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  「国際森林年」＆「ボランティア国際年＋10」記念 

 

世界森林アクション・サミット 
～森林と市民を結ぶ全国の集い２０１１ ｉｎ TOKYO～ 

 

 
 

２０１１年１０月８日（土）～１０日（月祝） @ 東京都渋谷区 

 
10 ヶ国・50 団体・113 名の担い手が集結！（写真は初日夜の「世界七夕アクション」） 

 

                    
（マングローブの植林 ＠ フィリピン）                       （湖を守るための森の手入れ @ 北海道） 
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１）はじめに・主催者より 

  

 

 

 

 

開澤真一郎さん 
 

本サミット 実行委員長 

特活）NICE 代表 

NVDA（アジア・ボランティア 

発展ネットワーク） 代表 
 

 

カンボジアのある村で植林をしていました。すると長老が

やってきて「君達を見ていると、若い頃の自分達を思い出す

のう」。え？この国で初めての国際ワークキャンプなのに？？

不思議に思ってると、彼は「この用水路も、あそこの診療所

もみーんな近くの若い衆が集まって作ったもんじゃ」。 

 

そうです、「国際ボランティア」とは大袈裟なものではなく、

古今東西当たり前のように行われてきた協働と、同じ性質の

アクションなのです。ただそれが現代社会では少なくなって

きているし、国を超えて集まるのは新しいにしても。そして

それをきっかけに、村の若者達も加わるようになりました！ 

 

地球の陸地の3 割を占める森林。年間 730 万 ha が消失

（2000～05 年）する中、その損失は地域・地球の自然環境だ

けでなく、資源・エネルギー、経済・雇用、生活・文化等、

様々な面で甚大です。質の面でも、単一樹種の商業的林業等

により、生物多様性が低下する等の問題が深刻化しています。 

 

世界有数の森林率（66%）を誇る日本でも、その多くは間

伐等の必要な整備が行われずに放置され、保水・土壌保全力、

生物多様性、CO2 吸収等の機能が劣化が進み、台風や豪雪に

よる倒木の危険も増すばかり。他方で、世界トップ級の木材

輸入国として、森林消失にも多大な影響を及ぼしています。 

 

これまで国内と海外で活動を行う NPO 間の交流は多くは

見られませんでしたが、世界と日本の森林問題の解決に向け

ては、国内と海外は表裏一体の関係にあることから、相互の

効果的な連携は今後ますます重要になってます。 

そこで「国際森林年」及び「ボランティア国際年 10 周年」

の 2011 年、国内で森づくりを行う団体と海外の国際緑化や

地域開発、国内外で国際ボランティアを行う団体間でノウハ

ウを共有し、協力を強めるために、本事業を開催しました。 

 

その結果 10 ヶ国で森の保全に取り組む担い手・113 人が

集まり、様々な成果を生み出し、 後に緩やかにつながる、

世界森林アクション・ネットワークも立ちあがりました。 

このネットワークはまだ生まれたばかりで、サミットには

参加していない多くの方々の参加をお待ちしています！森づ

くりに数百年・数千年かかるのと同様に、私達の取り組み・

連携も互いを尊重しながら、息長く続けていきます。 

 

東日本大震災と福島第一原発の事故は、私達に経済と暮ら

しのあり方を根本的に見直す機会を投げかけています。 

被災地が命溢れる森と海を取り戻すと共に、私達が資源や

エネルギーを地域ごとに無理のない形で循環させ、本当の意

味で「健康」な新しい文明社会をつくっていく力を、効果的

につながりながら、共に生み出していきましょう！ 

鹿住貴之さん 
 

本サミット 実行副委員長 

特活）森づくりフォーラム 理事 

認定 NPO 法人 JUON(樹恩) 

NETWORK 理事・事務局長 
 

 

森づくりフォーラムは、森と共に暮らす社会の創出を目

指します。国内の森林ボランティア団体のネットワーク組

織として、団体支援・人材育成、調査研究・政策提言、普

及啓発活動を行ってきました。 
 

また、私の本業である JUON(樹恩) NETWORK は、都

市と農山漁村の人々をネットワークで結ぶことにより環境

の保全改良、地方文化の発掘と普及、過疎過密の問題の解

決に取り組むことが目的です。森林保全活動としては、国

産間伐材製「樹恩割り箸」の普及推進や森づくり体験プロ

グラム「森林の楽校（もりのがっこう）」、「森林ボランティ

ア青年リーダー養成講座」等を開催しています。 
 

森林ボランティア活動は、荒れた森林を手入れに市民が

関わることから始まりましたが、現在はいかに材を利用す

るかの時代に入ったと言えます。この課題を解決するため

に有効な活動やネットワー クが求められているのです。 

今回の森林サミットでは、国内と海外の活動の共通性と

多様性を確認することができました。今後このネットワー

クを活かしていきたいと考えています。 

 

（鹿住さんが当日発表した資料より） 
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２）事業の概要 
 

 

 

2-１）事業名 世界森林アクション・サミット  ～ 森林と市民を結ぶ全国の集い2011 in TOKYO ～ 

2-2）開催目的 ① 実践に根差したノウハウの交換を通じて、それぞれの活動をレベルアップする 

② 分野を超えた連携の素地とするとともに、共通のビジョン、行動計画を作り連携を強める。 

③ 今まで森林保全に関わっていない様々な市民・団体に対して、理解・協力を広げる。 

2-3）開催期間 2011 年（平成 23 年）10 月 8 日（土）13:00～10 月 10 日（月・祝）17:00 

＊ 本会議は9 日 09:00～10 日 12:00。8 日と 10 日午後はオプション参加。 

2-4）開催場所 主に、国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都渋谷区）：宿泊 + ほとんどの会議 

★ 環境パートナーシッププラザ（東京都渋谷区［３日目午後］のオプション A） 

★ 国連大学「ウ・タント国際会議場」（東京都渋谷区［３日目午後］のオプション B） 

2-5）主な内容 ① 世界森林アクション・フェア    （オプショナル）        ８日（土）午後～夜

② 世界の森林は今！？        （基調講演＆パネル討論）    ９日午前 

③ 課題解決たいむ          （分科会＆ワールドカフェ形式） ９日午後 

④ 作業部会＆バイラテラル・トーク  （オプショナル）        ９日夜 

⑤ 行動宣言づくり          （全体会＆分科会）       １０日午前 

⑥ シンポジウムとネットワークづくり （オプショナル）        １０日午後 

2-6）参加者 10 ヶ国・50 団体からの 113 人（主に国内外の森林NPO の、担い手や会員） 

＊ その他、国際森林年記念シンポジウム、及び特別ワークキャンプの参加者：約2,650 名 

2-7）主催団体 森林と市民を結ぶ全国の集い・世界森林アクションサミット実行委員会 

公社）国土緑化推進機構 

特活）NICE（日本国際ワークキャンプセンター）＝事務局 

2-8）後援団体 林野庁、環境省、東京都、全国町村会、全国知事会、全国市長会、美しい森林づくり全国推進会

議、全国森林組合連合会、社）全国森林レクリエーション協会、社）全国林業改良普及協会、社）

日本森林技術協会、財）日本木材総合情報センター、ITTO（国際熱帯木材機関）、国連大学、国連

ボランティア計画（UNV）、国連・CCIVS（国際ボランティア活動調整委員会）、NVDA（アジア・

ボランティア発展ネットワーク）、毎日新聞社、国立青少年教育振興機構 

2-9）財政 ＊ 運営経費の大半は、公社）国土緑化推進機構の助成金によって賄いました。 

＊ 食費・交通費・宿泊費の一部は、参加者・団体の自己負担などで賄いました。 

 

  

（右端は米国からのPaul さん。 高齢の81 歳だが、若い！）  （交流会でのヒトコマ。劇に爆笑する豪州のJenny さん） 

  

（課題あぶり出しワークショップより。みんな真剣！）    （絆も深まり、終始笑いの絶えない、3 日間でした☆）
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３）参加者リスト 

 

 

 

国内外の森林関連 NPO の担い手・会員等：10 ヶ国・50 団体・113 名 

＊ その他、国際森林年記念シンポジウム（オプション企画）の参加者：約 350 名 

10 ヶ国・20 回の特別ワークキャンプ：全期間参加者・約３00 名＋地域住民約2,000 名 

（英、米、印、比、モンゴル、ケニア、ネパール、タイ：各 1 回、インドネシア：2 回、日本：10 回） 
 

★女性 48 名（42%）。外国人 19 名（17%）・首都圏以外の国内から 16 名（14%）。森づくり団体専従職員 53 名（47%） 

★実行委員・オブザーバー14 名、招待（海外 7 名・国内11 名）、一般（海外 7 名・国内 48 名）、事務局8 名・ボランティア18 名 
 

No. 氏名（敬称略） 性 国籍 団体名 （役職） 今回の役割

1 後藤健 男 日本 国際熱帯木材機関（ITTO） 次長 招待国内 

2 出江俊夫 男 日本 林野庁 研究保全課長 招待国内 

3 岸田周 男 日本 林野庁   招待国内 

4 大川幸樹 男 日本 林野庁 計画課海外林業協力室 課長補佐 招待国内 

5 後藤順久 男 日本 特活）イカオ・アコ 理事長 招待国内 

6 木村茂 男 日本 特活）Link ～森と水と人をつなぐ会～ 会長 招待国内 

7 池田誠 男 日本 マイルストーン 22 代表 招待国内 

8 和田譲二 男 日本 特活）緑と水の連絡会議 事務局長 招待国内 

9 横路美喜緒 男 日本 吉里吉里国 会員 招待国内 

10 米山敏裕 男 日本 特活）地球の友と歩む会 代表 招待国内 

11 松浦成夫 男 日本 特活）時ノ寿の森クラブ 理事長 招待国内 

12 諸珍洙 男 韓国 Green Asia Network 事務局長 招待海外 

13 Jenny Weber 女 豪州 Huon Valley Environment Centre メディアスポークスマン 招待海外 

14 Maribeth N Reboton 女 フィリピン オイスカ・フィリピン 事務局長 招待海外 

15 Steve Dubiel 男 米国 Earth Corps 事務局長 招待海外 

16 QUANG THI THU Hang 女 ベトナム NVDA (Network for Voluntary Development in Asia) 専従職員 招待海外 

17 M. Enkhbaatar 男 モンゴル MCE (Mongolian workCamps Exchange) 事務局長 招待海外 

18 Ismi Novia 女 インドネシア IIWC (Indonesia International Work Camps) 事務局長 招待海外 

19 Nguyen ThanhThu 女 ベトナム VPV (Volunteers for Peace Vietname) 会員 海外参加者

20 Tran Thi Mien 女 ベトナム SJV (Solidarity Jeunesse Vietnam) 専従職員 海外参加者

21 Kannala Yaowaret 女 タイ VSA (Volunteer Spirit Association) 会員 海外参加者

22 RAWAL Maheshwor 男 ネパール FFN (Friendship Foundation Nepal) 専従職員 海外参加者

23 Viko Paul 男 アメリカ VFP (Volunteer For Peace) 会員 海外参加者

24 Lorenzo Elizalde 男 メキシコ NATATE (Nataté Voluntariado Internacional A.C.) 会員 海外参加者

25 Dozal V.J. Eduardo 男 メキシコ NATATE (Nataté Voluntariado Internacional A.C.) 会員 海外参加者

26 原田公 男 日本 JATAN（熱帯林行動ネットワーク） 代表 国内参加者

27 中司喬之 男 日本 JATAN（熱帯林行動ネットワーク） 運営委員 国内参加者

28 西謙三 男 日本 特活）NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 特別職員 国内参加者

29 内海匡史 男 日本 特活）NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 事業リーダー 国内参加者

30 上柳美生 女 日本 特活）NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 事業リーダー 国内参加者

31 梶浦繭 女 日本 特活）NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 会員 国内参加者

32 大木本舞 女 日本 特活）トチギ環境未来基地 事務局長 国内参加者

33 東川さゆり 女 日本 特活）トチギ環境未来基地 スタッフ 国内参加者

34 山崎宏 男 日本 特活）トチギ環境未来基地 ボランティア 国内参加者

35 木村江美 女 日本 地球と未来の環境基金 EEF   国内参加者

36 門馬加奈 女 日本 東京国際大学   国内参加者

37 栗本良則 男 日本     国内参加者

38 上野直彦 男 日本     国内参加者

39 野仲一成 男 日本 一社）日本森林技術協会 主任技師 国内参加者

40 山崎光 女 日本 宇都宮大学農学部森林科学科   国内参加者

41 深田健太 男 日本 慶應義塾大学   国内参加者

42 木村法実 女 日本     国内参加者

43 平井琴音 女 日本     国内参加者

44 伊藤陽子 女 日本 特活）NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 会員 国内参加者

45 星野 男 日本 麻布大学生   国内参加者

46 土橋 男 日本 麻布大学生   国内参加者

47 中条 女 日本 麻布大学生   国内参加者

48 荒木志野 女 日本     国内参加者

49 礒江キムフーン 女 ベトナム 特活）NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 会員 国内参加者
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50 竹内友博 男 日本     国内参加者

51 栗田定樹 男 日本     国内参加者

52 高主知佳 女 日本     国内参加者

53 木曽理広 男 日本     国内参加者

54 渡邊勲 男 日本 共存の森 会員 国内参加者

55 特日格乐萨仁   女 中国 千葉大学   国内参加者

56 清野嘉之 男 日本 独）森林総合研究所 植物生態研究領域長 国内参加者

57 一色映里奈 女 日本 People and Green Village   国内参加者

58 松﨑和敬 男 日本 特活）いわきの森に親しむ会 理事長 国内参加者

59 井上大輔 男 日本 フリー   国内参加者

60 マーガレット・アン・パット 女 豪州 Global Witness   海外参加者

61 宍戸弘城 男 日本 ドイツ・ゲッティンゲン大学大学院 森林学科   国内参加者

62 川又由行 男 日本 青年海外協力隊茨城県 OV 会 植林担当 国内参加者

63 山本智之 男 日本 立命館大学 国際ボランティア学生協会 里山チームリーダー 国内参加者

64 大兼政礼子 女 日本     国内参加者

65 三島良樹 男 日本 特活）地球の緑を育てる会 まじえる会   国内参加者

66 上田尭史 男 日本 鹿児島大学育林学研究室   国内参加者

67 安藤栄美 女 日本 特活）むさしの・多摩・ハバロフスク協会   国内参加者

68 渡辺録朗 男 日本 電機連合   国内参加者

69 内田幸雄 男 日本 電機連合   国内参加者

70 久松加枝 女 日本     国内参加者

71 畠山大 男 日本     国内参加者

72 笹原千佳 女 日本 特活）地球緑化センター   国内参加者

73 鈴木勝男 男 日本 特活）FoE Japan   国内参加者

74 開澤真一郎 男 日本 特活）NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 代表 実行委員長

75 鹿住貴之 男 日本 特活）樹恩ネットワーク 事務局長 副委員長 

76 新田均 男 日本 特活）地球緑化センター 事務局長 副委員長 

77 三柴淳一 男 日本 特活）FoE Japan 事務局長 副委員長 

78 青晴海 男 日本 独）国際協力機構 青年海外協力隊事務局次長 実行委員 

79 飯田敏雅 男 日本 財）国際緑化推進センター 研究員 実行委員 

80 飯沼佐代子 女 日本 財）地球・人間環境フォーラム 企画調査部 研究員 実行委員 

81 佐古田睦美 男 日本 公社）国土緑化推進機構 参与（森づくり政策担当） 実行委員 

82 須藤美智子 女 日本 社）環境パートナーシップ会議 事務局長 実行委員 

83 高田絵美 女 日本 財）オイスカ 国際協力部 実行委員 

84 塚本竜也 男 日本 特活）トチギ環境未来基地 理事長 実行委員 

85 冨永茂 男 日本 林野庁 林業・木材産業分析官 実行委員 

86 梶谷辰哉 男 日本 公社）国土緑化推進機構 専務理事 オブザーバー

87 矢内公男 男 日本 公社）国土緑化推進機構 参与 オブザーバー

88 大内裕華 女 日本 特活）地球緑化センター 専従職員 事務局 

89 木俣知大 男 日本 公社）国土緑化推進機構 政策企画部 事務局 

90 井口育紀 男 日本 特活）NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 中長期事業部長 事務局 

91 平嶋千尋 女 日本 特活）NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 中長期事業部主任 事務局 

92 中嶋寛 男 日本     事務局 

93 トム・エスキルセン 男 米国 ジュマ・ネット 共同代表 事務局 

94 白井弥生 女 日本     事務局 

95 星野智子 女 日本 社）環境パートナーシップ会議 副代表理事 事務局 

96 林広美 女 日本 特活）NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 監事 ボランティア

97 小林直子 女 日本 特活）NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 理事 ボランティア

98 大谷壮矢 男 日本 特活）NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 事業リーダー ボランティア

99 岡崎亜紗美 女 日本 特活）NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 事業リーダー ボランティア

100 田中一成 男 日本 特活）NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 会員 ボランティア

101 小澤希英 女 日本 特活）NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 会員 ボランティア

102 勝又綾奈 女 日本 特活）NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 会員 ボランティア

103 石黒智絵 女 日本 特活）NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 関西事務局長 ボランティア

104 吉本紀子 女 日本 特活）NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 特別職員 ボランティア

105 豊永はるか 女 日本 特活）NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 国際派遣部長 ボランティア

106 辻陽一郎 男 日本 特活）NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 広報部主任 ボランティア

107 上田英司 男 日本 特活）NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 事務局長 ボランティア

108 矢野淑恵 女 日本 特活）NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 広報部長 ボランティア

109 山口さやか 女 日本 特活）NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 集団事業部長 ボランティア

110 新田めぐみ 女 日本 特活）地球緑化センター 会員 ボランティア

111 グラゼン・M アセリット 女 フィリピン 財）オイスカ   ボランティア

112 斉藤ゆい 女 日本 財）オイスカ   ボランティア

113 柳澤翔太 男 日本 財）オイスカ   ボランティア
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４）開催されたプログラム 

１０月８日（土）午後～夜  ①世界森林アクション・フェア （オプショナル） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

＠国立オリンピック記念青少年総合センター  国際交流棟 第一会議室 

 

初日は国内・海外からの特別ゲストを中心に一般の方々にも開いて、交流を育みながらアクションに呼び込みました。 

国内森林保全、国際緑化、木材利用・違法伐採、地域開発、国際ボランティアなど、様々な種類の活動を知りながら 

ぐるっと地球旅行の気分が味わえる、充実のひととき。様々な出会いを重ねながら、大いに盛り上がりました！ 
 

●司会進行：財）国際緑化推進センター 研究員 飯田敏雅さん 

財）地球・人間環境フォーラム 企画調査部研究員 飯沼佐代子さん 
 

●スケジュール 

13:00～13:10 オープニング（司会から趣旨を説明。） 

13:10～15:30 森だくさんな発表（８ヶ国１２団体の活動を発表。15:30～15:45 は休憩） 

15:45～16:45 ブース（主要発表団体が 2 ラウンドに分かれてブースを出し、参加者は好きな所を自由に廻った。） 

16:45～17:00 クロージング（参加者が選んだ「参加したい」「寄付したい」投票結果を発表し、表彰。） 

17:00～18:00 夕食（各自でセンター内の食堂で） 

18:00～21:00 記念交流会（森にまつわるクイズ・ゲームや、「私の行動」を短冊に書く世界七夕アクション） 

 

  

（マングローブの保護に取り組む、インドネシアの IIWC） （被災地で「復活の薪と森」に取り組む、吉里吉里国） 
 

【活動発表（特別招待）NGO】：これ以外に 10 団体が 1 分間紹介に加わりました。 
 

所在地 団体名 主な活動 寄付 参加

インドネシア Indonesia International Work Camps 企業・政府と連携し、マングローブを国際ボランティアと再生   

フィリピン OISCA Philippines 地域住民や子どもたちへの教育・育成を重視した植林活動を展開   

韓国 Green Asia Network 気候変動に立ち向かうためにモンゴル、韓国等で緑化などの活動   

米国 Earth Corps 官民連携で年間数万人の国内外の長期ボランティアが、森林整備   

モンゴル Mongolian workCamps Exchange 急激に減少する森林を守るため、国際ワークキャンプで植林活動   

豪州 Huon Valley Environment Centre 貴重な動植物の生息するタスマニアの原生林を、様々な形で保護 1 位 2 位

ベトナム Network for Voluntary Development in Asia 植林して短冊に行動を書く「世界七夕アクション」を世界で推進 3 位  

愛知県 特活）イカオ・アコ フィリピンのボホール島などで、地域・住民と協力しながら植林   

埼玉県 特活）Link・森と水と人をつなぐ会 タイ北部で森林保全を行う住民の活動と組織強化の２点から支援   

岩手県 吉里吉里国 震災の流出物からの薪作りや、昔の美しい海を取り戻す森づくり 2 位 1 位

北海道 マイルストーン22 大沼の水質向上のため、漁業組合やワークキャンプで間伐など  3 位

島根県 特活）緑と水の連絡会議 世界遺産・石見銀山の景観と生態系を守るため、竹の間伐など   

【全体の流れ（★自由参加）】 
 

 午前 午後 夜 

10/8  ①世界森林アクションフェア★ 

10/9 ②世界の森林は今！？ ③課題解決たいむ ④作業部会＆バイラテラル・トーク 

10/10 ⑤提言完成たいむ ⑥シンポジウムとネットワークづくり  

 



  

- 7 - 
 

【発表団体の活動の１コマ（主に当日のプレゼン資料から）】 
 

   
インドネシア：今年は 20 万本を植林  フィリピン：「子どもの森」づくりも  モンゴル：韓国からの「エコツアー」から 

   

米国：6-24 ヶ月の長期活動で成果大  モンゴル：木が育つのに100 年かかる  豪州：貴重な原生林も破壊が進む。。 

   

ベトナム：日本発の「七夕アクション」 フィリピン：エコ製品のフェアトレードも タイ：住民達との地図・冊子づくり 

   

岩手：被災者とボランティアが連携！  北海道：大沼で浄化のための筏作りも  島根：ボランティアが1 日千本の竹整備 
 

 

 

 

 

 

   

＜ここから再びサミットの風景！＞ 

左：参加部門で１位に輝いた横路さんを実行委員長がお姫様ダッコ 

中：アオザイの魅力も後押し!?七夕アクションは3位（国際かつ家庭問題になるので、お姫様ダッコは断念…）

右：夜の交流会からの一コマ（森にちなんだゲームをみんなで！） 
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開澤真一郎さん 

世界森林アク

ション・サミッ

ト 実行委員長 

梶谷辰哉さん 

公社）国土緑

化推進機構 

専務理事 

出江俊夫さん 

林野庁 

研究保全課長 

 

 
 
 

＠国立オリンピック記念青少年総合センター  国際交流棟 レセプションホール 

 

前日に互いにどんな活動をしているのか分かち合って、いよいよサミット本番を開始。まずは世界と日本の森が今、 

どうなっているのか、そしてその保全・再生に様々な形で取り組む団体たちはどんな困難・課題を抱えているのか、 

後に私達はどんな森と社会をつくっていくべきなのか、各分野を代表する第一人者たちに、熱く語りあって頂きました。 
 

●司会進行：独）国際協力機構 青年海外協力隊事務局次長 青晴海さん 

 

●スケジュール 

09:00～09:15 オープニング （以下の 3 名から挨拶） 

09:15～09:55 基調講演：国際熱帯木材機関（ITTO） 次長 後藤健さん 

09:55～10:00 休憩 

10:00～11:55 パネルトーク 「NPO リーダーが斬る！世界の森林を守るための課題」 

11:55～12:00 クロージング（司会がまとめ） 

12:00～13:00 ランチ（ビュッフェ形式） 

 
 

 
【オープニング（一部を議事録より抜粋）】 

 

● 森は好きですか？試してみます。 

（会場を３グループに分け、「森が

好きー♪」の大コーラスを実行。） 

● 100 年・1000 年単位で考える、

「ミレニアム森林目標」を創ろう。

そして、行動・連携を発展させよう。 

● 森が良くなれば、社会も良くなる。

 

● 「全国の集い」は、阪神淡路大震

災の後、市民ボランティアの力を森

づくりにも、と 86 年に始まった。 

● 今年はボランティア国際年＋１0

でもある。（2 日間の流れを説明） 

● 議論・提言が、明日の森林に素晴

らしい形で貢献できることを願う。 

 

● 国内外の活動を共有する好機。 

● 森林の多面的機能が一層発揮さ

れるよう整備や生産、循環が必要。 

● 多くの森が好きな人が増え、森づ

くりへ進むよう、一層の活躍を期待。 

● ボランティア活動が活性化され

保全につながるよう、発展を願う。 

 

【基調講演から（一部を当日のプレゼン・ファイルと共に）】 

          

  

１０月９日（日）午前  ②世界の森林は今！？ （基調講演＆パネル討論）  

後藤健さん 

国際熱帯木材

機関（ITTO） 

次長 

＜アウトライン＞ 

●熱帯林問題と ITTO の設立 ⇒ ●地球サミットと森林条約を巡る論議  

⇒ ●持続可能な森林経営への多様な取組 ⇒ ●森林を巡る 近の動向 

⇒ ●現状の理解と今後の展望 
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● 1970 年代以降、南北問題が激化し、各種商品協定が締結。一方で地球環境問題も注目され、熱帯木材不買運動が起きた。 

● 84 年に熱帯木材協定ができ、86 年に ITTO が横浜で設立された。1 回目の国際森林年の翌年でもある。 

● ITTO は政策手段の開発とプロジェクトの実施を行う（25 年間で３億４000 万 US$を費やして 940 の事業を実施）。 

  
● 世界森林条約は元々米国が提案したが、途上国は資源利用に制限がかかると懸念。地球サミット後、欧州が推進へ動くが、米

国は反対、ロシアは賛成、日本はどちらつかず。違法伐採の問題も顕著に。尻すぼみになる一方、色んな取り組みが進んできた。 
  

 
● 持続可能な森林の経営と利用への基準：①生物多様性、②生態系の生産力、③生態系の健全性・活力、④土壌と水資源、⑤炭

素循環、⑥長期・多面的な社会・経済的便益、⑦法・制度・経済的枠組み。約１５０ヶ国が参加し９８%の森林をカバー。 

● 基準・指標は世界レベル（FAO の世界資源評価）、地方レベル、経営体レベル（森林認証など）へ、様々な形で活用。 

● ITTO-IUCN 生物多様性ガイドラインは、8 割強を占める生産林が対象。景観スケールでの保全を重視。国際 NGO と協力。 

● 違法伐採は 1997 年のデンバーサミット以降、リオ+10、アジア森林パートナーシップ、EU の取り組み、レイシー法など。 

● 温室効果ガス排出の 2 割は森林減少から。ITTO は 400 万 US$の REDDS プロジェクトを各国で実施。 
  

    
● アジアの森林率は増加に転じたが、まだ も低い（19%）。南米では森林率がまだ も高い（49%）が、急激に減少中。 

● UNFF では 2007 年に NLBI 採択。資金不足の問題があるため、世界森林基金の創設が提案され、議論。2015 年に結論。 

● EUは違法伐採対策のLASとCoCを13年実施。フォレストヨーロッパも。欧州森林条約の14年締結を閣僚会議で議論。 

● 新興国・東アジアとアフリカ、都市と農村、紛争地域などで格差。各ニーズへの対応が必要。地球共通のルール作りなども。 

● 世界森林条約作りが進まない中、欧州は自分達で作ろうとしている。世界全体での合意が難しく、2 国間での合意が増加。 

● 日本も震災で安全、水・食料、電気等の重要性を認識。途上国への理解が少し進んだ。ボランティアの意味づけなども。 

また「乾いたタオル」と言われたが、電力不足の時、3 割位省エネ出来た。教訓をどう生かすか。更に情報の意味も学んだ。

放射能汚染の現状、農産物での表示の重要性。説明責任、透明性、迅速性、公平性も。違法伐採対策にもつながってくる。 

● 国内でも森林所有者の半分は農業者で、農業や漁業とも連携が必要。バイオエネルギー、組織間の連携も重要なテーマ。 

● 日本独自と思っているものが実は東アジア共通。味噌、醤油、清酒など。長い歴史を持つ海の文化圏。同一性を意識すべき。 
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【パネルトークの議論を一部紹介】 
 

分野 パネリスト名 団体・役職 

 国内保全  鹿住貴之さん 特活）森づくりフォーラム 理事/ （特）JUON ネットワーク 事務局長 

 国際緑化  新田均さん 特活）地球緑化センター 事務局長 

 木材利用  三柴淳一さん オイスカ・マニラ事務所 所長代行 

 地域開発  Maribeth N Reboton さん 特活）FoE Japan 事務局長 

 国際ボラ  開澤真一郎さん 特活）NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 代表/ 国連・CCIVS 副代表

 

 
 

★ 国内保全（鹿住貴之さん） 
 

● 1980年代に、市民が森作りする団体が発生。2010年に2677

団体。荒れた森の整備が主だが、 近は間伐材の利用推進も。 
 

● 森林率は65％で量は問題はないが、問題は質。手入れが行き届

かず、生活と森林が乖離。輸入に頼らないやり方を考える必要あり。 
 

● 農村部に住むにも、お金が必要。樹恩ネットワークでは、国産の

割り箸を都市部で売り、農村部にお金が落とす仕組みを作っている。 

 
 

★ 国際緑化（新田均さん） 
 

● 世界での協力活動の事例を２つ。１つ目は中国。日本から海外で

活動する200 余団体のうち、約半分が中国。1990 年頃から増加。

今回、7 団体が実行委員会を結成し、経団連と一緒にシンポジウム

を行い、中国人も加わって中国の砂漠化防止・緑化を話し合った。 
 

● もう１つは、日中韓の連携。砂漠化防止のノウハウを共有し、若

者の参加を促し、交流。今後はモンゴルとも協力し、風土を作る。 

 
 

★ 木材利用（三柴淳一さん） 
 

● フェアウッド・キャンペーンを実施。日本の木材自給率は25%。

世界では1300 万㌶が減少し、特に熱帯の天然林が減少。 
 

● 合法でも持続可能とは限らない（マレーシアの天然林、マングロ

ーブやインドネシアの森林を伐採して作った泥炭地を写真で説明）。 
 

● 日本の 2010 年の輸入は①中国、②インドネシア。中国からも

熱帯材が含まれる。生活で使う木を身近なものとして考えてほしい。 

 
 

★ 地域開発（Maribeth N Reboton さん） 
 

● フィリピンの森林は 716 万 ha、82 万㌶が原生林。生物多様

性の宝庫だったが、大危機。90 年代から 20％の森林が消失。 
 

● 原生林は 6％に減少。「 後の楽園」パラワン島にのみに残る。

スペインへの輸出などで、1945～59 年にほとんどの森林が消失。 
 

● 森林火災、輸出、焼畑農業、違法な漁業などが原因。約束しても

実際は進められていないのが現状。住民参加も促していきたい。

★ 国際ボランティア（開澤真一郎さん） 
 

● 国際ボランティアの始まりは 1920 年。大戦で荒れた畑を独仏

の若者が再生。現在約100 ヶ国3000 事業のうち 500 が森林。 
 

● 成果は目で見て分かるもの以外に、林業を辞めるのを思い留まっ

たなど精神的な力づけ、住民の巻き込み、新しいつながり作りなど。 
 

● 各NGO の主な課題は、①薄給で職員が続かない、②ビザの障壁、

③PR の力不足による認知度の低さ、④成果を測りにくいこと。 
 

 
 

（会場との質疑応答、及びパネリスト同士の議論） 
 

○ 学生主体に活動しているが、知識・資金が足りない。地元の方と

の活動をしていく時に必要となるものは何か？ 
 

⇒ まず信頼関係。住民の時間の感覚もあるので、押し付けない。 
 

○ WIN-WIN の解決策はあると思うが、日本では議論され、人々は

知っているのか？また途上国で議論するにはどうしたらよいか？ 
 

⇒ そうした議論をしている団体は多くないだろう。市民が国産材を

選ぶことが増えていけば。輸入材の方が安くなっていることが問題。 
 

⇒ 国産材は高いイメージが強いが、違う。輸入材は安定して大量に

手に入るのが利点。日本は所有者が不明な部分も多いのが問題。 
 

○ 皆が国産材を使うようになると、フェアウッド等、日本への輸出

で便益を得る人は困るのでは？実際、連携できるのか？ 
 

⇒ 杉・檜・松は使われない用途もあるので、棲み分けできる。ただ

輸入増加中の新興国でも変わらないと、連鎖は終わらない。 
 

⇒ そもそも地域で自給・循環する文明へ転換させていくことが重要。 
 

○ 3 月 11 日以降、ソーラーエネルギーばかり注目され、木の方に

は目が向いていないことを、どう考えるか？ 
 

⇒ 資源としての木材の重要性を知る必要がある。また熱帯材の利用

率も1 割程で9 割は捨てられているため、改善が必要。 
 

⇒ 全部自給とか、全部木材とか極端に考えず、効率性の向上やリス

ク分散を現実的にしていくことが大切。 
 

⇒ 日本全体がいかに依存社会か、3.11 で分かったはず。地産地消

の大切さに気がつき、尊重していくべき。尊敬される国際人に！ 
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＠国立オリンピック記念青少年総合センター  国際交流棟 レセプションホール 

 
午前中に共有した状況と、普段の自分達の活動から出てきた成果と課題、悩みやコツを合わせて、「じゃあ、どう 

すればいいのか！？」を小グループで活発に話しあいました。目からウロコのアイデアにも出逢った模様！ 
 

●司会進行：特活）トチギ環境未来基地 理事長 塚本竜也さん 

財）オイスカ 国際協力部 高田絵美さん 

 

●スケジュール 

13:00～14:40 課題あぶり出し分科会（自分の活動の分野別に分かれて、日頃の活動の課題を出し合った。） 

14:40～15:00 休憩（活動プレゼンなども。この間実行委員は各グループからの課題をまとめて、種類別に整理。） 

15:00～16:50 ワールドカフェ（興味のある課題の種類別に分かれて、解決策を出し合った。） 

16:50～17:00 提言・行動づくりの説明（夜の作業部会で行うプログラムを参加者に説明。） 

 
 
 

【課題あぶりだし分科会：組分けと進行者】 
 

分野 進行者名 団体・役職 

 国内保全  佐古田睦美さん 公社）国土緑化推進機構 参与（森づくり政策担当）

 国際緑化  飯田敏雅さん 財）国際緑化推進センター 主任研究員 

 木材利用  飯沼佐代子さん 財）地球・人間環境フォーラム 企画調査部 研究員

 地域開発  青晴海さん 独）国際協力機構 青年海外協力隊事務局次長 

 国際ボラ  塚本竜也さん 特活）トチギ環境未来基地 理事長 

 
 

【課題の種類と、ワールドカフェで出たアイデアの一部紹介】 
 

① 資金問題（絶対量の不足、不安定性、財源の偏りなど） 
 

⇒ 財源の多様化（例：企業協賛、受託、グッズの販売。

会費に力を入れる。林業以外の事業を確立） 
 

⇒ メディア・政府へアプローチ、大学や企業と提携。助

成金を数多く出す。広報や資金作りの専門家の確保。 
 

⇒ 行政と連携して、人材ファンドを作る。企業と NPO

をつないでいくことも重要。 

 

② 政策（土地所有。国の政策。自治体のガバナンス。企

業の CSR 活動での問題。長期ボランティア・ビザ） 
 

⇒ 土地所有問題：規制強化や国の買い上げ・再分配。補

助金が少なすぎて機能していないのでを拡充して有効に。 

日本は小規模分散の所有だが、土日に森林の手入れをし

て得た小遣いで晩酌を楽しむような生活様式はどうか。 

 

③ 情報 
 

● 新のデータが少ない 

⇒ 行政が、分かりやすく加工して、ネットなどを活用。

正しいのか、確認する必要も。 
 

●都市住民に農村の情報が届かない 

⇒ 学校教育でサマースクールなどを行い、親しむ。 

④ 市場経済（生活スタイルの変化とグローバル化。違法 

伐採。木材価格。日本の林業の効率化。木材の有効利用） 
 

⇒ 短期的には、生産国と消費国との情報交換や地産地消、

森林認証の教育を進める。 
 

⇒ 長期的には、貧困対策。木材の環境社会的価値・経済

システム・縦割り行政の見直し。 

 

⑤ 協働コーディネート（企業・NPO・行政。国際ネット

ワークなど、様々なレイヤー） 
 

⇒ コーディネーター不足なので、育てる研修が必要。海

外にいる人を招いたり、逆に訪問をして行うことも。 
 

⇒ コーディネートのノウハウを企業や NPO 同士のネッ

トワーク有効かもしれません。資格制度の創設も。 

 

⑥ 人材育成（下記の他、森林の保全・整備を仕事にする

にはどうするかも課題として挙げられた。） 
 

●ボランティアの育成 

⇒ 大学と提携。また広報に力を入れ、口コミも利用。 
 

●リーダーの育成 

⇒ 他世代の含まれる研修を組む。 

 

⑦ 技術、その他（技術。マネジメント。流通） 
 

⇒ 知識・知恵を含む必要。計画、実行の各段階で必要な

ものが沢山あるので、共有する。 

１０月９日（日）午後  ③課題解決たいむ （分科会＆ワールドカフェ）  
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＠国立オリンピック記念青少年総合センター  センター棟３０９・４０２ 

 
熱く話し合った後は、ゆっくりくつろぎながら、参加者同士で自由に交流。またオプショナル企画として行った以下の 

２つの企画にはそれぞれ大勢が集まり、熱気に包まれながら語り合いました。 
 

18:30～19:30 １：１で協力を話し合うバイラテラル・トーク（15 分×3 回、「話してみたい」団体とアポを取り、 

今後の協力（例：共同事業の企画、職員やボランティアの交換）について、自由に話し合いました。） 

●司会進行：特活）NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 中長期事業部長 井口育紀さん 

世界森林アクション・サミット 事務局長、特活）NICE 中長期事業部主任 平嶋千尋さん 
 

19:40～21:40 提言・行動計画づくりの作業部会：その場で提案された提言毎にグループを作って計画を磨きあげました。 
●司会進行：特活）樹恩ネットワーク 事務局長 鹿住貴之さん 

特活）FoE Japan 事務局長 三柴淳一さん 

 
 

【作業部会でつくった４つの提言・行動プラン（一部のみ抜粋）】 
 

① 世界中の原生林を守る、フェアウッドの推進 

 
 

★内容：合法的・持続可能に作られた木材だけを使用して、

違法伐採を根絶するキャンペーン 

★目標：政策的・戦略的に推進し、2015 年までに、全ての

原生林が守られ、非合法的な木材が市場から消えさせる。

また、先住民が居住地から追い出されないようにする。 

★国連へ提言：森林条約の締結。非持続可能製品の流通禁止。 

★日本政府へ：違法伐採を防ぎ、森林伐採の指針をつくる。 

★企業へ：流通の透明化・証明。フェアウッドの調達を徹底。 

★市民へ：紙などを通じて原生林の消費者であることを理解。 

★NPO へ：連携促進、市民やメディア担当者へ情報発信。 
 

 

② 植えても切っても OK！100 万本アクション 

 
 

★内容：日本・世界中でボランティアで植林・間伐を行い、

植えた・切った数を集計。植えるのは、配慮された原生種。 

★目標：健康な森をつくる。切った数も含めるのがミソで、 

国内と海外の協働も促す。まずは 100 万本！ 

★国連へ：「世界森林ボランティア・サービス」を創設。 

★日本政府へ：NPO との「長期ワークキャンプ」を実施。 

★企業へ：社員ボランティアを推奨。植林以外にも関心を！ 

★市民へ：参加・寄付を！自分達でアクションしてもOK。 

★NPO へ：「フォレサポ」や、20 ヶ国で 82 万本を植えた

「世界七夕アクション」など、既存のアクションとも連動。 

③ 松枯れ防止アクション 

 
 

★内容：松枯れ・楢枯れにかかった、倒木や老大木を伐採。 

★目標：日本の森を蝕む松枯れ・楢枯れの感染を防ぐ。 

★日本政府へ：対策をきちんと予算化。また小学校で森林で

遊ぶ授業を加える。 

★企業へ：儲けだけでなく、自然保護の重要性を認識。 

★市民へ：若者の森に対する親しみを深め、意識を高める。 

★NPO へ：専門家を含め、アクションへの協力を！ 

★京都の下賀茂神社は一本一本が重要文化財だが、木食い虫

の害で枯れている。大学は学生ボランティアを募り、見事、

食い止めに成功。このような害は各地で広がっている。 
 

 

④ 人生の寄り道・ギャップフォレストイヤーの推進 

 
 

★内容：大学入学前や卒業後に 1 年間、森林整備を行う。 

★目標：グローバル人材の育成。2015 年までに半数の大学

生がギャップイヤーを取得。その中で森林もやってもらう。 

林業に触れ合う若者が増え、人材確保にもつなげる。 

★日本政府へ：モデル事業の予算化、認定などで協力。 

★企業へ：大卒後に行った者を新卒扱いする。また Facebook 

などの SNS で発信された成果を新規雇用で考慮。ギャップ

イヤー経験者をネガティブに異端児扱いしない。 

★大学へ：学生の活動参加を後押しする。 

★NPO へ：質・成果の高い受け皿を用意。 

１０月９日（日）夜  ④作業部会＆バイラテラル・トーク （オプショナル）  
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＠国立オリンピック記念青少年総合センター  センター棟３１０ 

 
後は今までの議論・提案を踏まえながら、「世界森林アクション・サミット 2011 協働による行動宣言」づくり。 

司会進行を中心とする実行委員会からの原案に対して、全員が分科会・全体会に参加。様々な立場や考えが浮き彫りになり、 

議論は熱く活発に展開しましたが、 後は共通の目指す未来のもと、見事に完成しました！（完成した宣言は 後の頁へ） 
 

●司会進行：特活）樹恩ネットワーク 事務局長 鹿住貴之さん 

特活）FoE Japan 事務局長 三柴淳一さん 

社）環境パートナーシップ会議 事務局長 須藤美智子さん 

●閉会挨拶：公社）国土緑化推進機構 参与（森づくり政策担当） 佐古田睦美さん 
特活）NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 代表 開澤真一郎さん 

 
 

【幾つかの論点】 
 

★ 「保護区」の名の下に自然とうまく共生してきた先住民

が政府に強制排除された歴史があるので、言葉は慎重に。 

⇒ 激論の末、「保全すべき森林」という表現に変更。 

★ 「森林伐採」に「非持続的な」を加えるべき。 

★ 気候変動には、米国や豪州の政府は未だに懐疑的。 

★ 「熱帯林を中心に」は、「世界全体」に広げるべき。 

★ タスマニアでは「持続可能にやってる」と言いながら、

ばしばし切って儲けてる住民もいる。「先住民」とすべき。 

★ 震災も触れるべき。⇔ 世界にとってはどれ程の問題か。 

⇔ 津波による沿岸部森林減少と原発の問題も入れるべき。 

★ この宣言はどう出され、使われるのか？ 

⇒ 報告書やWeb などで紹介。賛同者を 後に表記。
 

 

 

 
 

 シンポジウム  １３：００～１６：３０（国連大学 「ウ・タント国際会議場」） 

本サミットとは別の、毎日新聞社主催による関連イベントで、本サミットからも20 名程が参加。 

パネリストの鹿住さんが本サミットや行動宣言を紹介しました。 
 

●ミニコンサート：雨谷麻世さん 

●基調講演：東京農業大学教授・国際森林年国内委員会委員 宮林茂幸さん 

●パネラー：時ノ寿の森クラブ理事長 松浦成夫さん、森づくりフォーラム理事、樹恩ネットワーク事務局長 鹿住貴之さん、

企業代表者、林野庁長官 皆川芳嗣さん。コーディネーター：毎日新聞社 水と緑の地球環境本部長 斗ヶ沢秀俊さん 

 
 

 ネットワークづくり  １４：００～１７：0０（地球環境パートナーシッププラザ） 

100 年・1000 年先を考えて森をつくるのと同様、私達の行動と連携も、長期的に継続・発展する必要があります。 

実行委員や海外からの招待参加者、若者ボランティアを中心にサミット参加者の20 名以上が熱意を持って参加し、 

行動計画を日本・世界で緩やかかる着実に展開する「世界森林アクション・ネットワーク」の設立に合意しました！ 

 
 

＜今後のプランへのアイデア＞ 
 

 企業、大学、他の NPO など、幅広く連携していこう。 

 100 万本アクションをWeb でも発信していこう！ 

 土地所有者が切らないと誓う本数も加えては？ 

 企業と協賛し、増えた分だけお金が入る仕組みを！ 

 

 共同運営オフィスを国土緑化推進機構に！ 

 日本が中心になるが、タスマニアでも集まろう。 

 2 年に 1 回位、サミットを開催しよう！ 

１０月１０日（月）午前  ⑤行動宣言づくり （全体会＆分科会）  

１０月１０日（月）午後  ⑥シンポジウムとネットワークづくり （オプショナル） 
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５）アンケートの結果 

 

 

 
 

当日の参加終了時に参加者に用紙を配布し、記入してもらったものを回収・集計しました。 

 

 ５－１）数値評価：平均 85 点！  

平均点 100 点  平均点 100 点

２－１）世界森林アクションフェア 4.29  86  ３－１）開催場所、宿泊・会議施設 4.39  88  

２－２）記念交流会 3.50  70  ３－２）事前の案内 4.06  81  

２－３）世界の森林は今！？ 4.36  87  ３－３）当日の資料 4.39  88  

２－４）課題解決たいむ 4.27  85  ３－４）当日の運営 4.33  87  

２－５）バイトークと作業部会 4.11  82  ３－５）参加者 4.53  91  

２－６）提言完成たいむ 4.18  84  ロジ総合 4.34  87  

２－７）ネットワークづくり 4.40  88     

プログラム総合 4.17  83  合計 4.27  85  

     
 

 ５－２）コメントを一部紹介（●＝複数・多数の方から同様のコメント。○＝単独コメント）  

１）このサミットへの参加で得た成果・ベスト３ 

● 様々な団体・人と交流したり、ネットワークを構築できた。 

● 日本や世界の森林の状況、問題を理解できた。 

● 森林保護に関する様々な意見交換・議論することができた。 

● 国内外の様々なNGO・NPO を知ることができた。 

○ 若者（特に女性）が積極的に取り組んでいて、元気づけられた。 

 

２）参加した各プログラムの総合評価とコメント 

２－１）世界森林アクションフェア 

● 時間がもっと長い方が良い。情報は良かった。 

○ 各NPO の活動内容を理解できて、良い経験となった。 

○ 世界中にもっと森林保護団体が増えてほしい。 

 

２－３）世界の森林は今！？ 

● トークがとても楽しかった。後藤さんのお話が面白かった。 

○ 若干時間不足。補足するために PPT を資料として配布しては。 

 

２－４）課題解決たいむ 

● 考えや視点をシェア出来るのがよかった。 

○ 意義のある画期的な試みだった。ただ、通訳を含む進行で盛り沢

山だったため、進め方の共有がクリアにできていれば。 

 

２－５）バイラテラル・トークと作業部会 

● じっくり生産的な話し合いが持てて、非常に良い経験だった。 

 

２－６）提言完成たいむ 

● 大勢、多様な意見をまとめることの大変さを実感した。 

○ 保護区をめぐる議論が起こったのは有意義だった。 

 

３）設備・運営面について 

３－１）開催場所・宿泊施設・会議室について 

● 都内なので交通の便も良く、快適で参加しやすかった。 

○ 同じ部屋を継続して使えると良かった。話の続きも可能になる。 

 

３－４）当日の運営について 

● 事務局・通訳の企画・進行への努力に感謝。 

○ 司会が終了時刻等を事前にアナウンスするとよかった。 

○ これだけ盛りだくさんのイベントを組織、実行された力に敬服！ 

 

４）その他 

☆次回サミットを行うなら、こんなのがいい 

● 森林年は終わるが、またサミットを！提言の検証もしたい。 

● 今回のように土日・都内で開催を。宿泊施設があって助かった。 

○ 熱帯林保全に関わる住民も呼ぶ（アマゾンの団体も含めて） 

 

☆今回参加して、新たに・一層やってみたくなったこと、その他 

● 植林したい、地域で活動したい、ワークキャンプに参加したい。 

○ 現在取り組んでいる市民参加の森づくりを更に促進させたい。 

○ 東京のNGO はすごい力を持っているなあ！ 

○ 森林の問題がいかに広くて多様な問題なのか、再認識させられた。 

５（100 点）＝とてもいい 

４（80 点）＝いい 

３（60 点）＝まあまあ 

２（40 点）＝悪い 

１（20 点）＝とても悪い 

で算出。 
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６）開催前後の流れと、関連アクション 

 

 

 

 ６－１）本事業が企画された直接の契機  

本事業のような場は、「１）企画された背景」でも述べ

たように、社会での大きな必要性と緊急性を持つため、

実現を望んでいた森林活動の関係者は少なくない。 

森林分野においても既に様々なネットワークがあるが、

地域・現場で実践する担い手達が、国や活動の種類を超

えて一同に会する場は非常に稀である。 

そのような中、2010 年 10 月に「社会的責任に関す

る円卓会議」の「地球規模課題 WG（ワーキンググルー

プ）」で、WG 委員の開澤さん（本事業の実行委員長）と

国土緑化推進機構の木俣さんで森林問題の発表を行った。 

様々な連携の実績がある両者は、この会合を通じて、

本事業と特別ワークキャンプの具体的な構想を始めた。 

 

 ６－２）大まかな流れ  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ６－３）特別ワークキャンプの開催  

「国際森林年」と「国際ボランティア年 10 周年」の

機会に、本事業と 10 ヶ国・20 ヶ所での「世界森林ア

クション・特別ワークキャンプ」共に企画された。 

本事業にはこのうち 5 ヶ国・6 ヶ所で運営した NPO

リーダーを招待し、様々な相乗効果（事業のレベルアッ

プ⇔サミットへの豊富なインプット）が生まれた。 
 

 

  

約 46 億年前 太陽と地球が誕生（宇宙の誕生は約 137 億年前とされる）。約 4 億年前には、 古の森林も誕生。 

約 200 万年前 地球上に 初のヒト族「ホモ・ハビリス」が誕生（クロマニヨン人は約 20 万年前から）。 

数千年前 過度な森林伐採などにより、メソポタミアやギリシャなど、幾つかの古代文明が衰退・滅亡。 

1996 年 「森林と市民をつなぐ全国の集い」を初開催（以降、ほぼ毎年開催）。森づくりフォーラムを結成。 

2010 年 10 月 「社会的責任に関する円卓会議」で森林問題を発表。本事業と特別ワークキャンプの構想を開始。 

同 12 月 非公式な実行準備委員会ミーティングを開催（以後随時、会場の確保など様々な準備）。 

2011 年 1～4 月 国際森林年記念・特別ワークキャンプを 10 ヶ国・20 ヶ所で開催決定（2～11 月に開催）。 

同 6 月 「森林と市民をつなぐ全国の集い」（本事業はその特別版でもある）を岐阜県の裏木曽で開催。 

同 8 月 本事業の実行委員会を正式に結成（以後、フォローアップも含めて、計 5 回の会合） 

同 8～9 月 本事業の 終準備（参加者の募集・招待、外国人へのビザ招待状作り、各プログラムの準備など） 

同 10 月 本事業を開催。 

同 11 月～ 様々なフォローアップ（宣言の文章確認、新たな連携の開始など） 

2012 年 2 月 NVDA（アジア・ボランティア発展ネットワーク）総会で本事業が報告され、高い評価を得る。 

同 3 月 本事業が、国際森林年に関する優れた活動として、林野庁長官・感謝状の贈呈を受ける。 

今後 2 年に 1 回程、サミットを開催しながら、日常的にも会合や連携、キャンペーン等を展開する予定。

左：インドネシア 

業者がやるよりも、住

民巻き込みに優れ、長期

的に良質な森林を育成！

 

右：北海道 

実践的な作業を通じ

て、森も人も健全に育つ。

企業では採算が取れず、

政府が動くのも待てない

緊急の現場も救える！ 
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【特別ワークキャンプの開催表（全て 2011 年）】 
 

 開催国 開催場所 開催期間 共催団体 主なワーク 

1 モンゴル Buhug 04/24-05/07 MCE 孤児院周辺に樺を植林 

2 ケニア Kimusu 07/22-08/05 WCK 植林、雨水を流すための溝づくり

3 アメリカ Wells 08/24-09/15 VFP 野生生物保護のための山道整備 

4 インド タミルナンドゥ州 08/31-09/10 特活）地球の友と歩む会 植林、有機肥料作り 

5 ネパール Banepa 09/01-09/15 FFN 植林、山火事防止線づくり 

6 フィリピン ボホール島 09/02-09/09 特活)イカオ・アコ 住民達と、マングローブの植林 

7 イギリス ウエールズ地方 09/03-09/18 Afan Forest 草刈りや地ならしで歩道拡張 

8 インドネシア バリ島 09/17-09/25 IIWC、特活)アジア植林友好協会 植林、穴掘り、土の入れ替え 

9 タイ ソンクラー県 09/13-09/26 VSA 植林、エコビレッジ作り 

10 インドネシア ジャワ島 09/19-09/30 IIWC 子ども達とマングローブの植林 

11 日本 福岡県黒木町 02/16-03/07 山村塾 植樹と棚田の保全活動 

12 日本 福岡県星野村 08/02-08/18 国際ワークキャンプ星野実行委員会 森林保全のための下草刈り 

13 日本 大阪府富田林市 08/06-08/20 特活）富田林の自然を守る会 里山保全のための間伐や道作り 

14 日本 新潟県佐渡市 08/12-09/01 森人 学校の森整備の下草刈り 

15 日本 東京都大田区 08/31-09/14 特活）東京港グリーンボランティア 野鳥公園整備の藪刈り 

16 日本 三重県名張市 09/01-09/15 特活）赤目の里山を育てる会 市民基金で買い取った里山整備 

17 日本 北海道七飯町 09/04-09/18 マイルストーン 22 湖の水質向上のための間伐 

18 日本 島根県大田市 09/12-09/25 特活）緑と水の連絡会議 草原や森林・竹林の整備 

19 日本 青森県鯵ヶ沢町 10/29-11/04 特活）白神山地を守る会 世界遺産のブナの苗床整備 

20 日本 熊本県水俣市 11/15-11/21 特活）植物資源の力 実生の森の植樹、竹炭作り 

 

 ６－３）その他の関連キャンペーン  

① フォレスト・サポーターズ 
 

みんなが手を取り合って、森にふれる、木を使う、森を

支える、森で暮らす、という身近にできる４つのアクショ

ンを実施し、「森づくりの循環」を蘇らせて、元気な森のチ

カラを取り戻す運動を進めるための仕組み。 

●主催：美しい森林づくり全国推進会議（約 100 団体） 

国土緑化推進機構は、活動の推進に大きな役割。 

② 世界七夕アクション 
 

植樹（または他の温暖化効果ガス削減活動）をして、短

冊に「温暖化を防ぐための私の行動」を書く。短冊は G8

サミットやユネスコ本部に展示。2008 年に日本で始まり、

20 ヶ国で 2 万人強が参加、82 万本を植樹。 

●主催：特活）NICE、NVDA（アジア・ボランティア発

展ネットワーク）、国連・CCIVS 

  

北海道の小学校で各国の若者と！  インドでも子どもが大活躍 

 

  

メキシコは短冊集めのトップ！  パリのユネスコで芸術的に展示 
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７）事業の成果と課題 
 

 

 

 ７－１）目的ごとの成果例  

本事業は主に以下の３つの目的で、開催されました。 
 

① 実践に根差したノウハウの交換を通じて、 

それぞれの活動をレベルアップする。 
 

② 分野を超えた連携の素地とするとともに、 

共通のビジョン、行動計画を作り連携を強める。 
 

③ 今まで森林保全に関わっていない様々な 

市民・団体に対して、理解・協力を広げる。 

 
 
 
 

＜目的①に対する成果例＞ 
 

この成果は、実際に形となって現れるにはある程度の年月

を必要とするので、ここでは具体例は挙げにくい。 

が、５）アンケート結果からも、担い手達が様々なことを

学び合えたことに対する満足度は高く、必ず各々の今後の活

動に様々な形で波及していくはずなので、検証していく。 

 
 
 
 

＜目的②に対する成果例＞ 
 

【バイラテラル・トークによる成果例】 

 OISKA フィリピンとイカオ・アコ、NICE が連携開始。 

2012 年３月のボホール島のワークキャンプに会員が参加。 

 特活）時ノ寿の森クラブと NICE が、2012 年２月の国

際ワークキャンプ初開催に正式に合意。 

 インドネシアの IIWC と米国の EC が、協力開始に合意。 
 

【共通のビジョン、行動計画】 

 行動宣言・計画を作成・完成！（詳細は P19-20 を参照） 

 世界森林アクション・ネットワークを創設！ 

 

＜目的③に対する成果例＞ 
 

 初日のアクション・フェアで、多くの市民に活動を紹介。 

その後、彼らが活動にやってきた、と数団体から報告あり。 

 またメディアや口コミ、会議などを通じて、数百万人以上

に本事業やその参加団体が紹介された。 

 ネパールの国際ボランティア NGO の担い手は、今後、

森林保全を活動の柱の１つにすることを決意・宣言した。 

 

 ７－２）主な課題と今後の方策  

① もっと多くの参加を！ 
 

 より大勢の参加を期待した人達もいた（特に企業から）。 

 特にフェアは会場の規模を考えると、少なめだった。。 
 

【⇒ 一方で】 

 主体的に参画し、全体がまとまるには 適規模との声も。 

 参加者の（国・分野等の）多様性・質は素晴らしかった。 
 

【⇒ 今後は】 

 実行委員会の立ち上げを早め、募集広報をより充実！ 

 今回の成果も発信しながら、より多くの方々を呼び込む。 

 

② 企画・運営体制を改善！ 
 

 運営者の各々が多忙の中、準備不足な部分も見られた。 

 プログラムが盛り沢山で忙しく、運営も大変だった。 

⇒  一方で盛り沢山だから良かった、という声も… 

⇒  運営側の役割分担や流れの共有を徹底させる。 

 

③ まさに、これからが大切！ 
 

 「色々できる人は忙しい」ネットワークのジレンマが… 

 多様な集まりだけに、普段の活動での接点が少ない。 

⇒  連携を自団体の事業化にすることで、力を割ける。 

⇒  時間・意欲・力のある人に活発に活躍してもらう。 
 
 
 
 
 
 

 ７－３）運営側からの声  

 

平嶋千尋さん 

本サミット 事務局長 

特活）NICE 中長期事業部主任 

 

 

 

 

① 自分・自分の団体の森林に対する取り組み内容と課題 

ワークキャンプや中長期ボランティアを通じた、森林保全 

 

 

② 本サミットへの参画で、自分・自分の団体が得た成果 

一番の成果は、団体間のネットワークができたこと！ 

 

③ 今後のネットワークでの連携に対する思い、アイデア 

世界中の団体が横断的につながることによる、共通アクシ

ョンを推進していきたい。特にワークキャンプを新規に立ち

上げて、新たな層の巻き込みも図っていきたい
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塚本竜也さん 

本サミット 実行委員 

特活）トチギ環境未来基地 理事長 

 

 

 

 

① 自分・自分の団体の森林に対する取り組み内容と課題 

米国の Conservation Corps をモデルとした若者のチー

ムによる長期間の環境保全プログラムを、年２回開催してい

ます。長期間の活動を通じて、若者達が環境や地域に貢献し

ていくことと、現場での実践活動を通じた若者の育成に力を

入れています。 

また、若者自立支援団体との連携による森づくりなど、こ

れまで森林ボランティア活動に接点のなかった若者達の活動

の機会づくりを行っています。 

課題としては、より持続発展的に活動していくために、団

体運営に関する自主財源率を向上させていくことです。 

 

② 本サミットへの参画で、自分・自分の団体が得た成果 

栃木県での活動ばかりですので、視点が小さくなりがちで

すが、今回「世界」とのつながりを改めて感じることにより、

より大きな視点から自分たちの活動の位置づけや役割を再確

認することができました。 

また、国内外で活動する様々な方と意見交換ができたこと

は有意義でした。 

 

③ 今後のネットワークでの連携に対する思い、アイデア 

活動が自己完結にならないようにするには、やはり様々な

刺激や情報を常に得ながら「何が必要なのか」を考え続けて

いくことが大切だと思います。 

今回の事業を通じてできたネットワークは、それを考える

機会の一つです。また、森林ボランティア活動もまだまだ新

しい発想や、仕組みづくりで可能性が広がる余地が十分ある

と思います。 

森林ボランティア活動の促進や、より成果をあげるための

仕組みづくりの機会として、他の団体の皆様とも力を合わせ

ていきたいと思っています。 

 

「ぐりーんもあ」2012 年春号より（発行：国土緑化推進機構） 

本サミット 実行委員長の開澤真一郎さんにインタビュー： 



  

- 19 - 
 

８）おわりに 
 

 

 

後までお読み頂き、ありがとうございました。 

ぜひ、一緒に多様でヘルシーで生き生きした 

森林と社会と生活を創っていきましょう！ 

お問い合わせは以下、または下記の共催団体や 

右記の実行委員会構成団体までお気軽に下さい。 

 

共催団体：本サミット実行委員会 

公社）国土緑化推進機構 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 参考資料）行動計画（下図）と行動計画（次頁）  
 

★ 共に、本サミットに参加した 10 ヶ国・50 団体・113 名によってつくられました。 

★ 行動宣言に対しては、文章完成後の確認で参加者のほぼ全員（10 ヶ国・49 団体・111 名）の賛同を得ました！ 

世界森林アクション・サミット 事業報告書       無断転載・複製禁止 

特定非営利活動法人 NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 

終版校正 2012 年 5 月 31 日 

編集・発行・問い合わせ先：特定非営利活動法人 NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 

〒160-0022 東京都新宿区新宿 2 丁目 1 番 14 号エレメンツ新宿 401  電話：03-3358-7140 

FAX：03-3358-7149  メール：nice@nice1.gr.jp （代表・開澤）  HP： http://www.nice1.gr.jp/ 

世界森林アクション・サミット 実行委員（50音順） 

青晴海 独）国際協力機構 青年海外協力隊事務局次長

飯田敏雅 財）国際緑化推進センター 研究員 

飯沼佐代子 財）地球・人間環境フォーラム 企画調査部 研究員 

開澤真一郎 特活）NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 代表 

鹿住貴之 特活）樹恩ネットワーク 事務局長 

佐古田睦美 公社）国土緑化推進機構 参与（森づくり政策担当）

須藤美智子 社）環境パートナーシップ会議 事務局長 

高田絵美 財）オイスカ 国際協力部 

塚本竜也 特活）トチギ環境未来基地 理事長 

冨永茂 林野庁 林業・木材産業分析官 

新田均 特活）地球緑化センター 事務局長 

三柴淳一 特活）FoE Japan 事務局長 
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世界森林アクション・サミット2011 

協働による行動宣言 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 世界・日本での、新しい協働による行動の発展   

- 世界森林アクション・サミットからの呼びかけ - 

世界森林アクション・サミット 2011 は、国際森林年及び

ボランティア国際年 10 周年を契機に、こうした問題認識を

共有する 12 カ国・113 名の森林保全・再生の担い手達によ

って開催されました。そこで議論を重ねながら、世界各地の

森林問題は個別の問題ではなくて、相互に関連している課題

であることを改めて認識しました。また、多様な文化に基づ

く意見の共通性と多様性、そして地域と分野を超えて連携し

ていくことの重要性を確認しました。 
 

更には地域が主体になりながら、ボランティア活動など自

ら行動することの重要性を認識し、様々なステークホールダ

ーとの協働や、国内や海外の団体の密な連携、間伐と植林が

共存するプロジェクトなど、様々なアクションプランをつく

りました。 
 

私達は連携と行動を進めていく場として、緩やかで効果的

なプラットフォーム「世界森林アクション・ネットワーク」

を創設し、世界・日本で森林の保全・再生に取り組む人々・

団体に参加を呼び掛けます。 

ぜひ地域や分野を超えて力を合わせ、目指すべき共通の地

球社会を切り開いていきましょう！ 

 

② 目指すべき森林と社会の姿   

- 保全・再生と活用、関係の再構築によ

り、森も人・社会も健康に！ - 
 

私達はこのように危機に瀕している貴重な

森林の未来を考えることこそが、私たちの未

来を考えることでもあると確信しています。  

その上で、保全すべき森林は保全し、持続

可能に循環利用していくべき森林は適切に管

理・活用していきます。 
 

これらは国内と海外、保全と活用、政府と

企業、NPO といった垣根を超えたグローバ

ルな視野と協働によって行われ、また伝統

的・再生可能な形で森と共生する地域の人々

の暮らしを尊重し、守りながら行います。 

そして森と人の関係性を再構築すること

で、森も人も健康になるような社会を目指し

ます。 

 

① 世界と日本の森林の危機  - 地域・分野間で相互に作用しながら、ますます深刻に - 

深刻さを増している世界的な森林の減少と劣化は、地球環境と人類社会の持続可能性において気候変動、生物多様

性と共に も重要で、且つ相互に関連する問題です。プランテーションなど農業用地への転換や、非持続的な商業伐

採、火災などの自然災害等による損失が、ブラジル等での熱帯林だけでなく温帯林や亜寒帯林でも進み、年平均で

1,300 万 ha もの森林が世界全体で失われ、また生物多様性や保水力等の「質」の面でも低下しています1。 
 

森林が果たしている環境社会的機能は非常に多岐に渡り、保水・土壌保全、生物多様性、炭素固定などのみならず、

川や海とのつながりから産み出される食糧・農業、資源・エネルギー、経済・雇用、生活・文化などあらゆる側面で

私たちの生活の根幹を支えています。 
 

世界有数の森林国である日本は、顕著な減少傾向にある世界の多くの地域とは異なって、66%の森林率（世界平均

は 31%）を保っておりますが、その約 4 割を占める人工林の多くが手入れも活用もされていません。 

その一方で、日本は世界有数の木材輸入国として、世界の森林減少・劣化にも多大な影響を及ぼしています。 

また今年は東日本大震災により、東北地方の太平洋側等で多くの自然や生態系を失いました。今後、復興を図る上

で、森林の重要さや、自然と私たちとのつながりの大切さについて改めて認識したところです。 


