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多摩・三浦丘陵の水と緑をつなぐ 参加型シンポジウム 

～人や地域をつなぐ多摩・三浦丘陵の存在価値の再評価～ 

シンポジウム概要 

 

シンポジウムの流れと内容の一部を紹介します。 

 

１. オープニング映像 

◎多摩・三浦丘陵の水と緑の風景、これまでの広域連携会議の取組み、今回のシンポジウムのテーマ等を映像で紹

介 

 

２. 開会宣言（13 自治体 広域連携会議メンバー） 

◎13 自治体の代表による各自治体の自己紹介と涌井史郎座長による開会宣言 

 

３. 自治体代表挨拶（川崎市 阿部孝夫市長） 

◎来場者への感謝とともに、これまでの経緯を踏まえた挨拶 

「多摩・三浦丘陵における 10 の広域連携トレイルを利用した人と人や地域と地域の交流、つながりが絆を更に深めるものと

なるように期待してやまない。本日のシンポジウムを契機として、多摩・三浦丘陵を新たなコモンズととらえて、そこに関わる

人や地域のつながりが、ますます発展することを祈念して、私の開催のご挨拶とさせていただきたい。」 

 

４. 「広域連携会議」の取組み紹介（川崎市 萩原茂緑政課長） 

◎パワーポイントによるこれまでの広域連携会議の取組みの説明と現在の取組み状況に関する紹介 

 

５. 第１部：各パネリストによるプレゼンテーション 

①涌井史郎座長 

行政の壁を超える「みどりはつなぎ手」という想い 

「行政が自治体の壁を超えるのは簡単なことではないが、緑は人と自然をつなぐ、人と人をつなぐ、世代と世代をつなぐ、そ

して人と社会をつなぐ「つなぎ手」であると同時に、我々にとってかけがえのないコモンズ「共の空間」であるという想いが結

集し、市民の方々の想いにも支えられ、自治体の壁を取り払った。」 

民有の緑を「共」の力で支えること 

「本会議は、現在第 2 ステージとして、共有する想いを具体化している。今後は民有の緑をどのように「共」の力で担保して

いくかが重要である。民有地の緑をお持ちの地主の方々、それを理解する市民の方々がいる中、どのように行政が民有地

の緑を守り育てていくための仕組みを作り、リードをしていくか、その方法を研究している。」 

 

②相模原市 小星 敏行副市長 

自然の中で考えて遊ぶ事が大切 

「私が子どもの頃は山や川で遊んだ。自然の中で遊ぶことによって、物事を考え、そこから生命の大切さを学ぶ事が出来る

と共に、自主性が育ち、自律できる源を作る事が出来る。今の子どもはなかなか山や川で遊ぶ事は出来ないが、学校での

取組み、あるいは市民の皆様の取組みの中で導いていただきたい。子どもの自主性を育てる中で、水や緑の保全へと導い
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て頂きたい。」 

本市の自然を次世代につなぐ取組み 

「豊かな自然に恵まれた相模原市だからこそ、自然を次世代へつなぐ取組みも求められている。本市では「特別緑地保全

地区」の指定、「里地里山の保全等の促進に関する条例」の制定、「相模川ネットワーク専門部会」の立ち上げ等を行って

いる。」 

 

③日野市 馬場弘融市長 

市民参画から公民協働へ 

以前、本市は市民参画という言葉を使っていたが、昨今は公民協働という言葉を使っている。公の民である。これは単に大

衆とか市民ではなくて、少し自分のことプラスアルファを皆でやってもらおう、やろうじゃないか、ということで、多少は公共性

を持って日々を過ごしてもらいたい。新しい公共をみんなで開いてもらいたいという想いから、公民協働という言葉を使い施

策を展開している。 

水と緑を次世代につなぐ本市の施策 

「本市では、近隣住民の有志で公園の清掃や除草等の作業を行って頂くための「公園愛護会」という制度、水辺の清掃、

緑化、応援などにより、自分たちで用水を守って頂くための「用水守制度」を行っており、それらの制度を通じて、地域の住

民同士のコミュニケーションが図られている。また、公民協働の視点で、樹木の管理、下草刈り等により里山や緑地を守っ

ていく「緑地管理ボランティア制度」があり、そのボランティアを増やすための「雑木林ボランティア養成講座」が行われてい

る。更に、民有の緑地が相続等で手放されそうになった場合に、寄付や行政の買い取りなどでそれぞれの負担を少なくす

る仕掛けを作っている。 

そして公有化した緑を、日野市と従前の所有者、市民団体、障がい者団体等の間で、里山の保全に関する「パートナーシ

ップ協定」を結び、公民協働で里山の緑地保全等の管理を行っている。」 

 

④稲城市 髙橋勝浩市長 

みどりの基本計画」水と緑の継承と創造 

「稲城市は、水と緑に恵まれているが、現在７か所で市街地整備を進めている。新しい「緑の基本計画」では、市街化が進

んでいるなかで、豊かな緑を後世に伝えるための施策が重要であると考え、「水と緑に恵まれた稲城の環境を将来へと継

承していくこと」、「新しい水と緑の空間を創造し、市民共有財産として緑豊かに育っていくこと」を願って、基本理念を「水と

緑の継承と創造」とした。」 

より広域的な視点からみた市内の緑の確保へ 

「水と緑の保全は、1 つの自治体では完結しない。私ども稲城市の水と緑も、多摩市、町田市、神奈川県川崎市とつながっ

ており、都県境を超えた、より広域的な視点から取組むことで、各自治体住民の生活環境が向上し、広域的な自然体系保

全への取組みが可能になる。市内における緑の確保は広域的には多摩・三浦丘陵の緑の確保へつながっていく。本会議

に参加をされている自治体をはじめ、周辺の市民、自治体と協力連携をし、具体的な緑の確保に努めていきたい。」 

 

⑤多摩市 阿部裕行市長 

「多摩市みどりのルネッサンス」の立ち上げ 

「多摩ニュータウンが出来てから 40 年が経ち、公園の木々は大きく生育し、このまま放っておくとジャングルになってしまう、

都市型の緑は里地・里山のように、人が手を加えていかなければその効用は十分発揮できない。そこで、「愛でる緑から関

わる緑へ」というところで、緑の量から質への理念を基に、「みどりのあり方の懇談会」を立ち上げ、多摩市「みどりのルネッサ

ンス」の検討をしている。多摩市の多くの方は 40 年ほど前に入居したため、高齢化を迎えているが、色々なキャリアを持っ
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ておられる方が多い。「多摩市みどりのルネッサンス」では、市民が主体となったみどりへの取組み体制や活動のための道

すじを作り、さまざまなキャリアを持った皆さんから色々知恵とアイデアをお借りして持続的、広域的に多摩市のみどりを維

持していきたいと考えている。 

これから先の広域連携会議で、植物や樹木を通して生物多様性の問題に向き合う中で、しっかり連携を取り、多くの知見を

お持ちの皆さんから力をいただき、更に発展させていきたい。人類が、生物と自然といかに共生していくかの鍵が、この多

摩・三浦丘陵連携会議にあると思う。」 

市民ボランティア「グリーンボランティア森木会」の紹介 

「多摩市には「グリーンボランティア森木会」という、内閣総理大臣賞を受賞した非常に優れたボランティア団体がある。この

団体はグリーンボランティアになるための講座を設け、１年間をかけて学び、その OB の方が色々な公園での管理維持に力

を尽くしている。このような市民の皆さんの力があって、多摩市の緑は守られている。」 

 

⑥川崎市 阿部孝夫市長 

緑と水景の都市間連携の経緯 

「多摩・三浦丘陵の 13 都市の連携について、都と県が中心になると都市間の里山を中心とした連携は実現しにくいため、

川崎市から「都市だけで、東京と神奈川をまたいで連携しようではありませんか」という提案をさせていただき、多摩・三浦の

丘陵を中心とした連携に、ご協力をお願いした。また、楽しみながら緑を保全していく取組みを広げていくのが一番良いと

いうことで、各地域に声を掛けさせていただいている。」 

市内の緑地の保全の取組み 

「緑地の保全の取組みとして、一定規模の緑地を対象に現況や植生などから評価を行い、保全の優先順位を明確にしたラ

ンクづけを行い、特別緑地保全地区の指定、緑の条例による緑の保全地域の指定などにおいて、独自の手法により緑地

の保全に取組んでいるほか、2024 年で市制 100 年となる為、「100 万本植樹運動」を行っている。 

保全策を講じた緑地については、里地・里山の保全と再生をめざし、市民や事業者などと多様に協働する取組みも進めて

おり、生田緑地ではボランティア団体や市民活動団体と、地域の代表の方々のプラットフォームとなる「生田緑地マネージメ

ント会議」を平成 24 年 4 月から発足する予定である。 

また、大学との連携として緑地を生物多様性の研究の場として提供し、人と自然が共生する里山環境を生み出した管理手

法の構築や、緑地機能についての情報発信を行う取組みも進めており、取組みの中では研究の枠を超えて、緑地に隣接

する小学校と連携して環境教育を展開するなど、地域に密着した活動へと発展している。 

企業との協働も進めており、富士通株式会社川崎工場は行政と協働して保全管理計画を策定し、生物多様性に配慮した

緑地保全を目的とした活動を開始している。このように保全された緑地が市民の共有の財産として、様々な自治体との協働

の連携の場となり、今後も発展していくことを願っている。」 

 

⑦三浦市 杉山実副市長 

市外の方々により守られた「小網代の森」 

「三浦市の中で一番まとまった緑は「小網代の森」であるが、その担い手は行政ではない。「小網代の森」を守ったのは民間

の企業の皆さん、大地主の皆さん、近郊緑地保全のために国に向かって手を挙げていただいた県もあるが、それを内発的

に守ってきたのは、「小網代の森」を守る市外の方々の支えだった。彼らは都会で住みながら、この三浦の集水域の「小網

代の森」の将来を守ってきた。それが出来たのは、自分たちが自ら里山保全に手をつけて、それを守ってきたという都会で

の実践例があるからである。 

行政はもちろん、三浦の子どもたち、三浦の市民は、「小網代の森」を守る市外の方々に、コーディネートしてもらったり、一

緒に活動してもらったり、森の自然を改めて見たりすることにより、「小網代の森」を守る方法を学んでいる 中である。」 
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⑧涌井史郎座長による総括 

広域連携の重要性と「存在効用」への着眼の必要性 

「皆様のご意見に共通しているのは、１つ目に広域連携が今後非常に重要であるということ、２つ目にこれからの水と緑を守

り育てていくための市民協働の仕組みが欠かせない、３つ目に民有の緑に対しどのような方策と体制づくりをしていくかとい

う事であった。それと同時に、市街化が進んでいるほど、人は緑の豊かさを求める。その緑の効用には、公園を使ったり、散

策するような「利用効用」と同時に、そこに緑がある事による地域の安全性や、生物多様性への寄与などの「存在効用」があ

り、「存在効用」にもしっかり目を向けていく必要がある。」 

COP10 の成功からみえる「自然と共生する」という方向性 

「2010 年 10 月名古屋で COP10 が開かれた。失敗するであろうという見方もあったが、自然と関わることによって生物多様

性を担保する、自然という預金に手をつけないで利息だけで暮らすという日本人の 1 つのライフスタイルにより、開発か保全

かという 2 極の議論の中に、第 3 の道筋を見出し、発展途上国の方々に大きなサインを示し、大成功した。そして 20 の愛知

目標と 2050 年目標と 2020 年までの生物多様性の 10 年という決議をするに至り、「自然と共生する社会」がコンセプトとして

決議された。またその２年後インドのハイデラバートで、COP11 が開かれた。そこでインド政府が世界に提案した考え方は、

「自然を守れば、自然が守ってくれる」であり、これはこれから我々が緑という存在効用を考えていく大きな一途である。」 

 

６. 第２部：パネルディスカッション 

１）追加パネリストによるプレゼンテーション 

①環境省 奥田直久 氏 

生物多様性国家戦略の考え 

「２年前に COP10 生物多様性条約の締約国会議が名古屋で開かれた。その時に「愛知目標」を定め、自然と共生した社

会・世界を作るという目標に基づいて、わが国でも生物多様性国家戦略を、これまで 4 次にわたって作ってきた。」 

「生物多様性国家戦略の自然共生社会実現のための基本的な考え方は「自然のしくみを基礎とする真に豊かな社会を作

る」である。この背景には東日本大震災で自然と人間との関係を見つめ直そうということ。自然共生を一言で表す場合に、

やはり人間は自然の理に従って生きていく。それを経済的にも価値評価をして、真の豊かさとは何かを考える事をこの戦略

ではうたっている。 

また、「生物多様性に関する5つの課題」の1つとして、「③生態系サービスでつながる「自然共生圏」の認識」を新たに打ち

出している。今回の戦略では、自然や生物多様性は人間にとってどれだけ恵みを与えてくれるものかという「生態系サービ

ス」に焦点を当て、分りやすく書いているとともに、「自然共生圏」という考え方も打ち出している。 

それから、強調したいのが 5 つの基本戦略の１つである「3.森・里・川・海のつながりを確保する」であり、今この連携会議が

行おうとしている事が、国家戦略としても書かれている。 

また、生物多様性地域戦略を自治体ごとに作っていくことが重要であり、その地域ごとの具体的なアクション、考え方、オリ

ジナリティを持って進めていくことが大切である。流域や山地など一定のまとまりを有する複数の地方自治体が共同して、生

物多様性地域戦略を策定することが望ましい方法の1つであり、都市においては緑の基本計画との連携を図ろうという事で

ある。現在、生物多様性実施戦略としてつくっている自治体は 18 都道県しかないが、これを平成 32 年までに 47 都道府県

全てで作ってもらう事を目標としている。」 

自然共生圏という考え方 

「自然の恵みはどこから出てくるかを考えたとき、地方と都市のあり方、もしくは途上国と先進国の関係の考え方として「自然

共生圏」という考え方を提示している。自然は人間に豊かな恵みを与えてくれるが、都市の人間の恵みがどこから来ている

かを見ると、それは自然を残し、守っている。例えば農山村地域である。自分の生活の拠り所がどこにあるのかを理解する

ことにより、そこをサポートしていこうという考え方が生まれる。農山村地域では、都会の人たちへの生態系サービスを供給

する場所であるという自負を持って、頑張ってもらう。そこに協働や、地域間の交流を見出すのが「自然共生圏」の考え方で
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あり、皆様方が今行っている事である。」 

生物多様性地域連携促進法の紹介 

「農水大臣、国交大臣、環境大臣の 3 省の共同監修の法律である。自治体によって生物多様性の保全や持続性可能な利

用のための取組みの計画を作り、それを関係大臣が認定するような形で、地域の色々な関係者が集まって協議会を作る。

そのような活動については、法律上の優遇措置を講じたり、サポートを行うボトムアップ型の法律である。環境省ではこのよ

うな法律を受け、地域での生物多様性の計画づくりや、活動に対する支援の事業を行っている。」 

 

②国土交通省 梛野良明 氏 

都市環境インフラのグランドデザインの中での多摩丘陵、三浦丘陵 

「多摩丘陵、三浦丘陵は山から海につながるような緑地の帯になり、首都圏の中でもたぐい稀な、非常に貴重な緑地空間

になっている。都市再生プロジェクトの中で首都圏の緑、緑地環境の守り方の指針として、平成 16 年に発表した「首都圏の

都市環境インフラのグランドデザイン」の中に多摩丘陵、三浦丘陵が位置づけらており、このグランドデザインの話を受けて、

三浦市の「小網代の森」が近郊緑地の特別保全地区に指定された。」 

広域的な緑地の保全の必要性 

「多摩丘陵・三浦丘陵も含め、崖線の斜面緑地といった広域的な緑地は、根幹的な地域構造の確保や生物多様性の保全

など、色々な機能を持っているが、住宅地開発等により、消失、分断されることがある。その一方、人口減少や超高齢化、

財政制約、地球環境問題などの問題を踏まえ、集約型の都市構造に変えていく必要がある。また都市の中の緑や農を再

認識し共生する必要があること、その結果として、その広域的な緑を広域的な計画の中に位置づけていくことが必要で、更

に開発力を緑地保全に振り向ける、負担の調整を図る仕組みの検討も「都市計画制度小委員会」で行っている。更に、広

域的な緑を守っていく視点として、生物多様性の視点も考え、中核地区や拠点地区、緩衝緑地といった生物多様性の拠

点的な部分をコリドーで結んでいく視線が緑地の広域連携を考えるときに重要である。」 

みどりを守りマネジメントする 

「みどりを守る計画を、どう実現化していくかということを考える際に、公共的な政策や都市計画的な手法で行っていくのが

ベストだが、他にも色々なやり方ができる。また政策、規制をかけるだけではなくて、マネジメントする視点も重要である。 

多摩丘陵、三浦丘陵地域は、沢山の市民団体の方が関わっていただいており、全国的に見てもこのエリアは緑に対する意

識が高く、市民との協働という形で緑をマネジメントすることが可能な場所である。また、今は企業もかなり取組まれており、

かなり期待できる。」 

 

２）パネルディスカッション 

涌井史郎座長 

「国土交通省と環境省の話と広域連携のこれまでの道筋は、極めて国の方向とも合致している。生物多様性国家戦略の中

に、我々の活動がコモンズという言葉で図に表したことに対し、環境省や国土交通省で参考になっているか。」 

 

国土交通省 梛野良明氏 

「参考になっている。」 

 

環境省 奥田直久氏 

「私は、ここまで皆さんが協働して、自治体が協働してやっている事に驚きを感じている。自治体が協働で生物多様性の地

域戦略を作ってほしいといくつかの自治体にお願いしたが、なかなかできていない。この地域が市長、副市長が手を携え、

ここまで行っているのは驚きであり、こういったことを全国に広めていきたい。」 
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涌井史郎座長 

「多摩丘陵と三浦丘陵の緑が守れるかどうかは、首都圏にとってものすごく重要だという事であったが、この連携に刺激を

受けて、利根川流域の緑のかたまりで、群馬県、埼玉県、千葉県の 27 の自治体による広域連携が始まっている。このように、

この多摩・三浦の広域連携が非常に大きな影響をもたらしていることを自覚すべきである。」 

 

日野市 馬場弘融市長 

「緑や水、都市農業をどう守っていくかが大切である。農地がなくなると、国交省から農業用水が必要ないから、別の緑で埋

めなければ止めちゃうよという話が来る。田んぼ１枚でも２枚でも残しておいて、その権利が守れるようにしようとしているが、

相続税が高いため、農地はどんどんなくなる。現実的に困っている１人１人の農家や、その周りに住んでいる人の対応を考

えると、もう少し細やかなところまで連携が取れると嬉しい。」 

 

川崎市 阿部孝夫市長 

「川崎市は、稲田堤と宿河原という、農業用水がある。今は用水として使われていないが、流域の方々が保存運動、保全運

動を行っている。宿河原については桜の名所であり、国土交通大臣賞を既に 2 回いただいているほか、土木遺産に認定を

受け、川崎市内で取組みをしている。農業については、ファーマーズマーケット・セレサモスという大規模な農作物の直売

場があり、大変人気である。散歩のゴールで農産物を買っていただくような、楽しみながら保全していただくことが非常に大

事である。自然の保全活動をしていることの意味の１つに、そういった地場産業、都市農業の振興も入っている。」 

 

多摩市 阿部裕行市長 

「今の時代のキーワードは環境と低成長人口減少時代だと思う。これだけ人口減少時代になって、都市近郊に住む市民が

環境を維持していく中で、将来、子どもや孫の世代にツケを残さないためにはどうしたらいいか。昔はトラスト運動による森

や自然の保護活動があったが、現在は特別緑地保全地区制度など色々な仕組みがある。水田、農業を含めた生産緑地を

都市化の中で将来、住宅にすることを前提にしているような税制の仕組みがあるので、きちんと見直さなければならない。」 

 

三浦市 杉山実副市長 

「小網代の森の近くに油壺があり、その油壺の突端が世界でも有数の自然港となっており、自然と人との棲み分けが非常に

うまくいっている。その湾の突端に針葉樹林の風情を残したところがあり、その土地を関東財務局から買うことになった。し

かし国からその場所を買うには、都市公園法に基づく公園の道路や公園の要件などを満たしていかなければいけないとの

事であった。まだそのことは解決してないが、今の私たちのためにではなく、50 年後、100 年後の人々の暮らしの営みに、こ

の場所がどう位置づけられるか、現実的にはお金がないながら、市長は大きな買い物にチャレンジしている。100 年後「良

かったね」と言われるものを残そうとしているときに、都市公園法に基づくカテゴリーでダメということになってしまう。」 

 

涌井史郎座長 

「我々が本当に考えていくべきなのは、都市内緑地の取り扱いと、公園の要件をもう少し拡大解釈することによる生物多様

性などに貢献できる可能性ではないか。」 

 

国土交通省 梛野良明氏 

「小委員会で出ている都市と農の共生の内容は、実はかなり踏み込んだ内容になっており、市街化区域の中でも農地はあ

っても良いとしている。これはすべてを市街化するのではなく、農も緑も大事にしていくことが、市民にとっても良いことであ

るという考え方になってきたことを示している。 

勉強会も行っており、新しく農のある街づくりを公共団体がするのであれば、国の方の直轄調査として、立候補した自治体
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で調査を行おうとしており、農水省も交え整理をし、制度を見直す必要があれば行っていくつもりだ。 

公園の話は、都市公園法自身も緩く、権限をだいぶ地方自治体の皆さんに下ろしているので、多くのことが出来るはずで

ある。法律上どうしてもできないこともあるが、そこを除けば、大抵のことは市なり、あるいは公園管理者の判断でできるように

なっている。」 

 

環境省 奥田直久氏 

「評価するのは非常に重要である。世界的も生物多様性についても経済的価値として評価していく取組みがある。そのた

め自然や緑が残っていることが、我々にどれだけサービスを与えているかをきちんと評価することが、これから色々な政策を

打っていく上で重要なポイントになる。また、今日参加している市は、近郊の都市でもあり、逆に自然も残っているところでも

あるが、自然のない東京都の都心の人が各自治体に遊びに行ったとき、どう交流を図るか、交流を広げるのかを考えること

が重要である。」 

 

３）涌井史郎座長による総括 

人と土地のつながりの大切さ 

「今日は、多摩・三浦広域連携が水と緑のみならず、新たなコモンズという事で、豊かさを広げていっているのではなくて深

めていくという、非常に重要なコミュニティデザインの世界へ入ってきていることが確認できた。 

「絆」という言葉があるが、絆というのは海に投げ出された漁船の民が肩を組み合って「寒いか？」「大丈夫か？」と声を掛合

うような状態である。しかし、絆とその土地がしっかりへその緒でつながっていないため、この絆だけでは人は生きていけな

い。陸前高田での「絆」というのは、家族をなくし、住宅も家財もなくしていても何とか一本松を助けたい。そういった土地と

人のつながりであり、自然とのつながりの象徴である。 

ドクター・キースという人が、どんな苦しい戦闘の中でも、人が花を植え、木を大事にする事実を見つけて、その方面の大学

へ進んだ。そしてハリケーン・カトリーナや、日本の震災の現場へ行き、人は「トポフィーリア」という場所愛と、「バイオフィー

リア」という生き物に対する共感のクロスした部分に生きているということを確認したと言っていた。まさに、我々はその考え方

で、緑をしっかり捉えていく必要があり、その時に行政という小さな単位の中ではなく広域的な連携をして、多くの市民と協

働の体制を取ることが大事である。 

愛知県では、工場立地法を上手く活用して、愛知ミティゲーション方式、すなわち、20％の緑化義務を工場の中でも外でも、

良質な緑をエコロジーネットワークでつないだ場合、５％で良いという方式を、条例化しようとしている。 

恐らく 10 年後には、それぞれの都市や国際的評価の生物多様性指標から、各自治体のレベルがどの程度なのか評価基

準が出来る可能性が高い。そのような意味でも、我々はもっと、皆様方のご協力をいただいて、この広域連携を深めていく

必要があるという決意が各市長、副市長からあった。」 

 

８. 第３部：総合ディスカッション 

◎パネリスト+観覧者との意見交換 

涌井史郎座長 

「観覧者から提案や意見をいただきたい。」 

 

観覧者１ 

「三浦の街づくりに関して、私自身が三浦に行って一番喜ぶ事は、農協等でタタミイワシや三浦大根の漬け物などをお土産

に買って帰ることです。都市公園法に適用させるために、その土地の三割を寄付するとか、補助するとかではなく、世界自

然遺産にするから、土地代の 9 割を寄付するなどの話を切り出していただけたら。小網代の森は、国民的な支持を得られる

場所だと思う。」 
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三浦市 杉山実副市長 

「文化と連携し、理屈だけじゃなく、遊び心をもって、小網代の森などで活動をするのは良いと思う。どなたかがリーダーに

なり、竹を切り、汗をかきながら作業する。その後に、知らない日野や稲城の方などと、ごま大根なんかを作りながら、一杯

やることで絆を深めることも良いことである。そんな雰囲気を醸し出すことも、また私達、基礎的自治体や、三浦に生きてい

る者の役割なのかもしれない。」 

 

川崎市 阿部孝夫市長 

「三浦市の杉山副市長と、トレイルそれぞれの環を仲間で歩いて、終わったときに缶ビールで一杯やるのが楽しいよねとい

う話をしていた。今まで歩いていた範囲を超えたところで新しい出会いがあり、その土地その土地の自慢のもの、素晴らし

いものがこのトレイルの中にあると思う。」 

 

涌井史郎座長 

「現在、広域連携会議で検討している 10 の環を評価するインデックスの中に食文化を入れていくという方向にしたい。もっ

ともっと身近に楽しんでもらう、ということが大事だと思う。私はタモリの「ぶらタモリ」という番組を NHK で作ったが。ブラブラ

歩くと山ほど気がつくことがあるが、車で走ると何もわからない。だからこれから、我々はスピードの社会に生きていくのでは

なくて、ゆっくり歩いて、そして色々なものを見つけていくことが、地域とのつながりを作るのに非常に重要なことだと思う。」 

 

観覧者 2 

「私は逗子市と横浜市にまたがる池子の森で、地元の皆さんと一緒に自然観察の活動をしている。290ha という本当に広大

な首都圏に残されたかけがえのない森である。この貴重な森が今、壊されようとしている。これは、1 つの自治体だけではこ

の森は守れないと思うので、13 の自治体と、国土交通省、環境省で連携して守ってほしい。」 

 

涌井史郎座長 

「個別の事案に対してお答えをするのは難しいが、今の切々たるお話は、ここにお座りになっているパネラーの方にも、会

場の方々にもしっかり浸透したと思う。しっかりと受け止めさせて頂きたい。」 

 

観覧者 3 

「どの市も里山の管理について、市民のボランティアがやっていることはありがたいことだが、里山の方が関わるボランティア

の方より沢山あるので、それだけでは里山は守れない。また、多くの方が体験していると思いますが、切った木の処分の行

先がないため、里山管理にブレーキがかかっている。特に放棄された木は、大変太くなっていて市民では切れない。ビジ

ネスとして企業が関わる事は出来ないか。木質バイオマスエネルギーというものは非常に新しいエネルギーとして使えるの

ではないかと考えている。皆さんで連携しながら、新しいビジネスモデルができたら素晴らしいと思う。」 

 

環境省 奥田直久氏 

「企業も絡んで行う方法については、考えなければいけない。併せて今、私達も、都市の中で発生する木質バイオマスをう

まく新しいエネルギー源として活用できないか、実証実験を行っている。」 

 

相模原市 小星敏行副市長 

「木質バイオマスを発電に結びつける木質エネルギーの話があったが、相模原市でも実はある企業が、アルミで行っている

が課題がある。ただ、こういう自然エネルギーとの関わりの中で、代替エネルギーとして考えられるので、これから色々なも
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のが出て来ると思う。例えば、小規模で採算が合うような形でエネルギーができれば、里山でも燃料供給ができる。」 

 

川崎市 阿部孝夫市長 

川崎の臨海部に 32,000kw のバイオマス発電所がある。川崎市内の剪定枝などの建設廃材については、システムが出来て

おり、首都圏の建設廃材を燃料にする工場も行っているが、間伐材、あるいは里山保全で出てきたものについて、どこまで

確保をして、どういう形でやればいいかと、システムの確立化が必要だと思う。 

 

多摩市 阿部裕行市長 

「多摩市の場合、広大な公園や、各ご家庭の剪定枝だけで年間 2,000t を超え、清掃工場で燃やすだけでなく、循環型社

会で活用する方向として、木質バイオマスについては、市内の色々な公共施設のお風呂となった。今までの発想にない、

地域の中で地産地消として循環できる、小規模の発電所のような仕組みとか、色々と可能なこともあるのかもしれません。課

題はあるのかもしれないが、今まで出来なかったことを、市民の皆さんと企業と協働して懲りずに実現していきたい。」 

 

涌井史郎座長 

「循環社会をどう進めていくのか、非常に重要な課題だと思う。岐阜県の東濃地区では、森林組合がバイオマスをやってい

るが、当初ユーザー側でカロリーなどが全部違うというサプライサイズの問題に非常に困った。そこでそのミスマッチを調整

して、少しうまくいくようになってきた。また里山管理はそれなりのスキルがなければだめなので森の学校といって、里山管

理の技術をスキルアップするための訓練施設の建設を国営公園でこれから進めるという働きもある。」 

 

９. シンポジウム総括（涌井史郎座長） 

「市民の皆さんのシンポジウムへのご関心と、それから展示の数、既に非常に広がっているだけでなくて、深められている事

に感動した。そして、これを更にこれから前進させていかなければならないという圧力をものすごく感じている。好ましい市

民連携、市民共存の道を、この多摩・三浦でどう実現するかに対して、懸命に尽力したい。」 


