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現場を訪ねて

スピードとテクニックを駆使して
ジェットスキー の醍醐味を満喫
２００９ ＪＪＳＢＡ ジェットスキー IN 内海（愛知県南知多町）

新製品・新技術

下水管敷設の“夢の工法”といわれた
塩化ビニール管を用いた
「小口径・長距離・曲線推進工法（ベル工法）」を開発

最前線カメラルポ

［歩いて・見た・歴史の家並み］◯

倉吉市打吹玉川（鳥取県）
赤い瓦葺き屋根の商家と
玉川沿いの白壁土蔵群
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●表紙説明●

　輝く太陽の下、水しぶきを上げて疾走するのは川崎
重工のパーソナルウォータークラフト「ジェットスキー※

ＳＴＸ－１５Ｓ」です。「ＳＴＸ－１５Ｓ」は搭載装備を必要
最小限にとどめて軽量化し、走りに徹したレースユーザー
のための最新モデルです。
　ジェットスキーのレースといえば、愛知県知多半島の
先端に近い内海海岸・千鳥ケ浜海水浴場で５月の末、
「２００９  ＪＪＳＢＡ  ジェットスキー  ＩＮ  内海」（主催／日
本ジェットスキー協会）が開かれました。２６年前から行
なわれているジェットスキー愛好者を対象にしたアマチュ
アレースの今年の第一戦で、全国から約２００名が出
場して熱戦を繰り広げました。この大会は今年、第６戦
まで各地の海辺や湖で開かれる予定です。（詳しくは「現
場を訪ねて」（Ｐ．８～１１）をご覧ください）。
※「ジェットスキー」は、川崎重工の登録商標です。

イラストぎじゅつ入門－◯

「Ｋプラント」が設計・施工する
大型で省エネルギーの
高性能セメントプラント
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 川崎重工グループの

“森づくり活動”がスタート

最

前
線カメラル

ポ

　国土のおよそ３分の２を森林が占める世界有
数の緑豊かな国－日本。
　森林は木材の産出だけではなく、水を蓄え、
水質を浄化し、また、土砂災害などを防いでくれ
る。二酸化炭素（ＣＯ2）を吸収するので地球環
境保全には欠かせない。森林浴は病気の予防や
健康増進に効果的という。
　このように、さまざまな恵みを与えてくれる森
林が、高齢化や後継者不足などによって管理が
行き届かず、荒廃が進みつつある。林野庁では
２００７年から「美しい森林づくり推進国民運動」
を展開して、緑豊かな国土を次世代に引き継ご

うと国民に呼びかけている。“環境活動”の一環
として、森の再生を目指す「企業の森づくり」活
動に取り組む企業も増えている。
　こうした中、川崎重工は２００８年末、関係自治
体などと協定を結び、兵庫県多可町の森林約
１４ｈａを「川崎重工  西谷なごみの森」と名づけ、
「企業の森づくり」を進めることになった。その
「第一回森づくり活動」が４月に行なわれ、社員
やその家族たちが植樹や伐採作業に汗を流し
て森づくりを“体感”した。
　その活動をカメラで追うとともに、日本の森
林について林野庁、兵庫県庁などで聞いてみた。

森林の再生を目指す「川崎　重工  西谷なごみの森」（兵庫県多可町）が地域との協働で活動を開始
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公民館では“森の講義”の後、スライドを
用いてこの日の作業内容と注意点が詳し
く説明され、全員が熱心に聞き入った。

多可町長の戸田善規さん。

三々五々、連れ立って
１キロほど先の「川崎
重工  西谷なごみの森」
へ向かう。子供たちの
ヘルメット姿が一層凛々
しい。

森林組合員からヘルメットを
渡され、腰ベルトに剪定ばさ
みと鋸を差し込む。いよいよ
山に入るのだ、という実感が
湧いてくる。

東山古墳群。１６基の
古墳のうち、石室の長
さが１０ｍを超えるもの
が５基あり、その１号墳
は兵庫県で最大級で
ある。

神戸

多可町

兵庫県

　「川崎重工  西谷なごみの森」（以下、
「西谷なごみの森」）の「第一回森づくり
活動」に参加したのは、川崎重工グルー
プの兵庫県内の事業所に所属する社
員とその家族などおよそ８０人。その日の
朝、参加者たちは神戸駅前と西明石駅
前に集合し、それぞれバスに乗って多
可町に向かった。神戸－多可町間は直
線距離で約４５ｋｍ。一行は１０時前に
多可町に到着し、公民館で戸田善規町
長や地元集落の田中隆区長などの歓
迎を受けた。

　戸田町長によると、多可町は総面積
の約８０％が山林（個人所有林と集落
所有林が半々）という“森林の町”だ。
山林のうち人工林が約６０％で、これは
国全体の人工林の割合（約４０％）より
高い。「これまで地元集落の皆さんが熱
心に森づくりをしてきた成果」（戸田町長）
である。しかし、多可町も高齢化などに
伴い、森林の管理が思うように進んでい
ないという。森林の手入れを怠るとどうな
るか。戸田町長は「森が黒くなる」と表
現した。
　「放置された森林に照葉樹などが繁
茂して、見た目に暗い森になります。する
と陽当たりが悪くなり、下草なども生えま
せん。そんな状態で大雨が降ったりする
と、一気水による土砂災害が起こる可能

性があります」と森林管理の大切さを訴
えた。

　これより先の２００８年１２月、川崎重工
は兵庫県、多可町、（社）兵庫県緑化推
進協会と「森づくり活動への取組に関
する協定」を結び、兵庫県多可町八千
代区の森林約１４ｈａを「川崎重工 西谷
なごみの森」と名づけ、「企業の森づくり」
に取り組むことになった。この森林は、人
工林（主にスギとヒノキ）と広葉樹林で
構成されており、昔から人 に々薪や炭な
どをもたらし、地域住民が大切に守って
きた“里山”の一部である。
　この「企業の森づくり」は、「兵庫県が
２００２年度から１０か年計画で進めている、
森の回復と再生を目指す『県民総参加
の森づくりの推進』の一環です。企業が
社会貢献活動として地域・地元自治体
と協働で、所有者に代わって森林管理
に取り組む活動です」（兵庫県・豊かな
森づくり課長の塩谷元宏さん）

　さて公民館では、戸田町長、藤井部
長などの挨拶の後、北はりま森林組合の
山口組合長が「多可町における森林保
全活動の現状」について話された。印
象的だったのは、木材の値下がりと人件
費の高騰、林業従事者の不足、人工林
の間伐の遅れなど森林管理をめぐる厳
しい現状であった。一方で、「林業は典
型的なスロー・インダストリー、長い目で見
つめることが大切」や「植樹は桜の花が
終わる頃までに」など森林管理のプロら
しい指摘もあった。

　最後に、作業内容と注意事項がスラ
イドを用いて説明された。
　主な作業は植樹と除伐。
　植樹は、家族参加組がヤマモミジを
植える。除伐は、増えすぎた常緑樹を切っ
て風通しをよくし、森を明るくする作業だ。
切るのはヒサカキやソヨゴ、アラカシなどで、
コナラやコバノミツバツツジ、マツなどは
残すなどと具体的な説明がなされた。そ
して「山の作業は危険なので、十分に注
意してください」と締めくくられた。
　一行は、森林組合が用意したヘルメッ
トをかぶり、腰ベルトに剪定ばさみや鋸を
装備して森に向かった。

　川崎重工グループは、２００７年５月に
制定した「カワサキグループ・ミッションス
テートメント」で、グループミッション（社会
における使命）として、「世界の人々の
豊かな生活と地球環境の未来に貢献
する“Ｇｌｏｂａｌ  Ｋａｗａｓａｋｉ”」を掲げ、地
球環境保全への貢献を強調している。
　“環境活動”は、「ＣＳＲ（企業の社会
的責任）の視点を超えた、企業としてご
く普通に行なうべき活動」（川崎重工・
藤井貞夫地球環境部長）と捉えている。
当然、「企業の森づくり」活動にも高い
関心を持ち、兵庫県以外の県からのア
プローチもあったが、「川崎重工は兵庫
県内に多くの事業所を有してお世話に
なっており、まずは兵庫県からと考えたの
です」（藤井部長）
　その後折よく兵庫県から声がかかり、
具体的な検討に入った。
　「提案された５か所ほどの候補地から、
川崎重工グループの社員１００～２００人
が入山して活動できる広さ、神戸周辺
からの日帰りの可能性、地域の森林保
存への熱意などを考慮して多可町に決
めました」（藤井部長）
　協定では、川崎重工グループは「西
谷なごみの森」で植樹や下草刈り、間伐
などの森林保全活動を通して社員の環
境教育を行なうとともに、日常的な管理を
兵庫県森林組合連合会に委託し、森
林整備のための資金を提供する。また、
緑の募金を通じた森林ボランティア活動
への支援、さらには、ひょうごエコアクショ
ンポイントモデル事業（県民の地球温暖
化防止活動の促進によるＣＯ２削減への
取り組みとして、森林ボランティアが行な
う植林や間伐活動、また、県民のエコ商品・
サービスの購入などにエコポイントを付与）
の原資支援を行なう、となっている。

　川崎重工では、ここに紹介した「第一
回森づくり活動」に引き続いて４月下旬、
技術開発本部に配属された今年の新
入社員（２４名）による「森づくり研修活動」
を「西谷なごみの森」で実施した。
　新入社員たちは、「多可町における
森林保全活動」の講義を受けて現状と
課題を認識した後、除伐作業による“森
づくり活動”を体験した。

　２００５年に中町、加美町、八千代町が
合併して誕生した多可町（総面積約
１８５ｋｍ２、人口約２万５，０００人）は、周囲
を中国山地に囲まれた中山間地域であ
る。「多可」という地名は「播磨風土記」
によると、どこへ行っても天が低く、腰を
屈めて歩かなければならない大人が、こ
の地では腰を伸ばして歩けるほど天が
高いので、タカノコオリ（「高の郡」か）と
記されるようになり、ここから「多可」の地
名が始まったとされる。
　６世紀末～７世紀中頃に造られた東
山古墳群が地域の歴史の一端を物語っ
ている。横穴式石室を持つ１６基の古墳
で構成された古墳群である。
　田畑は総面積の約８％と少ないが、
酒米「山田錦」の発祥の地として知られ
ている。また、７世紀後半に始まったとい
う和紙「杉原紙」は、江戸時代半ばには

浮世絵などに利用され、現在、宮中の歌
会始の儀向けにも納められている。
　特筆すべきは、「敬老の日」の発祥の
地であること。戦後間もない昭和２２年、
野間谷村（八千代町の前身）の村長が

「としよりの日」を提唱し、村主催の敬老
会を開いた。この篤実な敬老精神が、
昭和４１年制定の「敬老の日」につながっ
たという。

川崎重工グループの
社員・家族約８０人が参加

社会の一員として当然なすべき
“環境活動”

スギ・ヒノキなどの人工林と
広葉樹林で構成

“森の講義”を受け、
剪定ばさみ・鋸を装備して森へ

■新入社員の「森づくり研修活動」も実施

■「多可町」のこと
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　家族参加組（５家族）はヤマモミジの植樹に汗を
流した。　石混じりの土に苦労しながら穴を掘った。
「ちゃんと大きく育ってね」。

第一回活動を記念して「川
崎重工  西谷なごみの森」の
入口で、戸田町長や川崎重
工地球環境部・藤井部長ら
がヤマモミジを植樹した。

山と山が連なって
多可町は“森林
の町”である。「手
入れの行き届かな
い森は黒くなりま
す」（戸田町長）。

伐採作業を終えて山を下る。汗びっしょりで疲れたが爽快だ。「また来た
い」と元気な声が杉林を渡っていった。

森林組合によるスギ伐採のデモンストレーション。ゆっくり倒れるスギの木に歓声があがる。

広葉樹林の繁茂した樹木を伐採し、枝を
落としてから一か所に集める。慣れない作
業に体がきしみ、汗が吹き出す。
枝落とし作業も真剣。この日は真夏のよう
な気温で、とにかく暑かった。
伐採は次 と々進み、森はみるみるうちに明
るく、風通しがよくなった。
作業の後はご覧のとおり。伐採した木の幹
や枝などが立木を利用してきちんと整理し
て積み上げられた。

　「西谷なごみの森」の入口（西谷公園）
で戸田町長などがヤマモミジを記念植
樹した後、参加者全員で記念撮影。桜
が満開の時期で、華やかな花吹雪の中
での記念植樹となった。この日、公園で
は地域の人たちが花見の最中で、参加
者たちは昼食を摂りながら地域の人た
ちと交流した。
　植樹と除伐の場所に移動する前に、
森林組合によるスギの伐採のデモンスト
レーションが行なわれた。根元の直径３０
～４０ｃｍのスギが切り倒されるのを間近
に見るのは珍しく、参加者たちから大き
な歓声が上がった。

　植樹は５家族が、西谷公園近くの林
道沿いにヤマモミジを植えた。石混じり
の地面を苦労して掘り、ヤマモミジの苗
木を植えた後、鹿除けのネットを張った。
植樹に汗を流した子供たちは「ちゃんと
大きく育ってほしい」と言い、親たちは「木
を植えるというのは、それだけで気持ち
いいことなんですね。成長の様子を毎年
見に来たいです」と笑顔で話した。

　除伐作業は６班に分かれ、３０分ほど
尾根沿いに山を登った広葉樹林で行なっ
た。除伐は「何年か先の山をイメージし、
さまざまな生物の住める豊かな森にする
ため、増えすぎた常緑樹などを伐採する」
（森林組合）のだという。
　参加者たちは森林組合員の指導の
もと、繁茂した木 を々切り倒した。枝を払い、

幹や太い枝は適宜の長さに切りそろえる。
切った枝を整理して立木や切り株に掛け、
木の幹や重い枝で上から押さえて安定さ
せた。６班による６区画（１区画は２０ｍ×
２０ｍ）の除伐作業は１時間ほどで終わった。
　この日は快晴、夏を思わせる高温で
全員が汗だくだった。しかし、「疲れたけ
ど楽しかったし、気持ちいい汗」と元気
な声が相次いだ。
　「山って爽快、また来たい」－この
言葉が、参加者全員の気持ちを代弁し
ているようだった。
　「少なくとも年２回、春秋に社員参加
の『森づくり活動』を企画したいと考え
ています」（藤井部長）

●
　「森が黒くなるのも気がかりですが、そ
れよりも、地域住民も含めて山に関心が
薄くなっていることのほうが心配。『企業
の森づくり』制度により、こうして多くの方
が森に入って活動してくださるのはあり
がたいことです。『土の人（地元住民）
は風の人（都市住民）に起こされ、風の
人は土の人に癒される』という言葉があ
りますが、こうした活動で土の人が森を
再認識し、また、風の人との交流が深ま
ることを願っております。川崎重工グルー
プの『風の人』には森に大いに関心を
持ち、いつでも森に来ていただきたい。
大歓迎です」（戸田町長）

　わが国の国土面積約３，７７９万ｈａの
うち、２，５１０万ｈａが森林（約６６％）である。
ちなみに、兵庫県の場合、県域に占める
森林の割合は約６７％で、奇しくも国全
体の割合とほぼ同じとなっている。
　熱帯雨林の伐採などで世界的に森
林の減少が進んでいるが、わが国の森
林面積は昭和４０年代初めと比べても
横ばい状態で減ってはいない。これは、
伐採したら植えるという森林整備が適
切に行なわれてきたからである。
　ところで、わが国の森林の約４０％は
人工林（スギ、ヒノキなど）で、その人工林
の約６０％が間伐が必要な時期を迎え
ている。２００７～２０１２年の６年間に間伐
しなければならない人工林は約３３０万ｈａ
で、年平均約５５万ｈａ。しかし、これまで
の実績は年約３５万ｈａで、約２０万ｈａの
上積みが必要だ。このため林野庁では、
作業の集約化や高性能林業機械の整
備などに取り組んでいる。

　一方で、民有林（国の森林の約７０％）
のうち、保有山林面積が５ｈａ未満の小
規模経営林家が約７５％を占め、さらに
は私有林の約２５％は不在村者が所有
しているなど、森林管理を考える上で心
もとない数字が並んでいる。何よりも、採
算が合わないなどの理由による林業関
係者の意欲の低下が最も憂慮されると
ころだ。
　これに対して、“国民共通の財産”と
もいうべき森林を守ろうと、近年、ボランティ
ア活動などが活発化しているのは明る
い話題といえる。「企業の森づくり」も各
地でさまざまな形で進められており、兵庫
県では川崎重工グループを含めて９件
が進行中である。
　林野庁では、森のための４つのアクショ
ンとして「森にふれよう」「木をつかおう」
「森をささえよう」「森と暮らそう」を提唱
している。

石混じりの地面を掘って
ヤマモミジを植樹

「年２回はこうした社員活動を
企画します」

■日本の森林
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