番安いというのが世界認識。
これに対して日本は再エネの取り組みが遅れ、導入
量はドイツやイギリスの半分にとどまっています」
　脱石炭に踏み切れない日本が打ち出したのが、石
炭火力の脱炭素化。CO₂を回収する方式のほか、燃
やしても CO₂が出ないアンモニアを混ぜる方式の実
用化を掲げる。しかし、これには問題が多いと浅岡
理事長は指摘する。
　「そもそもの脱石炭の流れにそうものではなく、
あくまで従来の方式を微修正しただけに過ぎませ
ん。また、化石燃料による水素でアンモニアを製造
するもので、ほとんど CO₂の排出削減になりません」
　浅岡理事長の指摘は続く。
　「イギリスでも 2010 年くらいまでは再エネはとて
も少なかったが、今では電力の約 40％を占めていま
す。特に洋上風力発電が盛んで、海がまるで風車の
林のように見えるほど。さらにアフリカ諸国の脱石
炭に向けたパートナーシップも進めています。政治
の判断も速いが国民意識の転換も速く、ビジネス界
も動いている、これがヨーロッパの先駆性なんで
しょうね。かたや、従来型を売り込もうとしている
日本。途上国は、どちらを選ぶのでしょうか」
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亀岡里山クラブ
（亀岡市）

　400 年以上前から京の都に木材や穀物、薪炭を供給し

てきた、ゆるやかな山に囲まれた亀岡市。同市内の神前

地区で、里山の整備に取り組まれている「亀岡里山クラブ」

の小原さんにお話を伺いました。

――市民ボランティアが中心となり
設立

　当会は、平成 15 年に亀岡市が「共育の森づくり」とし
て森林ボランティアを募集した事業に参加した市民が中
心となり活動を開始しました。当初は市が主導で行事を

実施していましたが、平成 17 年に独立した団体として会
が発足しました。今年で発足 16年目を迎えます。
　活動の中では、主に常緑の広葉樹
の伐採を中心に行い、明るい里山を
目指しています。そのほかに必要と
なる作業道の敷設や、しいたけ原木
の切り出し、薪の生産なども行って
います。活動地に隣接してキャンプ
場があるため、最近薪づくりの比重
が増えつつあります。

――――地元との関係を大切にした
森林づくり

　私たちの会は、地域の森林整備について話し合う神前
連絡協議会に参加し、地元の方や行政、対象エリアで森
林保全活動をされている企業とも情報を共有しながら活
動を行っています。
　このあたりももともとは地元の皆さんが管理されてい
た山でしたが、高齢化などで森に入られる方が減り、そ
のままになっていたところを、我々がお手伝いすること
で喜んでいただけるのが励みになっています。山での作

業を楽しみにし
ている会員が多
く、地元の方に
も喜んでいただ
けるし、我々も
楽しい、そうし
た好循環を大切
にしています。

――――――継続した活動に向けて
　活動当初は 30 人近く会員がいましたが、近年は 20 人
弱で推移しています。毎年独自でボランティア体験会を
開催し、市民の参加を募っています。市が広報に協力し
てくれることもあり、おかげさまで毎年数人参加があり
ますが、高齢等で会の活動を「卒業」するメンバーも出
てきていますので、安定した人数確保も課題です。
　作業の安全面については気を付けており、会員には研
修へも積極的に参加してもらっています。おかげさまで
これまで事故はありません。これからも安全第一で、怪
我なく、長く活動が続けられたらと思っています。

団体プロフィール 亀岡里山クラブ

設　　立：2005年
活 動 地：亀岡市神前地区
会 員 数：19名
活動概要：里山林の整備、薪の生産、
　　　　　しいたけの原木づくりなど
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オムロン株式会社綾部事業所 エスペック株式会社

グンゼ株式会社

一般社団法人京都府トラック協会

株式会社島津製作所

三共精機株式会社、佛教大学

京セラ株式会社

関西電力労働組合京都地区本部

一般財団法人三洋化成社会貢献財団

KDDI株式会社

株式会社虎屋京都工場

企業等参加の森林づくり活動報告
府内各地で地域と連携して森林保全の活動に取り組んで
おられる企業・団体の活動について、今年度行われた活
動からピックアップしてご紹介します。

エスペック株式会社
オムロン株式会社綾部事業所
エスペック株式会社
グンゼ株式会社
株式会社島津製作所
エスペック株式会社
グンゼ株式会社
一般社団法人京都府トラック協会
京セラ株式会社
関西電力労働組合京都地区本部
関西電力労働組合京都地区本部
三洋化成工業株式会社・一般財団
法人三洋化成社会貢献財団
KDDI 株式会社関西総支社
オムロン株式会社綾部事業所
三共精機株式会社、佛教大学
株式会社虎屋京都工場
エスペック株式会社

オンライン
綾部市
福知山市
綾部市
南丹市
福知山市
綾部市
京都市
京田辺市
京丹波町
京丹波町

和束町

大山崎町
綾部市
南丹市
南丹市
福知山市

（協会に送付いただいた活動報告より抜粋して掲載しています）
５月２２日（土）
５月２２日（土）
６月２６日（土）
１０月   ２日（土）
１０月   ９日（土）

１１月   ６日（土）
１１月   ６日（土）

１１月１３日（土）
１１月１３日（土）

１０月３０日（土）

１１月２０日（土）

１１月２０日（土）

１１月２７日（土）
１１月２７日（土）
１１月２７日（土）
１１月２７日（土）
１２月１８日（土）

令和３年 12月20日（月）

オンライン情報交換会開催
　新型コロナウイルスの感染予防対策
を踏まえた森林内での活動再開に向け、
担当者の皆様を対象とした情報交換会
を昨年に引き続きオンラインで開催。
　KDDI 株式会社関西総支社様、株式
会社島津製作所様に最近の活動状況等
について事例発表いただきました。
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画　林　芽衣香
（京都市立京都御池中学校2年（入賞時））
令和3年度緑化運動ポスターコンクール
最優秀賞入賞作品

令和 4年
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【１０万円以上のご協力をいただいた企業・団体（五十音順）】
京都府ホンダ会　京都北都信用金庫　光洋マテリカ㈱　ダイドードリンコ㈱　㈱平和堂　京都府内官公庁職員の皆様　京都府内自治会町内会の皆様

【街頭募金・家庭募金協力団体】
京都府内ボーイスカウト・ガールスカウトの皆様　京都府緑の少年団の皆様　(公財)長岡京市緑の協会

【１万円以上のご協力をいただいた企業・団体（五十音順）】
アインズ㈱　アサヒ飲料販売㈱　㈱飯尾醸造　石清水八幡宮　宇治田原カントリー倶楽部　英興㈱　SECカーボン㈱　黄檗宗大本山萬福寺　海上自衛隊舞鶴地方隊及び舞鶴在籍各部隊　環協㈱　京都市森林組合　（公財）京都市森林文化協会　
京都市地域女性連合会　京都市農業委員協議会　（一財）京都森林経営管理サポートセンター　京都中央農業協同組合　京都ノートルダム女子大学　京都伏見ロータリークラブ　京都府信用農業協同組合連合会　京都府中小企業団体中央会　
京都府農協共同組合中央会　（一財）京都府民総合交流事業団　（一社）京都府木材組合連合会　京都府立医科大学　京都やましろ農業協同組合　京都淀ライオンズクラブ　京都洛中ロータリークラブ　近畿砂利協同組合　KDDI㈱　
国際ソロプチミスト京都東山　茶道裏千家（一財）今日庵　㈱島津製作所瀬田事業所　城陽金融会　城陽市造園建設業協会　精華聖マリア幼稚園　星和電機㈱　大和ハウス工業㈱京都支社　（公社）薪甘南備山保存会　丹後地区森林組合　
㈱トーセ　TOWA㈱　㈱ドレメ　日新電機㈱　日本紙業㈲　日本労働組合総連合会京都府連合会　ふるるファーム　東城陽ゴルフ倶楽部　㈱フクナガ　佛教大学　㈱北桑木材センター　舞鶴西支部猟友会　舞鶴東支部猟友会　
舞鶴東ロータリークラブ　舞鶴ライオンズクラブ　宮津地方森林組合　宮の前公園愛護協力会　木材開発㈱　㈱山岡製作所　八幡市建設業協会　（特非）八幡たけくらぶ　陸上自衛隊宇治駐屯地　陸上自衛隊大久保駐屯地　ワタキューセイモア㈱

【募金箱設置個所一覧】※設置期間・春(3～5月)、秋(9～10月)
（京都市上京区）京都府京都林務事務所　御所西京都平安ホテル　京都府庁生協　ホテルルビノ京都堀川（京都市中京区）京都府林業会館（(公社)京都モデルフォレスト協会事務局） （京都市右京区）㈲亀屋廣清 （向日市）向日市役所公園交
通課 （久御山町）久御山町商工会　久御山町老人福祉センター荒見苑　(福)久御山町社会福祉協議会 久御山町ふれあい交流館ゆうホール まちの駅クロスピアくみやま 久御山町農産物直売所「旬菜の里」 久御山町役場1階ロビー、産業課 （笠
置町）笠置町役場建設産業課窓口（亀岡市）亀岡市役所都市整備課  農林振興課 株式会社マツモト 千代川店、大井店、中央店、荒塚店、ピアタウン店、うまほり店 コーナン 亀岡大井店 宮脇書店 亀岡店 ココス アル・プラザ亀岡前店 (一社)亀
岡市観光協会JR亀岡駅観光案内所 (公財)亀岡市都市緑花協会 南丹広域振興局総合案内 森づくり振興課内　ガレリアかめおか総合事務所、物産市場アトリオ（南丹市）道の駅　スプリングスひよし スチールの森京都（府民の森ひよし） 美山
町自然文化村 河鹿荘（京丹波町）道の駅　瑞穂の里・さらびき 道の駅　和（なごみ）（福知山市）福知山市役所農林業振興課窓口　（舞鶴市）舞鶴市役所農林課窓口　舞鶴市森林組合（綾部市）綾部市役所 あやべ温泉 天文館パオ あやべ観光
案内所（京丹後市）市役所各市民局（与謝野町）与謝野町役場加悦庁舎
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事務局からのお知らせ - 活動報告 -

緑の募金ご協力のお願い
緑の募金は、地域や学校の緑化活動や、未来を担う子どもたちの
森林環境教育などに使われています。皆様のご協力をお願いいたします。

●郵便振替や銀行振込で
どこでも、誰でも募金ができます。
１. 郵便振替
00990-1-83253   公益社団法人 京都モデルフォレスト協会

２. 銀行振込　京都銀行府庁出張所
普通　3154305   公益社団法人 京都モデルフォレスト協会
理事長　安藤 孝夫

●商品購入や募金箱で
　「緑の募金付き商品」を購入したり、各所に設
置された「緑の募金箱」に直接募金することで、
ご協力いただけます。「緑の募金付き商品」開発・
販売や募金箱の設置等、様々な形でご協力いた
だける店舗様、事務所様も募集しています。

令和３年募金実績

14,247,367円
ご協力ありがとうございました。

　京都市右京区のならびがおかを会場にこども森づくり・体験学習会
を開催。森林インストラクターの皆さんのお話を聞きながらならびが
おかを「三の丘」から登り、虫メガネで熱心に葉っぱや木の幹を観察
したり、おみやげの森の時計づく
りセットに飾りつけるどんぐりや
万華鏡に使うきれいな色の葉っぱ
などを集めました。そのあとは二
の丘の頂上で記念撮影をし、なら
びがおかの森を探検しながらこも
れびのひろばにゴールしました。

株式会社中央倉庫協賛
「秋の森で遊ぼう！ならびがおか森の探検隊」

　石清水八幡宮の田中権禰宜から、石清水八幡宮の鎮守の杜につ
いてのお話、また八幡の竹を使っての白熱電球の長時間点灯、実
用化に成功した世界の発明王エジソンとのゆかりについてなどの
お話を伺いました。続いては、特定非営利活動法人八幡たけくら
ぶの皆さんに竹林の手入れにつ
いてのお話を聞き、竹細工づく
りに挑戦しました。午後からは、
森林インストラクターの皆さん
と一緒に鎮守の杜の話を聞いた
り、虫メガネで葉っぱを観察し
ながら下山しました。

国際ソロプチミスト京都
「こども森づくり・体験学習会」

　４年生の皆さん123 人が、京都森林インストラク
ター会の指導で同校の山の家で学習しました。森林
のはたらきのお話を聞いたあと、ノコギリを使った
木の切り方
の指導を受
け、実際に
リョウブの
木の名札づ
くりに挑戦
しました。

「森の出前授業」ノートルダム学院小学校

　林野庁の同事業に取り組まれてい
る活動組織の皆さんを対象に、安全
講習と現地交流会を実施。安全上の
注意や機械
のメンテナン
スの講習に
続いて、実際
に活動され
ているフィー
ルドを見学
されました。

森林・山村多面的機能発揮対策活動組織
現地見学会・安全講習会開催

■  ガールスカウトの
　 緑の少年団活動
■ 京都の森の仲間たち　
　 亀岡里山クラブ
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■  企業等参加の森林づくり

京都の森を守り育てる運動に参加しませんか

公益社団法人　京都モデルフォレスト協会情報誌「
 い 

以 
しん

森 
でん

伝 
しん

心」第48号2022年春公益社団法人　京都モデルフォレスト協会情報誌「
 い 

以 
しん

森 
でん

伝 
しん

心」第48号2022年春

前理事長　柏原康夫筆

気
候
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と
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