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平成 24 年 9 月 29 日（土） 

NPO法人 森林資源活用バンク 

語り手：代表理事 阿部宗太郎 氏 

成り立ち 国産間伐材の有効活用に関する取組みについて検討し、川上から川下へ

の一元化－林業⇔資材メーカー、建設・建築業者⇔消費者の橋渡しをす

ることを目的に 2008 年に設立。各々の分野へのこだわりをもたず柔軟

な考えで活動するためにそれぞれの専門家の人間は置いていない。 

主な取組み ・ 他府県と比較すると東京都の森林面積は小さいが、東京は小さな山が

多い、大量消費地域である。東京から全国に発信するさきがけとして

「東京都産材ネットワーク」を運営し、ビジネス活動の橋渡しの活動

を行っている。 

・ 国産間伐材等を活用した、木質系セメント板・舗装や炭ボード等を重

点的に開発。木質系コンクリート舗装はチップとセメントを配合した

木質舗装材料であり、森林の林道や作業道の伐採現場で施工できるの

で、木材搬出の改善に繋がる。チップとセメントを原料にしている炭

化ボード（ブロック）は、建設分野では道路の透水性歩道ブロックに

使用されており、ヒートアイランド現象の減少等に貢献している。建

築分野での炭化ボード（ブロック）は住宅の断熱材、調湿材、脱臭剤

としての利用の他、炭の持つ効果が室内環境を快適にする。 

・ 2 ヵ月に 1 回程度、木に関するセミナーを開催、内容は多摩の産材を

使った商品の紹介など。森林に興味のある一般参加者、メーカーとの

つながりの場を作っている。 

・ 国産材（多摩産材）利用の積み木を使った「つむ木」プロジェクトを

応援、行政との連携により他地域でイベントを開催、木育による子供

の成長を促している。 

今後の展開 ・ 国産材のウッドチップ、炭化物での活用を含め、木を丸々一本使いき

る事を完全な目標にしている。 

・ 地域交流センターとの連携によって、地域施設に情報発信拠点「もり

の駅」を設置することを目指す。 

・ 企業コラボを推進してあらゆるつながりを広げていく 

政策提言について 現在は提言をしていないが、国産材の大量消費につながる工法（木質系

セメント舗装、木質系セメント板）に関する言及をしていきたい。農都

地域部会と政策提言で連携することは可能と思う。 



 

平成 24 年 9 月 29 日（土） 

NPO法人 ワークシェアリングこの指とまれ 

語り手：代表 高橋和美 氏 

成り立ち ガンを患い、やむを得ず仕事を辞めなければならなかった女性のために

自分自身も同様の経験を持つことから検討し、ワークシェアの機会を与

える、日常生活のメンタルサポートをする事を目的に設立。 

《美楽来る（みらくる）キャップの誕生》 

2008 年、本業の美容院で当時 33 歳で乳ガンを患っていたお客様から「子

供がガン治療後の自分の顔を避けている」と泣きながら打ち明けられた。

色々考えていたが、ある時その女性が被っていたニット帽の上にカツラ

を被せ、そのまま帰宅した女性から「子供が喜んでくれた」と聴き、試

行錯誤を繰り返した結果、布を丸く折り込んでヘアピースをホックで取

り外し出来る仕様の「美楽来るキャップ」が出来た。折り込みのアレン

ジでおしゃれや日常のシーンにあわせた利用ができ、高価であまり融通

の効かないかつらと比べて楽しく生活する事ができる。 

実用新案の認可を受けることもできた。 

主な取組み ・ 震災前はガン患者のみを対象として、相馬市近隣の医療関係機関にキ

ャップを置いてもらう程度だった。積極的に販路を探していたわけで

はなかった。 

・ 震災後、相馬市の地域コミュニティが崩壊。何か出来ないかという思

いから、キャップを復興過程で利用してもらう事を考え、相馬市から

飛び出し、群馬の医療機関、飲食店や各地や復興支援等のイベントで

販売を始める。 

・ ワークシェアのメンバーは震災の離散により現在３人だけである。日

曜日の仕事の代行などで活動。 

今後の展開 ・ 販路を増やすことで、キャップをきっかけに人と人のつながりを取り

戻す、新たに生み出していきたい。 

・ 「ミラクル」をテーマに楽曲を製作。様々なシーンで展開し「ミラク

ル」な人生を感じてもらいたい。 

・ 仮設住宅等へ散らばった元の地域の仲間たちとたまの機会にでも交

流の場をもてるきっかけをつくりたい。 

政策提言について 相馬市民としての思いだが、福島県内での震災後の各市町村の対応の違

い、漁業補償や原発補償の対象になる人・地域の違いにより生まれた経

済格差について対処はあるのか、このまま何年か様子見をすべきなのか。 

 

 

 



 

平成 24年 9月 29日（土）、9月 30日（日） 

NPO法人 富士山クラブ 

語り手：事務局長 青木直子 氏、事務局 佐伯 氏 

成り立ち それまで別々に活動していた富士山に関する各団体が、富士山のゴミ問

題、トイレ問題に対処すべく結束し、1998年に設立。富士山のゴミ問題

は世界自然遺産の候補地却下の原因であるといわれる。 

主な取組み ・ 微生物を分解し水が少なくてすむ「バイオトイレ」を設置し、それま

で山間へ放流されていたし尿の問題が解決。 

・ 登山道に放棄されているゴミを拾う清掃活動を地道に実施。次第に登

山客自らゴミを投棄しない、持って帰る事象がおき、さらにボランテ

ィア活動として多くの市民がクリーン活動に参加するようになった。 

・ 年４回の会報で活動報告、港区をはじめ様々な場所でイベントを開

催・参加、富士山に関するシンポジウムを富士山にゆかりのある人々

に登壇いただき定期的に開催。 

・ 「富士山から日本を変える」を合言葉に、毎年秋の「ふるさと清掃運

動会」に協力、日本の各地域単位での清掃活動普及を提起。 

今後の展開 ・ 富士山に蔓延る特定外来種（オオキンゲイギク、オオハンゴンソウ）

を国有種への影響前に駆除する。 

・ 森林保全活動として、台風の風倒被害にあった植物を新たに植樹、登

山ルートから外れた未開発の場所にある貴重な木々や草花を GPS を

使って生態を調査する。 

・ 現在の清掃活動を永続させる、会員にいつまでもいていただくのが一

番の目標。 

政策提言について 来年、富士山は世界文化遺産への登録を目指しているが、登録されても

ならなくても、海外からの観光客が増え続けるであろうから、将来、新

たな問題として交通混雑の発生が予想される。加えて世界文化遺産とな

った場合は、構成資産として周囲の神社や湖など 25箇所が認定され、富

士山と周囲との行き交いがさらに煩雑になることになる。現時点で想定

される事柄を、交通緩和のためのガイドツアー設置、夏の繁忙期のマイ

カー規制、レンタサイクルでの移動等に、また天地災害に対する対策な

ど、新しい観光の仕方を提案したい。 

現在、富士山に関する行政は山梨県、静岡県、各市町村、国家機関では

観光庁、環境省、林野庁、世界遺産になれば文化庁まで入ってくる状態

となるが、それぞれの情報を一元化するツールが必要である。 

 

 

 



 

平成 24 年 9 月 30 日（日） 

NPO法人 ニッポン・アクティブライフ・クラブ（NALCナルク） 

語り手：市川拠点事務局長 柴田 氏 

成り立ち 代表の高畑氏（松下元常務）がアメリカのボランティア活動で時間預託

制度と類似したシステムを知り、これを参考に高齢者のための生きがい

をつくろうと考え、1994年に当時の松下の定年退職者を中心に設立。年

会費は個人・夫婦の入会でそれぞれ 3000円。 

主な取組み ・ 会員がそれぞれ自らの資格・得意分野を生かした支援を提供し、1 時

間を 1 点として預託する「時間預託制度」を実施。自分が支援が必要

になった際に預託した点数を利用する。点数は自分の拠点以外（別居

の家族等）にも利用可能。 

・ 企業との連携により、委託された業務を遂行、報酬は自分には時間相

当の預託点数、収益は NALC の運営費となる。 

・ 様々なサークル活動にて会員の地域交流を図っている。 

・ 阪神大震災、東日本大震災発生時にそれぞれボランティア活動。 

・ 一人暮らしの方をマークした見守りマップを作成、定期的な訪問や電

話にて見守り活動を実施。場合によっては支援もする。 

・ 介護ヘルパーを養成、助け合いや企業連携の場で活躍している。 

今後の展開 ・ やむを得ない退会者が多く、入会者と差し引きして会員が増えない現

状だが、2 年後の 20 周年を機に、拠点・会員を更に増やす。 

・ 団塊の世代をどんどん引き込み、その下の世代へ続く増加基調にして

ゆくことが目標。 

政策提言について 昨年度末、野田首相へ提言書を提出。一つ目は高齢者のライフスタイル

を見直すとして、65歳からの初期高齢者に雇用の機会や地域ボランティ

アなどの活動の場を与え、75歳～80歳の衰えが出て来る頃までその活動

を維持でき、80歳以降の支援が必要となる時に最後の備えが出来ている

という内容。二つ目は、24時間の包括サービスについて介護サービス・

地域医療の現場が限界に来ている現在、自治体や NPO 団体、各サービス

企業が官民一体となり地域ごとにコントロールするシステムを編成する

という内容。 

一つ目は 9月の高齢社会対策会議において「高齢社会対策大綱（案）」の

中で決定された。二つ目については、モデル地域を選定し、NALCも支援

に入り活動を開始している。たとえば市川では一人暮らしの方の自宅か

ら不要な荷物を運び出し、本人了承の上、地域主催のバザーで販売する

などの実績をあげている。 

 

 

 



 

平成 24 年 9 月 30 日（日） 

かごしま・島交流の会 

語り手：事務局長代行 垣沼満 氏 

成り立ち 鹿児島の島々と都市の間の交流を進め、島交流ビジネスモデルづくりを

目的に、2008 年 12 月、島の出身者や関係者が集まって結成。交流・移

住・観光の促進とネットワーク作りをめざしている。 

いつの間にか、鹿児島県内だけでなく日本各地の島へ視野を広げ繋がり

の輪を持つようになってきている。 

主な取組み ・ 都会の人々が気軽に島にふれるきっかけづくりとして、2010 年から

2 ヵ月に 1 回程度、「しまのがっこう」を都内で開催。各島をテーマ

に、島の出身者・在住者等を先生にして、島の普通の暮らしや特色、

歴史、文化、名産品等を紹介する授業を行っている。五感で（耳で聞

くだけでなく、触れたり味わったりしながら）島を味わってもらえれ

ばというのが趣旨。 

・ WEB（ホームページ、メーリングリスト、Facebook、Twitter 等）

を活用して島情報の発信とネットワーク作りを行っている。 

・ いままで島に関する政策の勉強会を 2 回行い、今後も計画。 

・ 今秋から、島の食材や郷土料理等を味わう「島を味わう会」をスター

トし、定期的に開催する予定。 

今後の展開 ・ 島と島、島と都会、人と人を結ぶ島交流の体験拠点（島カフェ）づく

りを進めている。 

・ 各地の島々の交流を活発にする島交流プラットフォームが機能する

よう更にネットワークの拡充に努めたい。 

・ 島で生まれた人々が（一旦は都会へ出ても帰ってきて）島で生きてい

けるよう島に仕事をつくるのが島おこしの共通の課題であり、その一

助として島に関係するビジネスを志向する人材のサポートを計画。 

政策提言について 現状の課題として、各島の取組みは地域毎に止まり島全体の潜在力を引

き出していないことから、島間交流の恒常的な機会の提供と情報発信拠

点の整備が望まれる。また、島間の交流を通じた課題解決を担える人材

の育成が求められる。 

離島振興法等での支援はあるが自治体経由で間接的なので、島単位での

対処が必要。島と島との連携も促進すべき。（アイランダーのイベントを

年一回ではなく日常的に開催してもらいたい。）離島をはじめとする過疎

地域へ、本当に必要な予算を投入してほしい。 

 

聞き手：農都地域部会事務局 宮岡 

 


