●事業レポート（開催地：山形県鶴岡市）
・平成 20 年度総会
・シンポジウム「全国自然敬愛サミット」
・現地視察
●百選地探訪
森：大沼の森 （栃木県那須塩原市）
滝：払沢の滝
（東京都檜原村）
渚：前原・横渚海岸（千葉県鴨川市）
●会員百選地通信

会長あいさつ

平成２０年１１月より山口県光市長に就任し、同時に日本
ひろし

の森・滝・渚全国協議会々長へ就任いたしました市川 熙で
ございます。優れた自然環境を有する全国の皆様方との結
束によって本協議会の隆盛に精励してまいります。
さて、本協議会では、地域相互の連携により情報の集積を
図り、魅力ある自然環境資源を効果的に活用することによって、地域の活性化
や知名度向上に取り組むこととしており、総会やシンポジウムの他にも、会報
の発行やホームページの運営といった情報発信事業にも取り組んで参ります。
情報発信事業では、会員の皆様だけではなく国民に対しても広く百選地の情
報提供を行い、優れた自然環境である百選地がより多くの人々に周知され、興
味を持ち、実際に足を運んでいただけるよう努めて参ります。また、足を運び
大自然の生命力を体感することで、現代社会の発展とともに自然を失った過去
を顧みることに繋がり、これからの人間社会と自然環境のより良い関係を考え
る契機にもなれば幸いです。
最後に、地域の活性化や知名度向上といった所期の目的のためには、会員の
皆様からの熱意ある協議会参加が何よりの弾みとなります。今後の協議会活動
へ皆様のご参加をお願いし、あいさつとさせていただきます。

平成 2１年１月
日本の森・滝・渚全国協議会
会長

山口県光市長

市川

熙

６

平成 21 年度総会開催地

長野県松本市

「学都」「岳都」「楽都」
三重奏で奏でる、
歴史と自然、文化のハーモニー

２

事業レポート

２

平成 20 年度総会

３

シンポジウム

山形県鶴岡市

「全国自然敬愛サミット」
10

11

百選地探訪

大沼の森

東日本ブロック

払沢の滝

東京都檜原村

都民へ供給される癒し
の発生源と自然資源を活
かした檜原村の取り組み
にスポットを当てます。

23

前原・横渚海岸

現地視察

29

会員百選地通信

栃木県那須塩原市

那須塩原市塩原地区の
温泉を活かした取り組み
や大沼の森で活躍するパ
ークコンダクターにスポ
ットを当てます。

18

４

千葉県鴨川市

リゾート地をイメージ
させる海岸部をはじめ、
ＮＰＯの活動が盛んな山
間部や偉人にスポットを
当てます。

30

賀老の滝・江ノ島海岸

北海道島牧村

30

浄土ヶ浜

岩手県宮古市

31

安の滝

秋田県北秋田市

31

九十九里浜

千葉県山武市

32

法体の滝

秋田県由利本荘市

32

藤野（相模湖）雑木林

神奈川県相模原市

33

称名滝・美女平

富山県立山町

33

八ヶ峰自然休養林

福井県おおい町

34

弓ヶ浜

静岡県南伊豆町

34

八ッ淵の滝

滋賀県高島市

35

萩の浜

滋賀県高島市

35

神庭の滝

岡山県真庭市

36

室積・虹ヶ浜海岸松林

山口県光市

36

震動の滝

大分県九重町

平成

年８月

日の両日︑山形県

平 成

年 度 総 会

年度総会・シンポジウム・現地視察を開催

日︑

日の 総 会 で は︑ ま ず 会 長 で ある 山 口県

鶴岡市には︑森・滝・渚合計４箇所の百選

顧問の三島昭男氏からあいさつをいただき

である山形県鶴岡市長 富塚陽一氏︑そして

光市長 末岡泰義氏のあいさつの後︑開催地

地があるほか︑東部から南部の磐梯朝日国立

ました︒続 いて︑議事に移り︑平成

年度

公園に 包含されている出羽丘陵や朝日連 峰

㎞ に 及 ぶ 日 本 海 の 海 岸 線 ・ 海浜 ・

事 業 実 績 報 告及 び 決 算 ︑ 平 成

いる約

砂丘地︑これらに囲まれるように市域の北西

ました︒

２日間という短い期間でしたが︑参加者にと

年度の総会成功へ向けて力強いＰＲがあり︑

度︶の総会開催地である長野県松本市から来

ま た ︑ 総 会 の 最 後 に は 次 年 度︵ 平 成

っては鶴岡市の自然の魅力と恵み︑文化や歴

年

画及び予算の４つの議案全てに承認を頂き

年度事業計

１９
総会を閉会しました︒

部には穀倉地帯の庄内平野が広がっており︑

２０

総会の様子

山形県鶴岡市で

平成
年 度総 会 を開 催 し ︑ シ ン

２０

をはじめ︑西部の県立自然公園に指定されて

ポジウム︑現地視察などを行いました︒

鶴 岡 市 に て 平成

２２

２０
２０ ２１

史を体感する貴重な機会となりました︒

２１

富塚陽一氏

開催地あいさつ：山形県鶴岡市長

２１

２０
４２

シンポジウム

﹁全国自然敬愛サミット﹂
総会に続いて行われた シンポジウムでは︑
鶴岡市民をはじめ︑近隣市町村などから１２

この記念講演では︑観光立国推進基本法や

第３次生物多様性国家戦略との関連性を 取

り入れてエコツーリズムを解説され ま し た ︒

具体的には︑﹁自然環境の保全と自然体験

に よ る 効 果 ﹂︑﹁地 域 固有の 魅力 を見直 す 効

〜

年

果﹂︑﹁活力ある持続的な地域づくりの効果﹂

といった３点の推進の意義︑また

箇所のモデル地 区を指 定し た事業

ʻ０６

行われました︒

に成立したエコツーリズム推進法の解説も

についても事例を用いて説明された他︑

に全国

ʻ０４

０名の来場者がありました︒
開会後︑山口県光市長の末岡泰義氏の会長
あいさつに続き︑環境省自然環境局総務課自
然ふれあい推進室長の岡本光之氏による﹃エ
コツーリズムによる地域の保全と活性化﹄と
題した記念講演がありました︒

事例発表の様子：上から山形県鶴岡市、

ʻ０７

１３

三島 昭男氏
顧問
（左下）特別提言：日本の森・滝・渚全国協議会

岡本 光之氏
末岡 泰義氏（右）記念講演講師：環境省自然ふれあい推進室長
（左上）会長あいさつ：山口県光市長

秋田県鹿角市、岩手県宮古市、会場全体

続いて︑顧問の三島昭男氏から﹁地球救う

施設や安全管理︑環境美化などの取り組み概

鶴岡市には︑森が２箇所︑滝と渚が一箇所

るさとの自然が︑その多様的な機能を高度に

をまとめています︒

次のページに︑各コースの視察内容と様子

鶴岡市の歴史について見聞を深めました︒

道博物館を見学し︑藩政時代から近代までの

市街地へ戻り︑庄内藩の藩校﹁到道館﹂や到

また︑両コースとも百選地を回った後は︑

察しました︒

組 みに つ いて 担当 者の 説明 を交 え な が ら 視

にコースを分けて百選地を回り︑概要や取り

木︵森︶と七ツ滝︵滝︶がある内陸部の二つ

海岸︵渚︶がある沿岸部と羽黒山参道の杉並

地視察では︑高館山自然休養林︵森︶と由良

察

ずつ合計４箇所の百選地があります︒この現

境を活かした取り組みを情報発信しました︒

発揮できるよう適正な整備を図り︑先人たち

視

要をはじめ︑水辺に親しむ様々な体験や観光

﹁森﹂の事例は︑開催地の山形県鶴岡市か

から託された美しく豊かな自然資源とそれ

地

自然敬愛の国民運動を﹂と題した特別提言が

ら藩政時代に天領であった“高館山自然休養

らを育んだ文化・歴史を守り︑未来へと引き

ｍの はしごを設 置した

場百選の特選にもなっている“浄土ヶ浜”の

現

が出来るエコツーリズム︑生態系の保全を目

ついても発表しました︒

的としたガイドやレンジャーの 取り組みに

ありました︒
次のユ ニークな取り組 みを紹介する事例
発表では︑東日本ブロックの森︑滝︑渚を持

林”について︑コナラやブナの自然林をはじ

継ぐために努力する﹂ことが満場一致で採択

シンポジウムの最後の鶴岡宣言では︑﹁ふ

め貴重な植物も自生している環境を活かす

され︑閉会となりました︒

つ会員団体から発表を行い︑魅力ある自然環

ための取り組みについて発表がありました︒

㎞の 滝への 道 程 を総

﹁滝﹂の事例は︑秋田県鹿角市から登山道
入 口 か ら 約 ３ 時間 ︑

を見るため の 長さ

重量６００㎞の材料を運搬して︑“茶釜の滝”

５．５

．水浴
﹁渚﹂の事例は︑岩手県宮古市から快

様子を発表しました︒

５０

鶴岡宣言

内陸コース

（森）羽黒山・参道の杉並木、
（滝）七ツ滝

滝の見える高台にある“七ツ滝公園”から、日本の滝百選

森林浴の森日本百選の羽黒山では、担当職員が山伏の衣装

の七ツ滝を視察しました。江戸時代、湯殿山・月山への参詣

で案内。実は衣装だけでなく、ご本人は修行を積まれた本物

道として栄えた「六十里越街道」沿いにあります。

の山伏です。道中では法螺貝を吹いてもらいました。

沿岸コース

（森）高館山自然休養林、
（渚）由良海岸

日本の渚百選の由良海岸では、島内を一周する遊歩道や海

森林浴の森日本百選の高館山では、前日のシンポジウム

洋釣堀を視察しました。この由良海岸は、快水浴場百選にも

の事例発表を思い出しながら、コナラやブナ、トチなどの

選出されています。

自然林をはじめ、冬にはコハクチョウが訪れ、夏に姫ハス
の花が咲くふもとの池までを視察しました。

鶴岡市街地

致道館、大宝館など

大宝館では、時代小説の第一人者・藤

致道館は、酒井家九代目藩主・忠徳公が創設した藩校で、質実剛健な教育

沢周平や「文学の神様」と称された横光

文化の風土を育む土壌となった歴史を視察しました。国指定史跡であるこの

利一など鶴岡市に縁のある故人の展示

藩校建築は、現存するものとしては東北地方唯一のもので、歴史的、文化的

資料を観賞しました。

にも価値が高いものとして知られています。

松本市は︑本州及び長野県のほぼ中央に
位置しています︒平安時代 には信濃国府が
松本の地に置かれ︑中世には信濃守護の館

あ

松本城
国宝

の所在地として︑また︑江戸時代には松本
藩の城下町として栄え︑現在︑松本城は国
宝として松本市を代表するシンボルになっ

ながわ

あずさがわ

年４月１日に近隣の四賀村・安

し が

年５月１日に市制を施行し︑その

ています︒
明治

づみ

後︑平成

万人︑

年には市制施行

曇村・奈川村・梓川村との合併を経て現在
の市域が形成され︑平成

１９

１００周年を迎えました︒人口は約

２３

穂高岳と河童橋（上高地）

大正池と焼岳

４０
１７

松本市は伝統的に教育を尊重する気風が

日本屈指の景勝地である上高地や日本アル

都︑進取で議論好きの市民気質から﹃学都﹄
︑

古くから学問を尊び︑学生を大事にする

強く︑明治９年の開智学校の開校に始まり︑

プスを擁して多くのアルピニストを迎える

面積は約９２０㎢となっています︒

大正期には松本高校が招致されました︒近

﹃岳都﹄
︑まちかどにバイオリンの調べを聴

動が発祥するとともに︑平成４年からは小

の街﹃楽都﹄
︒
﹁
﹃三がく都﹄まつもと﹂〜学

く街︑サイトウ・キネン・フェスティバル

(C):大窪道治

かい ち

年ではスズキメソード︑世界花いっぱい運

澤征爾マエストロのサイトウ・キネン・フ

ェスティバル松本が毎年開催されています︒ 都・岳都・楽都〜と呼ばれています︒

乗鞍高原

サイトウ・キネン・フェスティバル松本

「楽都」

明神岳（上高地）

「岳都」

旧開智学校
「学都」

松本市へのアクセスは︑高速交通網とし
て平成５年に長野自動車道が全線開通︑北

月開通︑平成６年の松本空港ジェット

陸地方を通年で結ぶ安房トンネルは平成９
年
化整備により︑交流拠点都市としての機能
も充実してきました︒さらに︑松本市を起
点として︑岐阜県高山市を経由し福井県福
井市に至る延長約１５５㎞︵うち県内約３
５㎞︶の高規格幹線道路︑中部縦貫自動車
道の整備計画が動き始めました︒中部・関
東地方と北陸地方の広域的︑一体的な発展
のため︑長野・東海北陸・北陸の各自動車
道を相互に連絡して︑広域交通の円滑化を
図るとともに︑資源豊かな中部内陸部の地
域開発を促進する等︑多くの効果が期待さ
れています︒

乗鞍高原/乗鞍山頂・白骨温泉方面行きバス乗車

各空港よりー（日本航空）−松本空港

JR 松本駅より松本電鉄で新島々駅下車、上高地・

◎大阪（伊丹）空港・札幌・福岡

松本市街地から安曇地区への公共交通アクセス

〔空路〕

１２

各都市から松本市へのアクセス

〔鉄道〕

◎東京から

新宿―（JR 中央線 甲府・上諏訪経由）松本

東京―（北陸新幹線）−長野―（JR 篠ノ井線）−松本

◎大阪から

大阪―（東海道新幹線）−名古屋―（JR 中央線）−松本

日本の森・滝・渚については︑乗鞍高原
にある三本滝が日本の滝百選に選ばれてい

レストハウス駐車場より遊歩道を歩いて約

年度総会を︑松本市において開催する

今回︑日本の森・滝・渚全国協議会の平
成

こととなりました︒どうか会員の皆様には︑

分︒雄大な乗鞍岳の懐に分け入れば︑自

然の 息づかい が聞こえてく るでしょう︒ 乗

こ おお の

ます︒三本滝とは︑小大野川本沢︵中央︶

名峰に挟まれ伝統と歴史・文化に彩られた

常念岳（2,857m）
、美ヶ原（2,034m）

★日本のかおり風景百選

松本大名町通りのシナノキ

★新・日本街路樹 100 選

松本城北側のカツラ並木

涸沢池と北穂高

ばんどころ

鞍高 原には︑三本滝の他にも番所大滝︑善

松本市を堪能いただきますよう︑平成

穂高岳（3,190m）
、槍ヶ岳（3,180m）

む めい

と支流のクロイ沢︵北︶︑無名沢︵南︶にか

五郎の滝があり︑これらの滝巡りが楽しめ

★百名山

年

かる三つの滝の総称です︒岩肌を伝うよう

度総会へのご参加をお待ち申し上げます︒

２１

ます︒
素晴らしい百選を紹介します。

に流れ落ちる滝や︑足元を響かせ豪快に水

３０
長野県松本市にある

２１

レンゲツツジと乗鞍岳

松本城公園
★日本の都市公園 100 選

松本城
★日本の 100 名城

岳（2,455m）
乗鞍岳（3,026m）
、焼

しぶきを上げる滝など︑三本の滝が集まっ
ているその様子は見事です︒三本滝までは︑

三本滝

こ の コー ナー で は︑ 事 務 局 が 百 選 地 へ
赴き︑百選地に関連した施策やまちづく
りなどについて取材し︑その取り組みを
ご紹 介し ます︒ビジ タ ー の 目線 で情報収
集を行うことにより︑会員による自己Ｐ
Ｒとは一味違った百選地や会員自治体の
ご紹介を 目指します ︒

・払沢の滝

・大沼の森

︵千葉県鴨川市︶

︵東京都檜原村︶

︵栃木県那須塩原市︶

今号は東日本地区から︑

・前原・横渚海岸

を取材させていただきました︒
ご協力いただきました各市村ご担当の
みなさまに︑この場をお借りしてお礼申
し上げます ︒

那須塩原市は︑県都宇都宮市から北へ約

行

吊橋としては本州で一番長い吊橋“もみじ

谷大吊橋”もあります︒

次に︑市の西部にある塩原地区の特徴で

の温泉郷ではない で

すが︑塩原と聞いてイメージされるのは箒

川を中心に広がる

しょうか︒湯治場としても有名な塩原温泉

郷には︑明治・大正を中心に尾崎紅葉や夏

目 漱 石 ︑ 齋 藤 茂 吉 な ど 多 くの 文 人 が 訪 れ ︑

数々の名作が生まれています︒塩原が重要

年度︶の塩 原 温

な舞台として登場する 尾崎紅葉の 金色夜

叉は有名ですね︒

なお︑昨年 度︵平成

％を占めています︒﹂

泉への観光客入込数は約３４０万人で︑那

須塩原市全体の

塩 原 を 語 る 上 で 欠 か せ な い 温 泉 です が ︑

温 泉 を 活 用 した 施 設 が 充 実 し て い ま す ね ︒

足湯の回廊

湯っ歩の里

㎞︑市北部の山地は福島県との県境 に

なっています︒百選地“大沼の森”がある
塩原地域は︑日光国立公園の東部に位置し
ます︒ここ那須塩原市では︑塩原地域につ
い て塩 原 支 所 産 業 観 光 建 設課 の 藤 澤 さ ん ︑
百選地の﹁大沼の森﹂や周辺の自然環境に
ついて自然公園指導員としても活躍され

◆

ているパークコンダクターの君島さんに
ご案内をお願いしました︒
◆

もみじ谷大吊橋

１１

◆

温泉と地産地消のヘルスツーリズム
まずは藤澤さんにお話を伺います︒那須

年１

塩原市と塩 原地区の概要や見所を教えて
ください︒
﹁まず那須塩原市です が︑平成

万人の市です︒産業

月に黒磯市︑西那須野町︑塩原町が合併し
て誕生した人口約

に有名ですね︒近年は︑アウトレットモー
ルなど大型商業施設の進出が相次いでい

１９

１７

では︑生乳産出額が本州一を誇る酪農が特

１２

ることも話題を集めています︒無補剛桁歩

５０

５０

れています︒﹂

豊かな生物多様性を持つ大沼の森

“温泉を活用した健康面と観光面の両

の森”について君島さんにお話を伺います︒

﹁そうですね︒公共施設では一昨年オー
プンした日本最大級の足湯“湯っ歩の里”

立”のコンセプトやその他の取り組みにつ

では次に︑森林浴の森日本百選の“大沼

をはじめ︑たくさんの温泉施設が整ってい

最初に“大沼の森”の概要や特徴の説明を

は泉質の種類を９つに分類していますが︑

地区に残っていますよ︒ちなみに︑日本で

用できる“内湯”と呼ばれる地区浴場が各

たちが愛した温泉旅館や地区住民のみ使

特典ブックも用意しています︒また︑文豪

の旅館やホテルなどで湯巡りが楽しめる

の森”のほか︑箒川沿いの渓谷を利用した

が用意されています︒また︑百選地“大沼

市の長所を 取り入れ工 夫されたメ ニュー

原大根”など高原野菜や酪農を中心に︑本

事は地産地消によるものです︒特産の“高

浴ですね︒温泉は先程説明しましたが︑食

﹁大きな要素は温泉と食事︑そして森林

詰め込んだ感じでしょうか︒ミズナラやコ

単に言うと尾瀬をギュッとコンパクトに

この新湯富 士や大沼周辺の雰囲気を簡

て別名新湯富士と呼ばれています︒

の富士山は︑麓の源泉名である新湯を付け

にある大沼周辺の森林を指します︒こちら

﹁大沼の森は︑富士山周辺の湖沼群中央

軒

塩原には放射能泉を除く８つの泉質があ

ハイキングコースもあり森林浴を体験す

お願いします︒

ります︒中でも鉄分を多く含み︑墨のよう

湿地もあるため生物多様性に富んでいま

手 が入 っ て い な い 天 然 林 区域 も 広 く あ り ︑
の内外から健康づくりに取り組もうとい

尾瀬とは一味違った点とはど んな とこ

点があります︒
﹂

す︒しかし︑ここには尾瀬とは一味違った
﹁そうですね︒私たちはこの取り組みを

うことですね︒

塩原の自然資源を最大限に活用して︑体

ナラ︑クリ︑カエデが多く︑造林など人の

赤や褐色 が一般的です からね︒
市では︑これら豊富な温泉資源を施策に
取り入れ健康面と観光面の両立に 力を入

ヘルスツーリズムと呼んでいます︒旅館組

ろですか︒

﹁身 近に多 くの希少種を観察できる と

合や医療機関と連携することによ りモニ
ターツアーを企画し︑実証実験なども行っ

種のうち７種目が確 認

いう点ですね︒新湯富士周辺の湖沼群には

ルな どの両 生類

ています︒医学的に実験結果が確認できる
◆

栃木県レッドリスト掲載のモリアオガエ
◆

こともあり大変好評を得ていますよ︒
﹂
◆

１３

も塩原にしかありません︒国内の硫黄泉は

る環境も充実しています︒
﹂

て︑
“湯めぐり手形”という温泉郷の
いて教えてください︒

地産地消を活性化させる工夫されたメニ

に黒い色をしている硫黄泉の湯は︑全国で

２８

されています︒両生類の他にも︑ミズバシ
ョウの群生やハッチョ ウトンボなど植物
や昆虫の希少種も見られます︒
また︑この辺りは海抜１０００ｍの高地
ですが︑同じ海抜の他地域では見られない
種類が多く生息しているため学術的にも
貴重な地域です︒はっきりした裏付けでは

させているところです︒原生的な再生のた

ｍありますので︑

月下旬から

月 中旬
１１

した新緑の季節も大好きですよ︒
なお現在︑大沼周辺では塩那森林管理署
を中心に県や市︑ＮＰＯなども参加して自

種子によ る天然更新で樹木を育成して
います ︒

この取り組みにより︑今後は更に素晴ら

◆

◆

しい青葉や紅葉の景色が広がっていくで
しょう︒
﹂

◆

に原生的な森林の再生を目指し︑造林地の

としては︑湖沼群の湿地環境の保全と同時

ー の 機 能 や 取 り 組み を 紹 介 し て く だ さ い ︒

ーセンターがありますね︒ビジターセンタ

塩原温泉郷に入って暫くすると︑ビジタ

ビジターセンターによる活用と保全

針葉樹を間伐して天然の広葉樹林を拡大

然再生推進事業を進めています︒事業内容

てた苗木の植樹や元々あった樹木の落下

広葉樹が多くみられますが︑新緑や紅葉
ですね︒
﹁大沼周辺の紅葉は

月下旬から始 ま

め間伐地には︑同じ地域のどんぐりから育

紅葉の人気スポット「紅の吊橋」

のシーズンは素晴らしい景色になりそう

紅葉が始まったばかりの大沼の景色

ります︒塩原地区全体で高低差が約５００

１０

まで長く紅葉が楽しめます︒私は︑青々と

１０

ありませんが︑周辺の源泉による地熱が高

産卵時のモリアオガエル
クロサンショウウオもレッドデータブックに掲載

地でも多くの希少種が生息できる 環境を
作っているのではないかと思われます︒﹂

クロサンショウウオの卵塊

針葉樹林から天然の広葉樹林へ転換中

され主に塩 原の自然を 活用したイベント

ンターは︑塩原の自然の玄関口として設置

務所にもなっている塩 原温泉ビジターセ

﹁はい︑私たちパークコンダクターの事

も冬のイベントは特に人気があります

富なイベントを通年開催しています︒中で

実でリースを作る教室などバラエティ豊

自然観察会もありますし︑落ちている木の

ちろん希少種や大沼の生態系を学習する

おり︑水位の低下はヤゴにとっては死活問

ハッチョウ トンボなど希少種が生息して

き水しかありません︒しかし︑ヨシ沼には

込んでいて︑ヨシ沼の水源は沼中からの湧

例えば︑大沼の水は隣のヨシ沼から流れ

この水位変化に対応できるように︑ヨシ

を開催しています︒また︑センター内には

塩原の冬は結構な積雪があり︑湖沼が凍

沼から大沼 への水路に は生命線となる木

題になります︒

示をしています︒ハイキングの拠点や情報

ってしまうと聞いていますが︑こんな厳し

造のダムを作っています︒ダムといっても

ね︒
﹂

収集などに活用されている方もいらっし

い気象状況の中で開催するイベン トが人

塩原の自然を表したジオラマや歴史の展

ゃいますね︒﹂

木を積み重ねて置いているだけなので︑隙

イベントのプログラムにはどんなもの

間から適度に水が出ていて大沼へ水を供

ムですが︑凍った大沼の上も歩きます︒時

洋カンジキを履いて雪 上を歩くプログラ

ります ︒こ のダ

﹁そうです︒スノーシューと呼ばれる西

には吹雪の中を歩きますし︑天気が良けれ

ム周辺はタゴガ

がありますか︒
﹁塩 原の四季を体験できるウォーキン

ばウサギやテンなどの小動物の足跡探し

エルの産卵場所

給する障害にはなりません︒

グやハイキングを新緑や避暑︑紅葉などテ

などが楽しめます︒厳しい塩原の冬を利用

やイモリの巣が
いろいろな楽しみ方がある大沼とその

ないよ うに 注意

この環境を壊さ

しかし︑木造のため補修が度々必要にな

ーマに沿ったコースで実施しています︒も

した他では体験できないプログラムだか

あ りま す か ら ︑
周辺ですが︑どのような施設整備をされて

を払っ て補 修 し

この他︑大沼とヨシ沼には造林地からの

ています︒

いますか︒
﹁基本的には自然と人に優 しい施設整
備ですね︒

ヨシ沼の生命線となる木造ダム

気なのですか︒

大人気！西洋カンジキ「スノーシュー」
（左側）

ら人気があるんですよ︒﹂

バラエティ豊富なビジターセンターの展示

間 伐 材 で 作 ら れた 木
造歩道が設置されて
います︒観察しやす
いよ うに高 さを抑え
て設置していて︑車
イスでも通行可能な
ユニバーサルデザインを採用しているの
が特徴ですね︒
﹂
木造 歩道以外でユニバーサルデザ イン
を採用しているものがありますか︒
﹁トイレや標識についてもユニバーサ
ルデザインを採用しているところ があり
ます︒﹂

（左〕大沼の駐車場にあるエコトイレ（右）ユニバーサルデザインの木造歩道

トイレは環境に優しい エコ トイレもあ

を行っています︒﹂

コトイレを 設置しているところもありま

﹁はい︒トイレについては︑循環式のエ

いう点で気になるのが︑利用者のモラルや

といった感じでしょうか︒しかし︑快適と

適に保健や休養できる機会を提供する︒”

やさしく言うと“利用者が自然の中で快

す︒多くの人が利用しますから︑今後はエ

マナーですが︑巡回されていてどのような

るみたいですね︒

コトイレの増設をしていきたいですね︒

﹁よく見るのが採取行為ですね︒国立公

違反行為 があります か ︒

に使用が制限されるトイレがありますの

園内は自然公園法で動植物の採取を禁じ

この他︑トイレの改善点としては︑冬季
で︑冬季も使用できる箇所を増やすことで

られていますが︑草花や木の枝を持ち帰る

う可能性 も当然ありますよね ︒
﹂

なく︑植物や幼虫︑巣が踏み潰されてしま

通った跡が残り自然の姿を損なうだけで

る方がいらっしゃいます︒こうすると人が

路を外れて草木の中に入り︑カメラを構え

他には︑良い位置で写真を撮るために園

すね︒そうすればスノーシューのコースも

◆

方がいらっしゃいます︒
◆

増やせて︑人気や参加者のアップに繋がり
ますからね︒﹂
◆

理想的な生態系の構築を目指して
君島さんは︑自然公園指導員としても活
躍されていますが︑具体的にはどんな活動

が起こしている行為ですよね︒こういう場

違反行為とは︑どれも自分本位の考え方
﹁自然公園指導員としては︑主に公園内

所だからこそ︑自然本位で考えた行動をお

をされているのでしょ うか︒
の保護及び適正な利用について指導や助

願いしたいものですね︒

沼の変化や懸案事項などがありますか︒

では︑これまでの活動経験から昨今の大

言をしています︒具体的には︑イベントで
も紹介した自然観察会やコース案内︑事故
防止の巡回のほか︑違反行為に対する指導

﹁こ れまで自然界が維持してきた 生態
系が悪い方 向に変わろ うとしていること

危険性が出てきています︒
﹂
最後になりましたが︑今後の活動の抱負

ています︒この調査結果が大沼再生への道

標となり︑大沼や塩原地域における理想的

﹁まずは︑現在の取り組みを継続するこ

この取材中︑とても印象に残った言葉が

な生態系の構築を可能にするはずです︒﹂

１つ目ですが︑大沼周辺の湿地にはヨシ

とですね︒イベントのプログラムは充実し

あります︒パークコンダクターの君島さん

について教 え てくだ さ い︒

が群生しているところが多く︑ヨシ沼もそ

ていると思いますので︑多くの人に参加し

が 言 わ れ た ﹁ 失っ た も の を 元 に 戻 す に は ︑

ですね︒ ２つ心配なこ とがあります︒

の名の通りヨシが多いところです︒ヨシは

てもらい︑塩原の自然を体験してもらうこ

壊してきた 時間に相当する時間が必要に

◆

冬になれば枯れるので積雪による重さで

とが重要です︒イベントを通して︑マナー

なる︒﹂という言葉です︒大沼の豊かな自

◆

折れて︑沼の生態系によって分解など循環

やモラルの向上に繋がることも期待して

◆

されます︒しかし︑地球温暖化の影響なの

場面で活躍する君島さんに注目です︒

力のある言葉でした︒これからも︑様々な

然と長年向 き合ってきた方の率直で説得

次に保護区の設定ですね︒以前︑天然記

います︒

雪がないと ヨシは折れず立ち枯れたまま

念物にするという話がありましたが︑様々

か積雪量は減少傾向にあります︒十分な積
になりますので︑こういう年が続くと立ち

な規制がかかってしまうため︑その際は断

最後に︑現在の取り組みを検証するため

枯れたヨシが徐々に増えてしまいます︒生

２つ目は︑大沼の水は大体３年ごとに一

にも４年後に生態調査を実施し︑両生類や

念しました︒私たちは規制による保全では

時的ですが枯渇していました︒枯渇する度

原生的な森林の増加を確認してみたいで

態系だけでなく景観的にも立ち枯れたヨ

に生息するフナの数が減るため︑捕食関係

すね︒特に両生類は︑生涯を陸と水中の両

なく︑保護活動による保全に取り組みたい

にある両生類とのバランスが取れ︑お互い

方で過ごし︑きれいな水や豊かな緑がなけ

シが増えることはあまり良いものではあ

に適度なバランスがとれていました︒しか

れば生きていけない動物なので︑自然の豊

と思ってい ます︒

し近年は︑枯渇することが少なくなったた

かさのバロメーターとしての役割も持っ

りませんからね︒

めフナの数が増加し︑両生類が減っていく

ご案内をお願いしたパークコンダクターの君島さん

♨塩原温泉郷へは…
〔電車とバスで〕

栃木県那須塩原市

東北新幹線那須塩原下車、バスで 67 分。

〔車で〕
西那須野塩原Ｉ.Ｃ経由、国道 400 号を西へ１５㎞。

〔問い合わせ先〕
那須塩原市塩原支所

産業観光建設課

那須塩原市中塩原 1-2

TEL 0827-32-2914

MAIL s-sankanken@city.nasushiobara.lg.jp

紅の吊橋
塩原支所

塩原もの語り館

那須塩原市街地、

湯っ歩の里

もみじ谷大吊橋へ

塩原温泉ビジターセンター

大沼

【森林浴の森日本１００選】大沼の森

ヨシ沼

塩原温泉ビジターセンター

塩原もの語り館

湯っ歩の里

大正ロマンをイメージした建物の施

延長 60ｍ幅 1.5ｍの回廊に 6 種類

設内には、地場野菜を使用した特産メニ

の石を配置した足湯が楽しめる日本

ューを提供するレストラン「洋燈」
、農

最大級の足湯専用施設です。

林物産直売所、
塩原の自然、文
学などの魅力
を伝える展示
那須塩原市塩原前山国有林

コーナーがあ

URL http://shiobara-vc.jp

ります。

URL http://www.ashiyu.jp/

TEL/FAX 0287-32-3050
e-mail info@shiobara-vc.jp

那須塩原市塩原 602−1

那須塩原市塩原 747 TEL 0287-32-4000

TEL 0287-32-3101

ほっさわ

㎞ ︑ 山 梨県

﹁檜原村は︑離島を除くと東京都では唯一
の村になります︒瑞穂町と日の出町︑隣の奥

檜原村は︑ 都心から西 へ約

と神奈川県に接しています︒百選地“払沢の

ブランド化に取り組んでいく予定です︒

ジャガイモは焼酎にも加工していて︑今後は

ジャガイモ を 特産品として生産しています︒

になっているため︑周辺では斜面を利用して

秋川になります︒この北秋川と南秋川は渓谷

村役場辺りで合流して多摩川の支流である

村内には︑北秋川と南秋川が流れていて︑

多摩町とで西多摩郡を構成しています︒

◆

んにご案内をお願いしました︒
◆

てください︒

まず檜原村の概要についてお話を聞かせ

東京にある村“檜原村”

◆

ています︒檜原村では︑産業環境課の金田さ

滝”周辺は︑秩父多摩甲斐国立公園に含まれ

５０

なお︑ 村となると農業など第１次産

業への就労者が多いイメージがあると思 い

ますが︑檜原村は第２次・第３次産業への就

労者が圧倒的に多くなっています︒就労先の

大半はもちろん村外ですが︑この辺が村でも

東京都ならではというところでしょうか︒﹂

渓谷といえば景勝地になっているところ

かのといわ

が多くありますが︑秋川渓谷はいかがでしょ
うか︒

﹁北秋川渓谷には名勝神戸岩があって︑都

絶壁を見上げながら散策ができるコースが

われる高さ１００ｍ︑幅１４０ｍの絶壁です︒

大昔に地殻変動によって二つに割れたと言

の天然記念物に指定されています︒この岩は︑

名勝「神戸岩」。高さ 100 メートルの岩がそびえます。

４ｍ︑

氷結日を当てる氷瀑クイズを実施しますが︑

◆

◆

癒しの供給源“都民の森”

◆

として開催しています︒メインは︑滝の最大

あります︒奥へ進むと大嶽山︑大嶽神社へと

っています︒滝つぼの深さは現在１・５ｍで

これは郵送などで受け付けていますので遠

・７ｍ︑２・３ｍとな

．へ
．の
．戸
．の 意味 から神戸という 名
続くため神

浅くなっていますが︑昔は深く濃い緑色をし
ています︒﹂

・８ｍ︑

前が付いたと言われています︒﹂
◆

方の人でも参加できます︒﹂

◆

ていて大蛇がすんでいたという伝説も残っ

◆

便利なアクセスと賑わうイベント

払沢の滝へのアクセスはいかがでしょう
か︒

︵以下都民の森︶”ですが︑ここは森林セラ

村の西端部にある“東京都檜原都民の 森

いの距離なので︑アクセスはとても良いです

ピー実行委員会から森林セラピーロードに

分くら

﹁払沢の滝は︑北秋川に流れ込むセド沢にあ

ね︒滝まではセド沢沿いの散策路を登ります

﹁払沢の 滝へは都道から歩いて
・

ります︒滝 は４段にな っていて下 から

月現在︶

認定されていますね︒

年

が︑渓流と樹木がバランス良く映えて︑風情

にあります︒
︵平成

﹁そうですね︒セラピーロードとして認定を
て教えてください︒

灯します︒初日には花火も打ち上げますし︑

トアップや滝へ向かう遊歩道沿いを提灯で

り ” と言って２日間開 催します︒滝のライ

夏のイベントは“払沢の滝ふるさと夏まつ

険の森”や“野鳥の森”︑
“ブナの森”など５

民の森として整備しています︒森林内は“冒

５００ｍにある１９７㏊の広大な森林を都

多摩三山の最高峰三頭山中腹１０００〜１

く・出会う・知る・作るなど森の楽しさを満

万人ですが︑都民の森だけで約

２０

喫できます︒なお︑檜原村の観光客数は年間
万〜

３５

冬のイベントは︑“払沢の滝小さな冬物語”
と言って滝が凍る期間に１日だけ感謝デー

３０

０００人の来場者があります︒

つのゾーンに分かれていて︑歩く・見る・聴

まずは︑都民の森から説明しましょう︒奥

１０
屋台なども出ますよ︒天候が良ければ毎年６

﹁イベントは夏と冬の年２回行っています︒

２０

を感じながら滝へと向うことが出来ます︒﹂

１５

では次に︑百選地“払沢の滝”について説

１３

受けている４箇所のうちの一つが都民の森

明をお願いします︒

１６

払沢の滝をメインにしたイベントについ

払沢の滝へ続くセド沢の渓流

２６

ウッドチップが敷き詰められた「大滝の路」
「大滝の路」の途中にある展望場所
眺望抜群！

万人が訪れています︒やはり紅葉シーズンの

みとう

設である森林館から三頭大滝までの“大滝の

少なく︑地面にはウッドチップが敷き詰めら

この大滝の路は︑コースの中で最も起伏が

ても盛んでした︒このため︑炭焼きのために

消費地に近かった檜原は昔から炭焼きがと

古い大きな木は少ないですね︒江戸という大

﹁気のせいでもなく︑実際にこの辺りには

れているので︑足への負担が最小限に抑えら

木を伐採して︑その跡に苗木を植えるという

路”で約１㎞の散策路です︒

れ︑とても歩きやすい道です︒また︑三頭大

ことを繰り返していたため︑古くて大きな木

なお︑現在植樹している種類はブナやトチ

滝への途中には︑天気が良ければ都内が見え
民の森内では最も大きい滝で︑滝の正面の滝

ノキ︑ケヤキ︑ミズナラの広葉樹とスギやヒ

が少なく︑天然林も少ない状況です︒

見橋からの姿は見応えがありますし︑飛沫を

ノキ︑モミといった針葉樹をバランス良く植

る眺望抜群の展望箇所があり︑三頭大滝は都

浴びれば歩いた疲れが癒されますね︒﹂
巨木がたくさんあるイメージですが︑この森

葉樹を植林するケースが多く見られます︒し

最近︑公共的な森林には針葉樹を避けて広

えています︒
﹂

にはあまり樹齢の古い大きな木があまり 見

かし︑森林浴を楽しむ場所では︑森林浴の主

森林セラピーというと樹齢百年を超える

られませんね︒気のせいでしょうか︒

滝見橋からの三頭大滝

月がピークですね︒東 京都は国有 林や都

㎞にも なり ま す︒この 内 セラ ピ

２３

ーロードとして認 定を受けたの はメイン施

総延長は

と︑都民の森内には幾つもの散策路があり︑

次にセ ラ ピ ーロー ドに ついて 説明 します

炭素吸収源にもなっています︒

有林が少ないので︑都民の森は貴重な二酸化

１１

いう方針なのですね︒

葉樹を含めたバランスの良い植林が大切と

樹から多く出ていると言われているため︑針

成分と言われているフィトンチッドが針葉

力を入れていますが︑村外からの希望者が目

これら観察会では︑ボランティアの育成にも

た職員が務めますので大変人気があります︒

メニューもあります︒講師は専門知識を持っ

なります︒

センター﹁数馬の湯﹂に浸かってから解散に

ーロードの大滝の路を散策し︑最後には温泉

ンでセラピー食をとります︒その後︑セラピ

なお︑ツアーの最初と最後には健康チェッ

クがあり︑血圧と唾液に含まれるアミラーゼ

立っています︒
また木工教室では︑村内にある製材所を利

︵消化酵素︶を測定してセラピー効果が確認

都民の森では︑散策路の他にも森とふれあ
える施設が点在していますが︑これらの施設

用してプレカットされた材料が用意できる

◆

を利用して︑どのようなイベントや取り組み

◆

できるシステムになっています︒﹂

◆

利用者の増加と安全確保に向けて

﹁払沢の滝に関する取り組みとしては︑滝

では︑最後に今後の抱負をお願いします︒
﹁イベントと言うよりは︑体験ツアーのよ

を取り入れたトレッキングのルート作りに

はどのような内容で開催されていますか︒

森林セラピーロードを活用したイベント

いますね︒﹂

いろいろなものを工作できて︑リピーターも

ので︑本棚やベンチ︑カントリーチェアなど

企画して実施しています︒自然観察会や木工
教室︑森林セラピーに関連したものを多く開
催しています︒
自然観察会は︑野鳥や植物など四季の移ろ

うな内容で行っています︒これは今年度から

取り組む必要がありますね︒また崩土などで

◆

通行止めになりますのでその対策にも取り

月
始め たもの で︑ 新緑の ５月から紅 葉の

回開 催 して います ︒ 毎回定員 まで応

◆

組んでいきたいですね︒
﹂

◆

就寝︒二日目は都民の森に入って︑まず木工

の滝や神戸岩など名勝を回り︑村内の旅館で

村内産のそばでそば打ち体験をした後︑払沢

一層高めて供給されるでしょう︒

ど村全体を活かした取り組みが癒し効果を

います︒今後は︑払沢の滝や神戸岩︑温泉な

現在では檜原村の癒しが都心へ供給され て

昔︑檜原村の木炭を江戸へ供給したように︑

教室に参加し︑昼食は施設内にあるレストラ

ています︒一泊二日のツアーでは︑一日目は

ツアー は日 帰りか一泊 二日の 日程 になっ

募がありますね︒

まで

１１

いを感じる
もの や︑星
座と一緒
に夜行性
動物の観
察をする

１０

﹁都民の森 でのイベン トは管 理事 務所が

が行われていますか︒

（下）木工工作室
（上）ダイニングチェアー

檜原村へは…
〔電車とバスで〕
JR 五日市線武蔵五日市駅より西東京バスで約 25 分。

〔車で〕
圏央道あきる野 I.C より 15 ㎞、30 分
中央自動車道八王子 I.C より 24 ㎞、45 分。
中央自動車道上野原 I.C より甲武トンネル経由

東京都檜原村

26 ㎞、
50 分。

〔問い合わせ先〕
檜原村産業環境課
檜原村 467-1

TEL 042-598-1011

MAIL kankou@vill.hinohara.tokyo.jp

交流センター
神戸岩
観光案内所
東京都檜原都民の森
森林セラピーロード
檜原温泉センター・数馬の湯
檜原村役場
【日本の滝百選】払沢の滝

東京都檜原都民の森

檜原村地域交流センター

自然を身近に感じ楽しむことが出来る山

都市と村との交流を目的に、草木染教

岳公園。森林セラピーロードを含む、総延長

室、そば打ち教室、わさび漬け作り教室な

23 ㎞の遊歩道が整備され、動植物の観察や林

どの体験教室が開催されています。

檜原温泉センター
数馬の湯
山里暮らしを楽しんだ後は、森
の中の天然温泉へ。この湯はアル

業体験、三

カリ単純泉で疲労回復や健康増進

頭山登頂教

に効果が有ります。

室などのイ
ベントが開
催されてい
ます。
檜原村 7146

檜原村 403
TEL 042-598-6006

URL http://www.hinohara-mori.jp/

TEL 042-598-0069（檜原村観光協会）

檜原村 2430

URL http://www16.ocn.ne.jp/~hinohara/

URL http://www.kazumanoyu.com/

TEL 042-598-6789

㎞ ︑ 房 総 半 島 の 南 東 端に

式戦が市内の野球場で開

催され︑今年は千葉ロッテ

東京都か ら約

位置する鴨川市︒百選地の “前原・横渚海

マリーンズのファームが

プロ野球のキャンプ地と

春季キャンプを行うなど

鴨川市では︑商工観光課課長補佐でツーリ

しての顔も持っていま

市東部の天津小湊地区

ズム推進室室長の平川さんと企画財政課の
◆

す︒﹂
◆

約３万６千人の市です︒

人の生誕地です︒生誕時は︑“庭先から清水

が湧き出 した”︑“ 蓮の花が海辺一帯に咲 い

た”︑“海面近くに真鯛が群れをなして泳い

ち な み に ３ つ 目の 〝 海 面近く に 真 鯛 が 群

だ”と言う３つの逸話が伝えられています︒
ド米の長狭米や全国でも屈指の水揚げ量を

年 に は 日 本 初の サ ー フ ィ

年ぶりにプロ野球の公

泳ぐ珍しい光景を見ることができますよ︒﹂

遊覧船を利用すれば︑鯛が群れで海面近くを

られ︑国指定特別天然記念物になっています︒

現在も鯛の浦という場所ではこの現象が見

根付くという習性を持っていません︒しかし︑

通常︑海面近くで姿を見せたり︑浅い海域に

れをなして泳いだ〟という現象ですが︑鯛は

とさ れて い て︑

スポーツでは︑日本のサーフィン発祥の地

が有名です︒

誇る伊勢エビの他︑天津小湊地区ではひじき

特産品としては︑千葉県を代表するブラン

﹁そうですね︒日蓮宗の開祖である日蓮聖

は日蓮聖人の生誕地とし

鴨

“海 ”と “波 ”のまち 鴨川

年２月に

ても知られていますね︒

についてお伺いします︒
﹁現在の鴨川市は平成

（旧）

川市と天津小湊町が合併して誕生した︑人口

１７

最初に︑西宮さんから鴨川市の概要や見所

◆

西宮さんにお話をお伺いしました︒

定されています︒

岸”が含まれる海岸部は南房総国定公園に指

９０
ʻ６５

ン大会が鴨川で開催され現在も続いていま
す︒
他には︑昨年︑

１４

取材日もたくさんのサーファーが波に乗っていました

鴨川市に縁のある人物といえば︑日蓮聖人

には︑日本の渚百選の他にも数々の百選があ

れたほどです︒この伊八の技術は五代に渡っ

間で﹁関東に行ったら波を彫るな﹂と恐れら

八”の異名を持っています︒関西の彫刻師の

は︑躍動感と立体感に溢れていて “波の伊

彫刻を得意とした彫刻師です︒特に波の彫刻

すか︒江戸中期に活躍した神社や寺院の欄間

﹁武志伊八郎信由 という人物 をご 存知で

います︒ここも日蓮聖人に因んだ場所で︑約

旭が森﹄が “日本の朝日百選”に選ばれて

りがとても特徴的です︒２つ目は﹃清澄寺の

寺の線香と眼下に広がる磯場の混ざった 香

“かおり風景百選”に選ばれています︒誕生

蓮聖人の生誕地に建立された﹃誕生寺﹄ が

模の百選を４つ持っています︒１つ目は︑日

﹁鴨川市は︑日本の渚百選を除けば全国規

ると聞いていますので紹介してください︒

て引き継がれ︑今でも鴨川や房総半島をはじ

７５０年前に昇る朝日に向かって初めてお

の他にはどんな方がいますか︒

め東京など関 東地方の 寺社仏閣でも見る こ

います︒３つ目は︑日本の渚百選の前原・横

題目を唱え︑日蓮宗を開宗した場所とされて
◆

とが出来ますよ︒﹂
◆

渚海岸の隣にある “白砂青松百選”に選ば

◆

個性ある地域の可能性と伸展

れた﹃東条海岸﹄で︑４つ目は“日本の棚田

（下）四方木不動滝〔清澄寺近辺の名勝〕

続いて︑平川さんにお伺いします︒鴨川市

（中）清澄寺境内

（上）“鯛の浦”大弁天・小弁天

（下）金乗院大日堂
（上）金乗院
大山寺不動堂向拝
伊八円熟期の作

大山千枚田では︑３７５枚の棚田にブランド

百選”に選ばれた﹃大山千枚田﹄です︒この

み︑オーナーは広く首都圏からも集まりまし

保存会ではまず︑棚田オーナー制に取り組

の保存と活用へ取り組みがスタート し ま す ︒

れ︑平成

らしい景観が評価さ

山 千枚 田 本 来 の 素 晴

この取り組みと大

米の長狭米が生産されていて︑東京に一番近

た︒オーナーは会費を保存会に払い︑もちろ

年に棚田

い棚田百選になります︒
﹂
４つ目の棚田百選について︑もう少し詳し

ますが︑作業全般を保存会にやってもらうと

ん収穫した米は全てオーナーのものになり

って 平成

百選に選定されました︒なお︑この成功によ

年に 棚田 農業 特区に認 定されて

くお話を聞きます︒棚田は︑後継者不足や耕

﹁ 百選 に 選 定さ れ る ま で の 経 緯 か ら 説明

ださい︒

して評価された取り組 みについて教えて く

行き届いている理由や大山千枚田が百選 と

すが︑ブランド米が耕作できるほど手入れが

作放棄という問題を抱えやすいと思われ ま

棄地の減少や都市住民と地域の交流を促進︑

会は︑この棚田オーナー制度によって耕作放

業を引き受ける仕組みになっています︒保存

の指導や日々の見回り︑参加できなかった作

に参加していきます︒保存会の役割は︑作業

や田植え︑稲刈り︑脱穀など７回程度の作業

いうものではなく︑オーナー自らが田づくり

来上がった日本酒を会員に配布する酒づく

棚田トラスト︵信託︶制度や酒米を育て︑出

作業により耕作し︑収穫量に応じて配分する

人に認可され︑現在は借り受けた棚田を共同

その後︑ 保 存会で は 平 成

ナー制度が始まっています︒

からは︑大山千枚田以外の市内の棚田でオー

年にＮ Ｐ Ｏ 法

すると︑平成９年に地権者や市民︑市外支援

大山千枚田：松明と水面を使った 3000 個の灯り

１１

１５

りオーナー制度など積極的に棚田を活用 し

大山千枚田：稲刈り

農地の維持管理に成功しました︒

大山千枚田：田植え

者によって大山千枚田保存会が発足し︑棚田
手前が前原・横渚海岸、奥が東条海岸（一戦場公園から）

１５

た取り組みを展開しています︒﹂

岸に戻してお伺いします︒

たイベントを実施しています︒灯りを使った

﹁段々にな っている棚田の特徴を活かし

を活用したイベントを実施されていますか︒

った成功例ですね︒一方︑市としてこの棚田

欲がしっかり噛み合い︑事業が展開されてい

というイメージが強いの

施設からビーチリゾート

テルや水族館などの観光

海岸に沿って建ち並ぶホ

隣の白砂青松百選の東条

百選地の前原・横渚海岸や

一般的に鴨川といえば︑

演出になりますが︑水を張った棚田のあぜ道

ではないでしょうか︒

地域が 持っていた 可能性と外 部からの意

に１５００本の松明を並べていきます︒夜に
００個の灯りが幻想的な空間を醸し出しま

ージが強いかもしれませんね︒もちろんイメ

聞くと︑南国のビーチリゾート地というイメ

﹁確かに南房総・鴨川と

す︒また︑松明の油は環境にやさしく︑市内

ージだけではなく︑実際にホテルや観光施設

なると松明の火が水面に映るので︑合計３０

の宿泊施設から出た廃油を再利用したもの

歩道に沿ってヤシが植えてあり︑南国リゾー

の他︑砂浜沿いのプロムナードと呼ばれる遊

なるほど︒棚田一枚一枚の高低差と奥行き

ト気分が十分味わえます︒また︑温泉も湧い

も実施されていますか︒

込んで“シーフェスタ

ＫＡＭＯＧＡＷ

スなどハワイをイメージさせる内容を盛り

観光のコンセプトを持たせるため︑フラダン

タ”と名付けた商業祭を実施していましたが︑

広い砂浜はビーチサッカーやビーチフラッグの会場に

﹁待崎川の北東にある東条海岸には︑保安

すか︒

の東条海岸ですが︑どんな特徴を持っていま

その他の百選で紹介された白砂青松百選

ども一緒に実施しています︒﹂

ビーチサッカーやビーチフラッグの大会な

ディングや鴨川温泉を使った足湯コーナー︑

容はフラダンスのほかにも︑ハワイアンウェ

Ａ”とリニューアルして実施しています︒内

in

です︒﹂
で立体感溢れる空間が作られ︑更に松明と水

ていますので保養も最適ですね︒﹂
◆

ビーチリゾートを意識したイベントなど

面に映る灯りが風による自然の特殊効果で
◆

揺れて幻想的な空間が演出されますね︒
◆

﹁そうですね︒“シーフェスタ”という一
最大のイベントを開催しています︒このイベ

南国ビーチリゾートの魅力
では︑棚田の話で山間部のイメージが強く

ントは元々︑“ふるさといきいきシーフェス

日で５・５万人と多くの来場者を集める市内

なってしまったかもしれませんが︑内容を海

「シーフェスタ㏌ＫＡＭＯＧＡＷＡ」でのフラダンス

林に指定された広大な松林があります︒この
東条海岸には︑ウミガメが産卵のために上陸

議なのでしょうか︒
﹁鴨川の海は漁業や観光︑レジャーなど多
くの機能を持ち合わせています︒この市民会

◆

◆

◆

オールシーズン楽しめるビーチへ

議 “鴨川沿岸 海岸づくり会議”は︑今後

してきますよ︒﹂
ウミガメの産卵に対して見回りや立ち 入

“きれいで安全で利用しやすい海岸”を残し

﹁海岸部は︑海水浴やイベント以外での観

では最後に︑今後の活用について計画など

り 禁止区域を設けるなどの対応をされて い

ていくため “この海岸をどのようにしてい

光資源として開発すること︑つまりオールシ

ことです︒海へ入れなくてもビーチコーミン

ありましたらお聞かせください︒

るのですか︒

くべきか”について考えることを目的として

﹁東条海岸の中央辺りには︑鴨川シーワー

ーズンで楽しめるプログラムを考えていく

ねました︒参加者は︑海岸分野の学識者や沿

グや海洋浴をヘルスツーリズムやエコツー

年に設置し︑平成

さんがウミガメの産卵時期になると見回り

岸住民︑漁業︑観光︑レジャー使用者のほか︑

ルドという水族館があって︑ここのスタッフ
をされています︒また︑シーワールドには“海

リズムに組み込むなど工夫を凝らせば参 加

この会議の中では︑現状の基礎知識として

また︑先に紹介した計５つの百選が点では

一般公開によって︑様々な立場の方から意見

するウミガメもいます︒このように産卵を見

沿岸部の変遷や生態系︑利用状況を把握し︑

なく線として繋がるよう充実を図り︑百選の

亀の浜”という人口ビーチがあって海岸と往

守る環境が整っていますから︑市では特別な

今後の海浜変形の予測結果なども参考にし

ームページ上で

◆

ように取り組みたいですね︒﹂

◆

響を与えることも期待されます︒

里山へ広がれば︑河川や海岸の環境にも好影

出会いました︒今後は︑保全範囲が棚田から

民が原動力になって活性化させた成功例に

資源の持つ魅力や能力を行政が引き出し︑市

鴨川市では︑棚田での取り組みが示す地域

◆

の近さを最大限に活かしたいですね︒

対応はしていませんね︒
﹂

相乗効果や市内観光への波及効果が高まる

さて近年︑高潮による砂浜の侵食や河口へ

開示し︑工事の際

方法などについ

の土砂の堆積などが深刻化している海岸が

は現地説明会を

ればウミガメも安心して産卵できる環境が

多いと聞きます︒以前︑鴨川市では︑海岸の

行うなど情報公

て検討し ま した︒

浚渫や養浜など沿岸部が抱える問題につい

開にも努めてき

確保されて︑水族館としても野生動物の行動

て︑市民会議を設置し︑対策や保全に関する

ました︒﹂

なお︑議事録をホ

方針を検討していますが︑どのような市民会

展示に活用できるということですね︒

なるほど︑水族館スタッフというプロがい

て護岸工事や越波対策︑浚渫した土砂の利用

者は集まると思います︒もちろん︑東京から

平成

年まで会議を重

様々な機能と活用方法を持ち合わせる鴨川の海

を聞くことも目的としていました︒

１９

来できるため︑シーワールドの敷地内で産卵

１５

鴨川へは…
〔電車で〕
東京駅から JR 外房線特急「わかしお」乗車、安房鴨川駅下車。約２時間。

〔車で〕
アクアライン〜館山自動車道・君津Ⅰ.Ｃ〜房総スカイライン〜鴨川有料
道路。都心から約９０分。

〔高速バスで〕
「アクシー号」
（予約制）は、浜松町・東京駅から東京湾アクアライン
を経由し鴨川へ。約２時間。

〔問い合わせ先〕
鴨川市役所

千葉県鴨川市

商工観光課

TEL 04-7093-7837

鴨川市横渚 1450 番地

MAIL shokokanko@city.kamogawa.lg.jp

【日本の朝日百選】清澄寺

鴨川シーワールド
【白砂青松百選】東条海岸

【日本の棚田百選】
大山千枚田

鯛の浦
【日本の渚・百選】前原・横渚海岸
【日本のかおり風景百選】誕生寺

鴨川シーワールド
シャチやイルカ、アシカなど様々なパフ
ォーマンスで人々を魅了する海の仲間た
ちが暮らしています。また、美しい海の中

鯛のまちボランティアガイド
「日蓮聖人」や「鯛の浦」、
「清澄寺」と
歴史と自然がいっぱいの天津小湊。
見どころたくさんのこのまちでは、地元

大山千枚田
東京に一番近い棚田の里。毎年棚田オ
ーナーを広く募
集し、田作りか

を疑似体験できる展示施設なども充実し

に住んで

ら収穫までの様

ています。

いるボラン

々な共同作業と

ティアのガ

イベントを通じ

イドさんが

て棚田の保存に

案内してく

努めています。

れます。
（※ガイド料は無料。要予約）
鴨川市内浦 405-16（商工会館内）

鴨川市平塚 540

TEL 04-7093-4803

TEL

04-7099-6133

（NPO 法人大山千枚田保存会）

URL http://www.kamogawa-seaworld.jp/

URL

http://guide.awa.jp/

URL http://www.senmaida.com/

鴨川市東町 1464-18

TEL 04-7099-9050

村の２つの宝物

北海道島牧村

北海道の日本海側南西部に位置する島牧村は、４０ｋｍにおよぶ
海岸線を有し、ホッケ・うになどの海産物がよく獲れます。農業の
ほうでは、少ない平地を活用し、稲作等も行っており、隠れた逸品
「賀老米」を作っています。そして、気候も穏やかです。そんな島
牧村は、自然の宝庫で、２つの百選地を有しています。
まず、１つ目は『“飛龍”賀老の滝』です。滝壷がないという珍
しい滝で、幅３５ｍ、落差７０ｍの大瀑布はダイナミックなスケー
ルです。道内はもとより、全国有数の規模で、毎年たくさんの観光
客にマイナスイオンを供給しています。また、狩場山系に広がるブ
ナ原生林の面積は１０，７００ha で日本一の蓄積量を誇っています。

賀老の滝

もう１つは『江ノ島海岸』で、湘南のものと同じ名前で、
「北海道に江ノ島!?」と驚かれることもしばしば。約４ｋｍ
にわたって続く砂浜で、渚にはメノウやジャスパー等の銘石
が打ち寄せられることがあります。夏には多くの海水浴客や
キャンプ客でにぎわい、冬から春にかけては、80 ㎝オーバ
ーのアメマスを狙う釣り人でにぎわっています。

江ノ島海岸

浄土ヶ浜

岩手県宮古市

宮古市の景観を代表する浄土ヶ浜は、昭和２９年４月に
岩手県の名勝に指定、翌３０年５月には当地を中心とし陸
中海岸国立公園に指定され脚光を浴びるようになりました。
浄土ヶ浜の地名は、天和年間、宮古山常安寺七世の霊鏡
竜湖が「さながら極楽浄土のごとし」と感嘆して浄土ヶ浜
と名づけたとされています。
浜は背後の臼木山の海蝕により形成され、流紋岩の岩や
小石、白い岩肌、アカマツの緑、海の青さが見事なコントラストをなしています。一方、海側
から見た浜には、剣の山、血の池、賽の河原など地獄を連想させる地名が付いています。また、
屏風状の岩に囲まれた穏やかな入り江、岩上に群生する常緑
樹、洋上の奇岩が日本庭園のような美しい景観を誇るが、加
えて良好な水質と波の穏やかさにより、「日本の快水浴場百
選」のうち海の部特選にも選定されました。
周囲には県立水産科学館を始め、観光船乗り場やレストハ
ウス等の施設があり、様々なイベント、海の幸などを堪能す
ることができ、一年を通して観光客で賑わっています。

表情豊かな「安の滝」

秋田県北秋田市

平成１７年３月、秋田県北部に位置する４町(鷹巣・合川・
森吉・阿仁)が合併した北秋田市は、自然が豊かで、森吉山県
立自然公園を中心としたトレッキングや渓谷・滝めぐりなど
を目的に訪れる観光客が多く、その中でも中ノ又渓谷にある
「安の滝」(やすのたき)は、観光スポットとして好評です。
毎年６月上旬頃から、安の滝へ向かう道路が開通し、観光
客が訪れ始めます。秋田内陸線の阿仁マタギ駅から車で３０
分走ると、安の滝駐車場に到着します。色鮮やかな新緑や紅
葉はもちろん、高山植物や清流などを楽しみながら歩くこと、
約５０分で安の滝展望台に到着します。

新緑と澄み切った空に映える安の滝

目の前には二段構造の高さ約９０ｍ、断崖絶壁を下る迫力あ
る安の滝が広がり、見る者を圧巻し、今まで歩いてきた疲れを
一瞬で吹き飛ばしてしまうほどの雄大な景色です。展望台から
の景色も素晴らしいですが、展望台から歩いて約１５分の上段
の滝つぼからの景色もまた格別です。
滝の由来となった悲恋伝説を知ることで、滝への深みが増す
「安の滝」へ、ぜひ一度お越しください。
表情豊かで色鮮やかな紅葉が映える安の滝

潮騒が聞こえるまち

千葉県山武市

九十九里浜のほぼ中央に位置する山武市の海岸は、遠浅で、
広大な白い砂浜を有しており、市内には本須賀、白幡・井之
内、小松、南浜、中下、殿下の６つの海水浴場があり、終日
観光客で賑っています。
夏の海水浴場の賑わいはもちろん、サーフィンやカイトサ
ーフィンなど季節を問わず、マリンスポーツに興じる人たち

広大な砂浜

の姿が見られます。
冬は太平洋から昇る雄大な初日の出、春から初夏にかけて
はピンク色の可憐な花を咲かせる浜昼顔など、季節ごとに
様々な表情を見せてくれます。
蓮沼海岸には、海浜公園が整備されており、展望等から眺
める九十九里浜の景色は最高です。また、潮騒の聴こえる松
林の中には遊歩道もあり、散策が楽しめます。

可憐な浜昼顔

秋田県由利本荘市

日本の滝百選「法体の滝」
日本百名山の一つ鳥海山の東麓、秋田県由利本荘市を流
れる「子吉川」の源流部にある、末広がりの荘厳な法体の
滝は、一の滝、二の滝、三の滝からなり、流長１００ｍ、
落差５７．４ｍ。霊峰鳥海山にその源を発し、山頂に面し
て流れ落ちる珍しい滝として知られています。
紅葉の法体の滝

約３０ａの滝壺と、一の滝上流部、二の滝河床に見
られる大小無数の甌穴（おうけつ）群は、女川層の珪
質泥岩に生じたもので、学術的にも貴重なものとし
て、秋田県名勝及び天然記念物第一号に指定されてい
ます。
滝の前面には園地が整備され、キャンプやバーベキ
ューなどを楽しむことができます。さらに、滝の上流
「玉田渓谷」に沿って約２．５km にわたる散策路は
絶好のハイキングコースとなっており、毎年たくさん
の観光客でにぎわいます。
また、今年は漫画「釣りキチ三平」の実写映画のロ
ケ地として法体の滝が選ばれ、クライマックスとなる
シーンが撮影されました。平成２１年３月公開予定
（C）2009 「釣りキチ三平」製作委員会
映画「釣りキチ三平」撮影風景

で、そのときには銀幕を通じて多くの方々にその美し
い姿を見ていただけるものと思います。

藤野（相模湖）雑木林

神奈川県相模原市

相模川の最上流に位置し、東京から１時間ほどの位置にあります。
電車では、ＪＲ中央線藤野駅下車１０分、４５４ｈａに
広がるケヤキ・クヌギ・コナラによる濃い緑の地帯です。
相模湖の周囲は水源涵養保安林に指定されています。
相模湖を一望しながら、小鳥の声に耳を傾けながら自然
を満喫することができます。
清流には、ヤマメ・アユ・オイカワ・ワカサギ・ウグ
イなどが生息し、釣客を楽しませてもいます。

称名滝とアルペンルート美女平周辺

富山県立山町

称名滝は落差日本一の３５０ｍを誇る大爆布、アルペンル
ートのもう一つの名所です。滝は４段から成り、水量は多い
ときに毎秒１００t を越えます。豊水期（４月〜６月）には
隣に現れる落差５００ｍのハンノキ滝とＶ字状の共演が見
られます。また滝周辺は、クモマツマキチョウ（富山県天然
記念物）の生息地でもあります。
初夏、新緑の中に流れ落ちる滝の姿には清涼感が溢れてい
ます。紅葉は１０月〜１１月上旬に見頃を迎え、木々が赤や
黄色など鮮やかに色づきます。
アルペンルート沿線の美女平〜下ノ小平には、スギやブナ
の自然林が広がります。美女平周辺には、女人禁制を破った
美女が杉になったという伝説を持つ美女杉や、樹齢３００年
以上の名前が付いた巨木があります。

称名滝

この豊かな森をめぐる散策路が整備され、森林浴を楽
しめます。一帯には、オオルリやキビタキなど６０種以
上の野鳥が生息しており、バードウォッチングのメッカ
でもあります。特に５月〜６月は多くの鳥と出会うこと
ができます。
美女平

八ヶ峰自然休養林

福井県おおい町

おおい町は福井県の南西に位置し山と海に囲まれた自然
豊かな町です。森林浴の森百選に選ばれている八ヶ峰自然休
養林からは、若狭富士と称される青葉山やシャクナゲの自生
地として有名な頭巾山等を望むことができる風光明媚な場
所です。
八ヶ峰自然休養林には、ブナの原生林が広がっており、夏
になれば青々とした葉が生い茂り、秋には真っ赤に紅葉し四
季を通して多彩な自然との出会いを演出してくれます。

八ヶ峰周辺一帯

ブナには高い保水能力があるので、八ヶ峰自然休養
林の山腹にも落差約２０ｍの滝があり、夏でも涼しく
森林浴を楽しむことができます。
また麓には、八ヶ峰家族旅行村があり、そこではキ
ャンプや魚つり等の自然体験活動を行うことができ、
八ヶ峰家族旅行村

シーズンにはたくさんの人達が訪れ賑わいます。

伊豆半島最南端 白砂・青松の美浜

弓ヶ浜

静岡県南伊豆町

南伊豆町の中央部を流れる青野川の河口から東へ、緩やかな弓なりの弧を描く海岸は「日本
の渚百選」のほか「快水浴場百選」
、
「日本白砂青松百選」、
「伊豆三大美浜」にも選定された弓
ヶ浜。白砂と松林、青い海との調和が美しい海岸です。
夏は海水浴場として賑わうほか、年間を通じてウィンド
サーフィン・ボディボード・シーカヤック・ダイビングか
ら乗馬まで様々なスポーツを楽しむことができます。
また、弓ヶ浜は温泉地でもあり、気軽に入れる町営弓ヶ
浜温泉「みなと湯」があります。ナトリウム・カルシウム
の塩化物温泉は神経痛や疲労回復などの効能があり、運動
後の疲れを癒すのにはおすすめです。
弓ヶ浜はアカウミガメの産卵場所でもあり、毎年６月
頃産卵に訪れます。町ではウミガメ保護条例の下、卵を
ウミガメ小屋にて保護、ふ化させて町内の子供と一緒に
旅立たせています。
自然豊かな南伊豆町にぜひ一度お越しください。お待
ちしております。

〜自然がつくり出す壮大な滝〜

八ッ淵の滝

滋賀県高島市

琵琶湖の西、比良山系最高峰の武奈ヶ岳に端を発する鴨川源
流にかかる名瀑です。その名のとおり、八つの淵があり、それ
ぞれに違った表情を持つ滝が勢いよく流れ落ち、自然がつくっ
た壮大なスケールの芸術を堪能できます。豪快に落下する青磁
色の八つの淵のうち、特に雄大なのは「貴船ヶ淵（きぶねがふ
ち）」です。船の形をした淵の右方に不動明王の岩があり、か
つてはこの岩の前で雨乞いが行
われたといいます。
また、周囲の景観がすばらしい
「大摺鉢（おおすりばち）」や
「屏風ヶ淵（びょうぶがふち）」
八ツ淵（貴船ヶ淵）

など、多くの登山客やハイカー
の心を潤します。

大小さまざまな滝が勢いよく流れ落ち、自然がつくった
壮大なスケールの芸術を堪能できます。
近くのガリバー青少年旅行村とは遊歩道でつながれてお
り、周辺一帯は野鳥や植物の観察ができるなど遊びのフィ
ールドが広がっています。

八ツ淵（大摺鉢）

〜万葉の時代からの景勝地〜 萩の浜

滋賀県高島市

遠浅の浜と緑の松林に恵まれた湖西最古の水泳場でキャ
ンプ場としても人気です。
湖水は透明度が高く、琵琶湖を優しく見守るように広が
る美しい砂浜の向こう岸には伊吹・鈴鹿山系が望めます。
春は穏やか、夏はマリンスポーツでにぎやかに、秋や冬
はひっそりと人や鳥たちの憩いの場になっています。
この辺りは、いにしえの時代より大陸、若狭と都を結ぶ湖上交通の要所でした。旅人たちは
風や波が静まるまで高島に滞在している間、その風景の美しさに感動し、多くの和歌を詠み残
しています。

「何処にか 船乗りしけむ高島の
香取の浦ゆ 漕ぎ出来る船」
（高市黒人 巻三. 二七五）
「思いつつ 来れど来かねて水尾が崎
真長の浦を またかへり見つ」
（巻九. 一七三三）

神庭の滝

岡山県真庭市

神庭の滝は、標高 1,030ｍの星山から流れる神庭渓谷にあり、
「神庭瀑」の名で国指定名勝にもなっており、高さ 110ｍ、幅
20ｍの断崖絶壁を落下する滝の豪快さは、西日本一の規模を誇
っています。四季を通じて美しい景観が楽しめますが、特に５
月の新緑、１１月の紅葉は見事です。一帯にはたくさんの野生
の猿が生息しており訪れる人に愛嬌を振りまいています。
また、北には西の軽井沢と呼ばれている蒜山高原と津黒高原が広
がり、ジャージー牛が放牧されている景色は、サイクリングやドラ
イブコースに最高です。その麓には全国露天風呂番付西の横綱「砂
湯」を有する湯原温泉郷があります。
また、滝から車で５分程度下ると、「勝山・町並み保存地区」が
あり、高瀬舟の発着場や白壁に格子戸など、江戸時代の雰囲気を楽
しんでいただけます。
ぜひ、自然・温泉・歴史の豊かな真庭市にお越しください。
！真庭市には神庭の滝をリアルタイムでご覧いただける、ライブカメラが設置してあります。
○

http://www.city.maniwa.lg.jp/webapps/www/live-cam/location/kannba.jsp

山口県光市

室積・虹ヶ浜海岸松林
光市は山口県の南東部にあり、瀬戸内の温暖な気候と豊か
な自然環境に恵まれています。
中でも瀬戸内海国立公園に指定され、日本の渚百選に選ば
れた室積海岸、虹ヶ浜海岸には、森林浴の森日本 100 選に選
ばれた県下最大級の松林が広がっています。この海岸部は、
日本の白砂青松百選や日本の名松百選、快水浴場百選などに
も選ばれてり、歴史や美観、保養効果など多くの魅力を持っ
ています。

両海岸合わせると約 32 ㏊にもなる松林

しかし近年、台風による潮害や松くい虫などの影響
によって松林が減少したことから、平成１７年から毎
年２月に地元住民と市が協働で黒松を植樹する“白砂
青松１０万本大作戦”を実施しています。
この取り組みによって、松林の再生・拡充を図り、
光市の誇りである青々と茂る松林の美観を後世へ引
「白砂青松１０万本大作戦」の様子

き継いでいきます。

〜高原と温泉と夢のまち〜

震動の滝

大分県九重町

九重町は大分県の中西部に位置する高原と温泉と夢の町です。
四季の変化が鮮やかで、春は野焼きの「黒」
、夏は新緑の
「青」、秋は紅葉の「赤」
、冬は雪の「白」と折々に移ろう
大自然を堪能できます。
平成１８年１０月にオープンした鳴子川渓谷の標高７７７
ｍに架かる、高さ１７３ｍ・長さ３９０ｍの日本一の人道吊
橋「九重“夢”大吊橋」からは日本の滝百選に選ばれた勇壮
な「震動の滝」や原生林の中に断崖絶壁がそそり立つ紅葉の
名勝地九酔渓、また天気の良い日にはくじゅう連山の壮大な
景観と四季を通じて様々な風景を楽しむことができます。
九重“夢”大吊橋

また、九重“夢”温泉郷（平成１９年１０月１７日
に新しく命名）は、打たせ湯で知られる「筋湯温泉」
や天然洞窟露天風呂の「壁湯温泉」、蛍の舞う「宝泉
寺温泉」、珍しい冷泉「寒の地獄」など、バリエーシ
九重“夢”温泉郷

ョンに富んだ温泉が町内各所に点在しています。

