


2 かながわトラストみどり財団 2015 春 「ミドリ」no.96

自然へ一歩

絵と文：向田智也
イラストレーター、絵本作家。
日本人の暮らしと自然を絵や文で表現している。
著書に「田んぼの一年」「雑木林の一年」（小学館）
鎌倉広町の森で、里山復元活動に参加している。

　「人里植物」
　この言葉は、農道、路傍、土手など、人間生活に
関わりの深い（人為的撹乱が多い）場所に生える
植物を表すのだとか。定義が曖昧な「雑草」と野生
植物の中間にある半野生の植物と考えると、なか
なか分かりやすい言葉のように思えます。
　農道でふまれ、靴などに種子を付着させて分布
を広げるオオバコ。農作業がはじまる前に花を咲
かせて種子を蒔くタガラシやタネツケバナ。整地さ
れた場所で日光を求めて分布を広げる様々な帰化
植物など、春の里山では、人の生活に寄り添って生
きる草花が多く見られます。
　私は昨年、雑木林の絵本を作るために、スプリン
グエフェメラルと呼ばれる植物をはじめて観察しま
した。早春の林床にいっせいに花を咲かせ、すぐに

姿を消すスプリングエフェメラルは「春のはかない
命」とも言われますが、木々の葉で日光があたりに
くくなる前に成長して種子をつくる戦略は、人間の
手入れによる明るい林づくりに強く依存していま
す。
　まだ落ち葉の積もる早春の林に、カタクリやタ
チツボスミレが咲く光景は美しく、不思議なもの
です。
　春になり、手入れされた緑地や公園には、さまざ
まな人里植物が花を咲かせます。その草花たちが、
どんな理由で、どのような場所を好んで咲いている
のか、また、どのように人と関わって咲いているの
かを考えることは、春の楽しみのひとつかもしれま
せん。

人によりそう春の草花たち

短い時間で実をつけるために
大きな花でチョウを誘うカタクリ

田の肥料として
植えられていた
レンゲソウ

田やみぞなどに咲く
タガラシやタネツケバナ

モンキチョウ

ベニシジミ

ギフチョウ

イカリモンガ

スジグロシロチョウ

ニホンミツバチ

農道などに生えるオオバコは
ふまれることに強い

田んぼや農道の草花

早春から、畑や道ばたで見られる
オオイヌノフグリ

林の中や道ばたで咲く
タチツボスミレ

たくさんの花が
重なって咲く
ジュウニヒトエ

人が手入れをする林の草花

「人里植物（ひとざとしょくぶつ）」について
　もともとはRuderals（人が荒らし汚した場所に生える植物）の日本語訳のひとつとして生み出された言葉。本来は農耕地以外
の人為的撹乱がある場所に生える植物をさしていたが、次第に「人里」という言葉のイメージに近い用法でも使われるようにな
り、日本大百科全書（小学館）では、農道も人里植物の範囲に含まれている。

ひと ざと しょくぶつ

むかい だ　 とも   や
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英国ザ・ナショナル・トラストのいま。英国ザ・ナショナル・トラストのいま。
～大きなNGO、会員400万人のチカラ～

小野  まり小野  琢正

　『ザ・ナショナル・トラスト（正式名称The National 
Trust）』は、英国にて1895年に3人の市民運動家によっ
て誕生した環境保護団体であり、大きなNGOとして、
英国国内の数多くの自然景観や歴史的建造物を保全し
ています。 約1,200キロの海岸線、247haを超える土地
に350以上の歴史的建造物や自然保護区などを資産と
して保有し、恒久的に保全できるよう法律のもとで守
られています。 また、現在トラストの会員は400万人を
超え、ボランティア参加も年々増加傾向で、今年、創立
120年目を迎えてなお、発展を続けています。
　今回、英国ザ・ナショナル・トラストで作品展を数多
く開催している画家の小野琢正さん、NPO法人ザ・ナ
ショナル・トラストサポートセンター英国事務局長の
小野まりさんの両夫妻の来日に合わせて、財団事務局
にお招きし、英国ナショナル・トラストの最新情報を伺
いました。

― 渡英のきっかけを教えてください ―
小野 まり
　ザ・ナショナル・トラストが保有するプロパティ
（Property・資産）のお屋敷で2001年に夫の個展が実現
しました。 しかも、好評を博すことができ、プロパティ
管理のマネージャーさんやボランティアさん達から「来

お　 の  たく まさ

お　 の  

年もぜひ、来てください。」というお言葉をいただきまし
た。 このときから、本格的に、家族で英国へ移住するこ
とを考えだしました。
　もともと、夫は日本の自然景観をテーマに制作活動を
行っており、1997年頃より当時の日本ナショナル・トラ
スト協会のオフィシャル・アーティストとしても活動し
ておりました。 日本でより多くの方々にナショナル・ト
ラスト運動を知っていただくには、ナショナル・トラス
ト運動発祥の地である英国から情報発信したほうがよ
り効果的だと思い、一大決心して2002年の夏に、家族３
人での英国移住となったわけです。

― 作品についてお話いただけますか ―
小野 琢正
　もともとはシルクスクリーンという版画制作を行って
いましたが、英国に移住後は水彩画を主に制作をしてい
ます。 近年は墨絵作品も多いですね。 作品のモチーフは
ナショナル・トラストの歴史的建造物です。 実際にプロ
パティを訪れ、建物や庭園、田園風景を描いたものです。
また日本の伝統的な絵画技法を用いた墨絵は、こちらで
は珍しく、日英の草の根的な文化交流として、子ども対
象のワークショップもトラスト内で開催したりしてい
ます。

Coughton Court

かながわトラストリポート

前 編

 築600年を誇る、コートン・コート。イングランド中部に
ありローズガーデンが有名だが、チューダー時代から
ヴィクトリア時代にかけての代々の当主の生活を様式を
知ることができる館内装飾もすばらしい。 写真は入館前
にボランティアガイドから解説を聞いている訪問客。

画  家（インタビュー） NPO法人ザ・ナショナル・トラストサポートセンター
お 　  の     た く  ま さ お 　  の
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　2001年から巡回展を開始し、スケッチ取材を含めて、
全国各地100か所以上のプロパティを巡りました。
　巡回展では原画による展示をしまして、その展示作品
そのものの原画ではなく、プリントしたものを販売して
います。 現地プロパティの絵なので、お土産や訪問の記
念として購入される方が多いですね。
　なにより、プロパティでは数千円の入場料が発生しま
すが、トラスト会員は無料で入れるので、少しは得した気
分になっていただき、ショップでの買い物に熱が入ります。
　ナショナル・トラストにとって、敷地内のショップや
レストランでの売上げは大きな財源となっています。 
そのほかにも、施設内では地元の農家のオーガニックの
りんごジュースを売っていたり、敷地内の畑や庭ででき
た野菜などを販売していたりと、とても賑やかです。

小野 まり
　このほかにも、プロパティでは、ビジターサービスが
しっかりしていて、イベントを毎日のようにやっていま
す。 そこに子ども連れの家族が遊びにやってくるわけ
です。 もちろん家族会員が多いですね。
　たとえば「シークレット・トレイル」というイベント。 
プロパティの各所にマスコットを配置し、それを子ども
たちが回遊しながら探すわけです。 全部見つけたら、ご
褒美キャンディ。 しかも、しっかり参加料金をとるわけ
です。 このようなイベントが大きいプロパティで年中
開催され、そのイベントを紹介したガイドブックがある
くらいです。

― 観光地でありながら、レジャーとしても楽しめると
　 いうことでしょうか ―
小野 琢正
　昔はプロパティが、のんびりできるお年寄りの“ディズ

ニーランド”のようでしたが、今では、子どもたちの遊び
場になっています。 家族でやってきて、１日中楽しんで
いるわけです。 会員だから駐車場と入場料は無料にな
ります。 チップ程度の料金を払ってイベントに参加し、
昼食は庭園や緑地の自分たちが気に入った場所に行き、
ピクニックで持参したお弁当を広げ、食事が済んだら十
分な日光浴と軽い散歩を楽しんで帰路につくわけです。
小野 まり
　英国全土にプロパティはありますので、車で１時間程
行けば、別のプロパティがあります。 ５～６か所巡れば
年会費のもとが取れます。 だから国外からの観光客も
会員になり、地元の方は毎週のように同じ場所に遊びに
いくので、会員になります。

― 会員400万人を超える理由がよくわかります ―
小野 まり
　しかも、ナショナル・
トラストはブランド力
があります。 建物のあ
るプロパティなら必ず
物販をして、トラスト
のロゴマークの付いた
お土産や日用雑貨を置
いています。 クリスマ
ス時期になるとプレゼントのほか、手紙好きな国民なの
で、メッセージカードやレターなどがよく売れるようです。
　その販売手法もしっかりしており、別組織のエンター
プライズ（株式会社）を作り、その収益100％をナショナ
ル・トラストに寄付しています。 物販のほかには、300以
上の貸別荘（ホリデーコテージ）や結婚式、テレビや映画
などのロケ地貸などもやっています。
小野 琢正
　貸別荘というホリデーコテージはおすすめです。 プロ
パティの一部が貸別荘になり、プロパティの閉館となる

ナショナルトラストショップ

参考：年会費　個人£58、家族£60．5～／2015．1月
現在（円換算約180円／£）

◀ イングランド南部、ロンド
ンからわずか35キロほどの
丘陵地にある人気プロパ
ティのひとつ、ポレェズデ
ン・レーシー。 広大なガーデ
ンで寛ぐ家族。 高齢者にも
子ども連れにも楽しめる工
夫が随所にほどこされてい
る。Polesden Lacey
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Ono Takumasa

Ono Mari

5時以降は、まるでその人だけのプライベートガーデンで
す。 外国人も喜んで会員になって、貸別荘に泊まります。

小野 まり
　ナショナル・トラストが保全すると、その屋敷や城郭
が一番華やいだ状態を正確に復元していきます。 たとえ
ば、19世紀の大英帝国全盛時期の室内様式を家具や壁
紙、カーテンをあつらえ、外装から庭園までしっかり整
備したところで一般公開します。
小野 琢正
　もちろん、全てを公開するわけではなく、部分的な公

アのこ「、てし開公を屋部の前修改ばれあ要必もかし 。開
ンティークベットを修繕するのに〇ポンドかかります」
というパネルとともに募金箱が置いてあります。 そして

要必らくいとあ、でのたっま貯いらくのこ「、はに後日数
です」になる。 やはり実際に目の前のもので寄付を呼び
かけると効果があります。
小野 まり
　そして、それまで廃屋同然だったところに人がどっと
押し寄せるわけです。 ナショナル・トラストが所有する
と観光地になるのです。 トラスト地になる当初は、近隣
住民は騒がしくなるといって反対しますが、いつの間に
か、ボランティアになって、プロパティ自慢のガイドを
していたりします。
小野 琢正
　一昨年、行政（カーディフ）が所有する別荘地もトラス
ト所有となりました。 学校として使っていたけど、由緒
ある古い建物は維持費がかかるため、建物の一部を寄贈

したりするのです。 また、庭園なども定期的な費用がか
かるので、庭だけ寄贈することも多いようです。 ナショ
ナル・トラストは集客力、資金力がありますので、地域行
政との連携のもと、環境保全と観光の両立でプロパティ
を守っていくわけです。

（次号につづきます。）　次号は、縁の下のボランティア、

ホリディコテッジ

墨絵ワークショップ

かながわトラストリポート

独自の「水性」シルクスクリーン版画を生み出し、国内外の美しい自然を描き続ける。 1999
年日本ナショナル・トラスト協会のオフィシャル・アーティストとして英国に渡り、トラス
ト保全地を描く。
2001年からトラスト保全地で、日本人として初めて３か月に及ぶ巡回展「HENRO」展を開
催。 その後も英国ナショナル・トラストにて毎年開催され、今年で15年目を迎える。
オフィシャルページ　http://www.takumasaono.co.uk

１作品を１名様、書籍を２名様にそれぞれプレゼントします。
【応募】「96号30周年記念プレゼント」と記載／「ミドリ」の感想／
〒／住所／連絡先／氏名／を明記し、mail、FAX、ハガキにて。 発表
は発送をもって代えさせていただきます。

小野 琢正

NPO法人ザ・ナショナル・トラストサポートセンター代表及び同英国事務局長。著書に「図
説・英国ナショナル・トラスト紀行」「図説・英国湖水地方」「図説・英国コッツウォルズ」「図

。るあがどな）社新房書出河（」史歴のアリテンイ国英・説
ザ・ナショナル・トラストサポートセンター　http://ntscj.org

小野 まり

プロフィール

▲ 大邸宅の一部や小規模なプロパティは内部を改装して、
貸別荘として運営している。 ハイシーズンは１週間で
10万円前後の賃貸料になるところも多いが、半年前には
予約で一杯になるほどの人気ぶりだ。

▲ ナショナル・トラスト内で開催した墨絵ワークショップの一コマ。 各
プロパティには教育部もあり、子ども向けのさまざまなイベントを展
開している。

▲ 1：ナショナル・トラ
ストの聖地としても
名高い、英国湖水地
方にある「ブリッジ・
ハウス」。

　川の上に建つ石造り
の建物はこの地方の
名所のひとつとして
も有名。

▲ 2：河出書房新社・刊　ふくろうの本シリーズ
　「図説 英国ナショナル・トラスト紀行」小野 まり 著
英国ナショナル・トラストが所有するプロパティの中か
ら、カントリー・ハウス、ヴァージニア・ウルフの家、「ハ

。介紹を所か１６、等台舞の」見偏と慢高「」ータッポ・ーリ
英国市民が守ってきた文化遺産の決定版ガイド。

▲ 3：河出書房新社・刊　ふくろうの本シリーズ
　「図説 英国湖水地方　ナショナル・トラストの聖地
を訪ねる」小野 まり 著
英国ナショナル・トラストの聖地と称され、多くの日本人
の憧れの地でもある、英国湖水地方の決定版ガイド!　
ピーターラビットの舞台、ビアトリクス・ポターが守った
トラストの聖地。英国で最も美しい景観を残す大地を、あ
ますことなく紹介。

かながわトラストみどり財団創立30周年記念
小野琢正さん作品と小野まりさん書籍をプレゼント!

プレゼント 1

プレゼント 2 プレゼント 3

小野 琢正さんの作品



　（公財）かながわトラストみどり財団は、多くの皆さまに支えられて、お陰さまで３０周年を迎えることができました。

　財団は1985年に「財団法人みどりのまち・かながわ県民会議」として発足し、翌年、神奈川県に「かながわトラスト

みどり基金」が設置され、神奈川県と財団が車の両輪となって「かながわのナショナル・トラスト運動」を発展させて

きました。 これまで多くの支援者、ボランティアの皆様のご協力により、 “まちのみどり”から“山のみどり”まで様々

な取り組みを行い、2012年には「公益財団法人」として体制を整備し、新たなスタートをきりました。

　さらに30周年を契機に、トラスト会員の拡大やボランティア参加が増えていくよう、魅力あるイベントやさまざま

な活動を企画していきます。 特に平成２７年度は財団創立３０周年記念事業として、機関誌「ミドリ」や特別イベント

を通じて、多くの皆様とみどりの保全と創造についてあらためて議論し、考える機会を作ってまいりたいと考えてお

ります。
（財団事務局一同）

（主なこれまでの歩み）
1985年   「かながわにおけるナショナル・トラスト制度」を提言
   「財団法人みどりのまち・かながわ県民会議」を発足
1986年   「かながわトラストみどり基金」創設
1987年　葛葉緑地で第一号の保全着手（以後1988年久田［2号］、泉の森［3号］～）
1995年   「財団法人かながわトラストみどり財団」へ名称変更、緑の募金事業開始
2009年 県民参加の森林づくり事業開始
2012年 公益財団法人に変更
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財団創立３０周年記念事業について

公益財団法人

かながわトラストみどり財団

絵：向田 智也
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緑を育むボランティア活動に参加しよう緑を育むボランティア活動に参加しよう
吉武  美保子

地域の緑は地域の手で守り育てる
　神奈川県内の各地域で緑を育むボランティア活動が
盛んです。 その団体数は全国でトップクラスです。
　県東部では、住宅地に残され、緑の孤島となった森（公
園含む）にかかわる団体が数多くあります。 県西部では
さらに地域性の濃い活動が行われています。
　標高で分けると、概ね300m未満が農を主体とした里
山域、300～800mぐらいが林業域となっています。
　今回は、私たちの身近な自然…樹林や草地、水辺のほ
か、田畑などの里山環境にかかわるボランティア活動に
ついてお話しします。

　里山は、人びとの営みによってつくり上げられてきた
身近な自然です。 暮らしを支えるため、多様な土地利用
が行われていました。 それは「百姓」～百の仕事ができ
る人～の手によって、パッチワークのような環境が創り
だされてきたところです。
　残念ながら、高度成長期時代を経て多くの里山環境を
失ってきました。 県東部は面積が激減、県西部では担い
手が減り、手入れがすすまなくなりました。
　近年、里山の持つ魅力を取り戻し、将来へつないでい
こうと、多くの人たちがかかわるようになりました。 
「百の仕事が必要な場所」だからこそ、単純にのべ百人が
かかわることができる、ともいえるでしょう。
　自然の恵みを活かしながら折り合いをつける技術や
知恵は、その地域を支える人たちだけではなく、多くの

とう  み

人々の財産として担い手が広がりつつあります。
　横浜市内の休耕農地を開墾し、里山の景観を再生する
団体は、週1回の活動のため、畑では穀類・豆類・いも類を
中心に作付けています。 作業には子ども会や、大学生が
ボランティア体験として参加したこともあります。 地
域の小学校に寄付されて眠っていた昔ながらの農機具
（唐箕）を引っ張り出し、修理して使えるようにもしてい
ました。 収穫された小麦やそばを使って、高齢者福祉施
設での麺打ちサービスなども行われています。
　手入れしている土手ではヤマユリやツリガネニンジン
などが咲き、四季折々の花を作業の合間に楽しんでいま
す。 また、畑につづく長い坂道の清掃を会員総出で行う
ことで、地元農家からの信頼も得ており、空き家の納屋
を使わせていただいたりもしています。 この団体の会
員は、「土いじりをしたくて入会したら、いつの間にか里
山づくりのボランティア活動として、地域のつながりま
で耕していたんだね」と、うれしそうに語っていました。

　里山の育み方は、「使いながら守る」ことに醍醐味があ
ります。 「保全と活用」の両輪のバランスを保ち、恵みを
うまく活用することで、人と人のつながりを深め、活動
の幅を広げることができます。 それには、地域に根ざし
た文化を大事にすることや、いろいろな人たちが参加し
やすい活動の工夫、そして自然の営みを見守るまなざし
が必要なのです。

多様な人たちとつながる

麦の収穫

NPO法人よこはま里山研究所主任研究員
よ し  た け     み    ほ    こ
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　図1のように、里山の活動を展開することで、いろいろ
な組織とかかわりができるようになります。
●学校や幼稚園、保育園
　里山環境は、子どもたちの学びの場に絶好です。 年齢
や人数に応じたプログラムを組むことができます。 三
世代で一緒に活動するとみんなの笑顔が広がります。
●地域の福祉施設
　高齢者・知的障害者・青少年の自立支援などの福祉施
設と連携し、社会参画の場として活用することもできま
す。 身体的なバリアはつきものですが、誰でも参加でき
る活動を見つけることも大切です。
●周辺の自治会
　里山環境は、隣接した住民にとっていいことばかりで
はありません。 日陰になったり、不法投棄ゴミが出た
り、落ち葉で雨どいが詰まったり、といった問題が寄せ
られます。 そのため、楽しみを一緒に味わってもらう機
会をつくり、問題が起きたときには、すぐ対処できる体
制づくりをしていきましょう。

　活動に関心を寄せる人たちは、全員が「里山保全」や
「ボランティア」を目的としているわけでもありません。
　図２のように、自分のしたいことをつないでいくと、会
の目指すこととつながっていく。 運営をする立場の世話
役がうまくコーディネートできると素晴らしいですね。 

先に紹介した団体は、次のことを大事にしています。
５つの「できる」：できることを（作業）、できるときに（都
合）、できる範囲で（能力）、できるひとが（分担）、できる
だけ（挑戦）
４つの「F」：flat（平ら）、flexible（柔軟性）、friendly
（友好的）、frank（ざっくばらん）
　これらのことを意識しながら、さらに各々に役割を担っ
てもらいます。 そうすることで「自分ごと」として責任感
が生まれ、会全体の雰囲気が意欲的になっていくようで
す。 定期的に会合を設ける、毎回の活動には必ず記録を
つける、参加する人の意見や感想を聞く機会をつくる、
活動の状況を発信する、など情報共有の仕組みをていね
いに行うことで、風通しのよい組織となるでしょう。

　草地や樹林地、湿地等の管理をする場合は、目的や将
来像を明らかにし、長い時間をどのように向き合ってい
くのか、という課題にも取り組む必要があります。 かか
わる人の関心ごとの尺度だけで決めるのではなく、さま
ざまな視点から総合的に捉えて継続性のある里山づくり
を目指すことが求められます。
　里山に手を入れ始めると、自然のつながりの複雑さや
予測のむずかしさ、思いがけない事態を受けとめつつ、
そして地主の意向や利用者の安全性などに気を配りな
がら取り組んでいくことになります。

参加する人たちの想いを活かす

「里山での活動」があることで
多様な人々とつながる…点から面へ

図 1 人それぞれのやりたいことがつながって、
会の目指すところへ

図 2

竹の間伐体験と竹細工 農道清掃そば打ち+αの交流会

里山の将来像へとつなぐマネジメント

地域への活動へ拡大

活動する
団体の取組

里 山

保育園・幼稚園

小・中学校

高校・大学

福祉施設

自治会区・市役所

企業

他の市民
活動団体

こんな活動をしよう!

そのためには
交流 調査

作業
広報

資源活用

目的
里山保全

クラフト
づくり

土づくり
野菜づくり

仲間づくり

おまつり

HP
会報誌

料理

草刈り
間伐

聞き取り

観察会
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吉武 美保子
Yoshitake Mihoko
NPO法人よこはま里山研究所主任研究員
横浜市内および県内で里山等にかかわるボランティアコー
ディネートを行う。 横浜市発行の森づくりガイドライン監修
者の一人。

　「自然の声なき声」と「社会の声」に耳を傾け
て、よりよい里山の環境づくりを模索、継承し
ていく活動を「順応的 みてっやてえ考（」理管
て、また考えてやってみる）と呼んでいます。 
まさに森づくりマネジメント…PDCAと同
じ、ですね。 その流れを簡単にお話しします
（図３参照）。
●計画をつくる
　身近な森を守りたい、という想いが起きた
時がスタート地点だとすると、どのような森
として守りたいのかゴールを設定します。 
まずは自然情報や利用状況、土地履歴などの
現状を知り、森にまつわる様々な「宝物」や
「困ったこと」を拾い出していきます。 解決
策や優先することを話し合いながら、将来の
森の姿を想像していくのです。 木はどんな
種類がどこに、どれくらいあるのか、どんな花や虫、鳥が
見られるのか･･。 子どもたちは、大人は、何をして楽し

をち持気ういと」む育を森でなんみ「 。･･かのるいでん
大事にしていきましょう。
●手を入れる
　実際に作業を始めるときには「何のために今日ここで
この作業をするか」ということを確認し合います。 ボラ
ンティア活動は自分が何に対して役立てたか、という意
識が大切だからです。 また、作業をすすめるために適切
な道具類と、それらを使いこなす技術と、かかわる人の
安全を守る知識・行動を備えていきましょう。 かつて
「ケガと弁当自分持ち」と言われてきましたが、小さなけ
がから防ごうとする気遣いこそ、事故を未然に防ぐ取り
組みだと思います。
●確認・検証する
　計画に基づいて作業が行われ、予想した成果が出てい
るかどうか確かめます。 植生等についてはビフォー・ア
フターで記録（写真、断面図、構成種など）を取っておく
と役立ちます。 そのほか、目標とした生物が生息してい

るか、人びとの森に対する寄り添い方に変化があったか
どうか、などを調べましょう。
　森づくりは、一朝一夕で成果を共有できることもので
はありませんが、みんなの財産であることには間違いあ
りません。 長い目で見ながら、場合によっては計画や作
業の修正を行っていきます。

　里山づくりは、開かれたプロセスで情報と成果が発信
されることによって、様々な立場の人や団体との連携が
進むことも期待されています。
　人や社会の多様性と、自然の多様性を紡ぐマネジメン
トが、里山を豊かに次世代へ渡していけることと信じて
います。

森づくりのマネジメント図 3
DO （お手入れ実施）

設定した各目標が得られているか確認
● 植生目標(景観・組成)に対する検証
● 保全(生物指標)・活用(活動の展開)の検証
● 社会的検証（周辺住民、利用者の意識、地権者の意向）

CHECK（確認）

確認の結果、得られた課題を
計画に立ち返って反映させる

ACTION （改善）

１） 現状を知る（情報収集と整理）　２） 森や活動の将来像を語り合う
３） 将来像に沿ってゾーニングする
４） 各エリアをさらに作業区画に分け、植生目標を設定し、
　　施業計画を立てる

PLAN （計画）

〈モニタリング〉

谷戸田の保全活動
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　　『相続財産の寄付』や『遺贈』の実態
　相続とは、一般的には遺産をうけつぐことをいいます。 民法では、相続は死
亡によって開始する（民法882）と規定されています。
　遺贈とは、被相続人（死亡した人）の遺言によって財産を移転することをいい
ます。 つまり遺言よる財産の無償譲与のことです。 財産を無償で与える点で
は贈与と類似していますが、贈与は契約であるのに対して遺言は単独行為であ
り、財産をもらう人の承認（受諾）を得ないで行える点が贈与と異なっています。

　今のところ、日本の相続財産の寄付や遺贈の年間の合計額や個別の事例を網
羅的にまとめた書籍や資料は存在しません。
　内閣府 1 の文書でも、「我が国の個人寄附の現状」は、「個人寄附総額について
は、政府統計からは網羅的に把握できるデータは存在しない」としており、個人寄
付総額も、その内訳である相続財産の寄付や遺贈の総額もわかっていません。
　また、高額寄付者は、寄付の非公開を望む傾向であり、過去に行われた遺贈・
相続についての調査報告書 2 においても明らかです。
　これらの寄付額の推計は、公益法人や認定NPO法人への相続財産の寄付や
遺贈であれば、相続税の申告書（第14表）などにより、ある程度は可能でしょうが、
相続税の申告義務がない規模の相続財産の寄付や遺贈について捉えることは
できません。
　しかし、寄付白書2013の実施した「全国寄付実態調査」3 によれば、遺産の使
途について、全寄付者のうち16.9％、高額寄付者（5万円以上）では28.9％が
「NPOや市民団体や財団に寄付」すると回答しており、遺産の使途としては第１
位の「子供に残す」全寄付者75.8％、高額寄付者58.5％、第2位「配偶者に残す」
全寄付者49.3％、高額寄付者41.6％についで、3番目の寄付先としてNPOや市
民団体、財団などが挙げられていることから見ても、社会の課題を解決する事業
を行う公益法人、認定NPO法人などが相続財産の寄付先や遺贈先として社会
的にも認知されていることに間違いはなさそうです。
　過去5・6年の遺贈の報道でも1億円 4 を上回る遺贈が行われており、日本社会
においても、社会の課題解決を行う団体が、寄付先として認知されてきたこと
を実感させられます。

日本の寄付の現状と課題
～ 相続財産の寄付や遺贈 ～

　早 坂　毅

1

税理士・行政書士
元（社）日本ナショナル・トラスト協会評議員

1 内閣府　市民活動促
進担当　『寄付文化の
醸成に向けて』平成26
年6月2日
http://www.cas.go.j
p/jp/seisaku/kyojo/
dai1/siryou2.pdf

2 特定非営利活動法人
　神奈川子ども未来
ファンド　『遺贈・相続
による寄付のしくみに
関する調査・研究につ
いて』2012年（平成24
年）3月

3 寄付白書2013　ｐ
』向意の付寄贈遺『 021

有効回答数　7,046

4 2011年 ブッダ基金
（静岡県浜松市）遺贈額
1億4,000万円、
2012年 スマイルオブ
キッズ（神奈川県横浜
市）遺贈額1億500万円
出典：前掲『遺贈・相続
による寄付のしくみに
関する調査・研究につ
いて』等

は や 　 さ か 　  　 たけし
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相続財産の寄付の財産の移転と課税関係図 1

　　相続財産の寄付をする場合の注意点
　相続財産や遺贈される財産には、現金（預金）で行われるもの以外にも、有価
証券や土地、建物など、現金（預金）以外で行われるものがあります。
　現金（預金）の寄付であれば、その使途については特に寄付者が使途を特定し
ない限り制約はありません。
　一方、有価証券や土地・建物など、現金（預金）以外の財産を寄付した場合に
は、その財産を時価で譲渡したものとみなし、その譲渡益に対して相続財産の
寄付の場合には所得税が課税されるのが原則です。 この譲渡益への課税は、
『みなし譲渡課税』 　＞１図＜）条04第法置措別特税租（。すまいてれば呼と
　この譲渡益には原則として課税されますが、寄付先が国又は地方公共団体や
公益社団法人・公益財団法人など、一定の法人（公益法人等）で一定の要件を満
たし、国税庁長官の承認を得たものは例外的に、この課税の適用を受けず、非課
税とすることができます。

　現金（預金）以外の相続財産の寄付や遺贈が非課税として取り扱われるため、
これらの財産の寄付については ①公益増進要件 ②事業供用要件 ③不当減少

① 公益増進要件：公益法人等になされた寄付が、教育又は科学の振興、文化の
向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与していることが必要に
なるというものです。
② 事業供用要件：寄付を受けた公益法人等は、寄付された財産を寄付があった
日から2年以内に、その公益目的事業の用に直接供するか、または供される見
込みである必要があります。 直接供するとは、寄付された財産そのものを公益
目的事業に直接用いることをいいます。
　土地や建物の場合には、その法人が直接利用せず、他人に賃貸したり譲渡し
たりすると、寄付者に対して、みなし譲渡課税が行われます。
　有価証券や著作権等である場合には、その性質上、株式や著作権そのものを
公益目的事業の用に直接供することは困難です。 そのため、例外的に株式から
生ずる配当金や著作権から生ずる印税収入等の全部が、公益目的事業に使用さ
れていれば問題ありません。
③ 不当減少要件：公益法人等への財産の寄付が、寄付者の所得税または寄付
者の親族などの相続税等の負担を不当に減少させる結果となる場合には、非課
税承認を受けることができません。

2

土地・建物・有価証券等の寄付の場合

被相続人
（亡くなった人）

相続 相続人
（配偶者・子）

寄附
公益法人

認定NPO法人 等
（寄附をもらう側）

被相続人
（亡くなった人）

遺贈
公益法人

認定NPO法人 等
（寄附をもらう側）

相続税非課税 みなし譲渡課税 寄付した財産への
相続税の課税なし

　相続した財産を一定の公益
性のある団体に寄付した場
合、寄付した財産には相続税
はかからない。（相続税非課税）

遺贈の課税関係図 2

　相続した財産を一定の公益性のあ
る団体に寄付した場合でも、寄付した
財産が現金（預金）以外の場合『みな
し譲渡課税』により、寄付した人に譲
渡所得税が課税される可能性がある。

　遺贈による公益法人、認定NPO
法人への寄付は相続人には相続税
は発生しない。
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　11ページのように、現金（預金）以外の財産の寄付を税金をかけずに行うた
めには、多くの要件（条件）を満たす必要があるため、現金（預金）以外の財産に
寄付については、その寄付を申し入れても、すぐに寄付を行えない場合や寄付
を受け取るのが困難な場合も多く、簡単ではありません。
　公益法人等の中には、原則として現金（預金）以外の資産については、いった
ん換金してからの寄付を呼び掛けている団体 5 もあるようです。 また、かなが
わトラストみどり財団では土地の寄贈を受け付けておらず、神奈川県による受
け入れとなっています。
　
　　外国における『相続財産の寄付』や『遺贈』
　外国での相続財産の寄付や遺贈については、団体のホームページ等の中に
「About Us」などと表示されている中の財務諸表などから読み取ることができ
ます。 以下で取り上げる英国や米国については、一般的に遺言書を作成するの
が社会の慣習となっているため、相続財産の寄付＝遺贈であると理解できます。

ザ・ナショナル・トラスト（英国）：自然と歴史的景観の保護・保全を行っている
ザ・ナショナル・トラストの事業報告書  6 （2013/14年版）によれば、遺贈
（legacy）による収入額4,591万ポンド（約82億6,400万円、1英ポンド＝180円
換算、以下同じ）は、この年（2014年）の全体収入4億6,030万ポンド（約828億
5,400万円）の約1割、前年（2013年）は約11％です。
英国動物虐待防止協会：1824年に設立された世界で最初の動物愛護団体であ
る同会の事業報告書（2013年版 7 ）では、総収入1億2,124万ポンドのうち、51％
にあたる6,197万ポンドは遺贈（legacy）によると公表されています。
米国オーデュボン協会：1905年、野鳥をはじめとした野生生物の保護を目的と
して米国で設立された環境保護団体である 同協会の年次報告書 8  は、2014年
6月末決算の数字として、過去1年間の総収入（Total revenues, gains and 
other support）約9,200万ドル（約110億円、1英ドル＝120円換算　以下同
じ）、遺贈（Bequest）は841万ドル（約10億円）で総収入の約9％に相当すると明
らかにしています。
　
　　相続財産の寄付、遺贈を巡る今後の課題 
　11ページ「 2  相続財産の寄付や遺贈をもらう団体に適用される法律」で触
れたとおり、相続財産の寄付・遺贈については、現金（預金）以外の財産を寄付す
るためには、多くの制約があります。
　また、財産をいただいた後も、公益増進要件を
含む３要件を維持する必要があり、そのために別途
財源を確保する必要があります。
　これらの要件が、緩和されると相続財産の寄付や
遺贈が行いやすくなるものと思われます。
　
　平成27年1月より相続税法が改正され、これまで
相続税とは無縁だった人たちにも相続税が課税さ
れることとなりました。
　ご自分の、あるいはご家族の財産を社会の課題の
解決のために使う方法として、日本でも相続財産の
寄付や遺贈による寄付が増えてゆく可能性は大き
いと期待しています。

3

4

5　公益財団法人日本
ユニセフ協会ほか

6　National Trusts: 
Annual Report 2013/
14, p29:
http://www.national
trustannualreport.or
g.uk/2013-14/ 

7　Royal Society for 
the Prevention of 
Cruelty to Animals 
RSPCA Annual Re
view 2013  Trustees’ 
report and accounts 
2013  p14, p17, p24:
http://www.rspca.or
g.uk/utilities/aboutu
s/reports/annualre
view

8 　 N a t i o n a l  
Audubon Society  
A n n u a l  R e p o r t  
2014, p4  
http://www.audubo
n.org/about-us

早坂　毅
Haya s a k a  T a k e s h i
税理士・行政書士、経済学修士
（財政学、会計学）
NPO法人、公益法人の会計、税
務、設立等を手掛ける。かながわ
県民活動サポートセンターオン
ラインアドバイザー。 元（社）日本
ナショナルトラスト協会評議員
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イベント

かながわトラストみどり財団

古都鎌倉 緑と歴史の自然探訪 【共催】 （公財）鎌倉風致保存会

【講師】 八幡 義信 氏
【集合】 JR 鎌倉駅

13時～16時

【コース】 鎌倉駅（集合）～
大塔宮～百八やぐら～朱
垂木やぐら～九つやぐら～
西御門地区（解散）

百八やぐら・朱垂木やぐら・
九つやぐらを訪ねて

20人（先着順）受付中

トラスト会員募集中!詳しくは裏表紙をご覧ください ※写真はすべて
イメージです

主催イベント
４月１８日

（土）

会員
一般
無料
500円

自然観察会

自然観察会

【講師】 全国森林インスト
　　　ラクター神奈川会
【集合】 みなとみらい線
　　 　元町・中華街駅

10時～
14時30分

【コース】 石川町駅（元町口）～代官坂～山手
公園～元町公園（昼食と西洋館見学）～外国人墓
地～港の見える丘公園～元町・中華街駅（解散）

横浜山手公園を巡り・港の見える
丘公園でバラを鑑賞

30人（先着順）受付中

5月21日
（木）

会員
一般
無料
500円

自然体験教室

【講師】 坂本 英介 氏
【集合】 フラワーセンター
         大船植物園

① 10時～
② 11時～

▶毎年行われるフラワー
フェスティバル内で特別観
察会を実施します。

大船フラワーセンター自然観察会

各20人（先着順）受付:9/1～

フラワー
フェスティバル
開催日

【講師】 こまたん
【集合】 JR 大磯駅
【コース】 大磯駅～照ヶ崎
海岸（アオバト観察）
※ボランティア清掃を含み
ます、汚れてもよい服装、軍
手をご持参ください。

アオバト観察会

30人（先着順）受付中

6月7日
（日）

会員
一般
無料
500円

8時～
10時30分

会員
一般
無料
500円

財団創立30周年記念ミニ講座 【共催】 生活協同組合ユーコープ

【講師】 岸　由二 氏
　

【会場】 ユニコムプラザ
　　 　さがみはら
　　 　セミナールーム１

10時～
12時30分

（開場：９時30分）
ＮＰＯ法人小網代野外
活動調整会議

▶昨年7月にオープンし、多くの散策者が訪れる
小網代の森。 これまで、さまざまな変遷を経てきた小網代の森保全の
歴史とこれからの活動と、かながわのトラスト運動についての講演会。

小網代の森講演会(仮)

30人
（先着順）
受付中

6月27日
（土）

会員
一般
無料
500円

かながわの自然と食を味わう会

【講師】 神保 賢一路 氏
【集合】 小田急江ノ島線
　　　桜ケ丘駅

竹の子掘りで竹林整備をしよう

30人（先着順）受付中

４月25日
（土）

会員
一般
無料
500円

10時～
14時30分

▶竹林や里山の自然観察
会と竹の子掘り活動を実
施します。

小網代の森イベント

イベント終了後、ホタル観察（任意）
【講師】 ＮＰＯ法人 小網代
　　　野外活動調整会議
【集合】 京浜急行線
　　 　三崎口駅

14時30分～
17時

小網代の森 夕方観察会

30人受付：4/1～4/30 ※申込多数の場合は抽選

6月7日
（日）

▶春から夏に移ろう小網代の森で、日差しも穏やかな夕方に自然観察会を行いま
す。 ゆったりした時間の中で、スタッフだけが知る小網代の森の魅力を解説いた
だきます。 また、イベント終了後は、任意でホタル観察ができます。

かながわの自然と食を味わう会

【講師】 ＪＡかながわ西湘　
         梅ジャム生産部
【集合】 御殿場線 
　　　下曽我駅

梅ひろい体験と梅ジャム作り 
in 小田原・曽我の里

30人（先着順）受付中

6月23日
（火）

会員
一般1,500円

500円

10時40分～
15時30分

▶小田原・曽我の里での梅ひろい体験と梅ジャム
づくり（ジャムのお土産付！）。 育成状況により梅ひ
ろい体験ができない場合あり。 雨天時はジャムづくりのみ開催。 【コース】下曽我
駅（JR御殿場線）～梅園（梅ひろい体験）～梅の里センター（ジャムづくり・解散） 

【持ち物】エプロン、三角巾、ふきん2枚、ゴム手袋、昼食、飲物、トラスト会員証 

小網代の森イベント

会員
一般
無料
1,000円

【講師】 ＮＰＯ法人 小網代
　　　野外活動調整会議
【集合】 京浜急行線
　　 　三崎口駅

このほか「放仔観察会」は8月に4回を予定しています。詳細は次号「ミドリ87号」で掲載予定

14時30分～
21時

①

50人（先着順）受付：5/1～5/30

7月18日
（土）

【講師】 ＮＰＯ法人 小網代
　　　野外活動調整会議
【集合】 京浜急行線
　　 　三崎口駅

14時30分～
21時

プレ小網代の森 アカテガニ放仔観察会

プレ小網代の森 アカテガニ放仔観察会

②7月19日
（日）

　夏の大潮の晩。 母ガニは卵を抱え、いっせいに海岸
に押し寄せ、子どもたちを海に放ちます。 観察会では、
引橋から干潟までの観察、ガイダンスを受けた後、
膝丈まで海に入り、カニの放仔を観察を行います。

【持ち物】長靴、飲み物、軽
食等(詳細は別途連絡)

【持ち物】長靴、飲み物、軽
食等(詳細は別途連絡)

（中高生500円、小学3年生以上は保護者同伴
で無料）　※団体申込みは別途申込。

会員
一般
無料
1,000円

（中高生500円、小学3年生以上は保護者同伴
で無料）　※団体申込みは別途申込。

ナチュラリスト

自然観察会

【講師】 足立 直義 氏

【集合】 小田急線 海老名
 駅改札前（JR相模線側）

中津川のヒガンバナと田んぼの
昆虫等の観察

30人（先着順）受付：7/1～

9月19日
（土）

会員
一般
無料
500円

10時～
15時30分

【コース】 海老名駅～（路線バス）～局前～古民家
山十邸～中津層露頭～中津川（昼食）～八菅橋（ト
イレ休憩）～田んぼ～八菅橋～新坂経由～一本松バス停～（路線バス）～本厚木

※申込多数の場合は抽選

50人（先着順）受付：5/1～5/30
※申込多数の場合は抽選

 Anniversary
30th財団

 Anniversary
30th財団

 Anniversary
30th財団

会員
一般
無料
1,000円



第１回

　四季折々の水源林の案内を行っております。 癒し体
験や丸太切り、成長の森のご案内など内容もさまざ
ま！ １０名以上でご参加の場合は、
財団までご連絡ください。

【日時】毎週土・日曜　10時～・13時～
　　　（12月～2月の冬季を除く）
【集合】やどりき水源林ゲート前（案内人実施時は看板が出ます）
※川の増水や経路崩落等により、実施出来ない場合があります。 ご了承ください。

特別企画『やどりきの森へ行こう！』
要・申込 【定員】各回50名（抽選）

無料

【集合】小田急線 新松田駅北口 8時30分
新松田駅～やどりき水源林ゲート間はバスを利用します。（バス代は各自負担:片道620円）

かながわ森林インストラクターがご案内いたします!

　やどりき水源林では11
種類のウツギを観察するこ
とができます。この日は何
種類のウツギの花に逢える
でしょうか？ 運が良ければ
カモシカにも逢えるカモ!?

175/2015年 日

夏も近い！
ウツギ&動物探し

【応募締切】 ４月30日（木）

【内容については】 財団ウェブサイトへ
【申込】 NPO法人 かながわ森林インストラクターの会

●希望するイベント日時、参加者全員の氏名、住所、電話
番号を明記して往復はがきまたはEメールにてお申し込
みください。

〒243-0014　厚木市旭町1-8-14 グリーン会館4階
　 k-inst0981@friend.ocn.ne.jp

やどりき水源林イベント
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イベント

申込
方法

かながわの自然と食を味わう会

ウォーキング

【講師】 鎌倉歩け歩け協会

ナショナル・
トラスト発祥を訪れる
鎌倉ウォーク

50人（先着順）受付：9/1～

11月予定

会員
一般
無料
200円

会員
一般
無料
500円

▶詳細は次号ミドリに掲載
予定

【講師】 初瀬川 政典 氏
【集合】 小田急線 足柄駅

小田原西部丘陵の散策とミカン狩り

30人（先着順）受付：9/1～

11月28日
（土）

11時～14時
【コース】足柄駅（小田急線）～
久野古墳群～みかん園～小田
原フラワーガーデン（解散） ※解
散場所周辺には、総世寺やざる
菊園など見どころいっぱいです。

【共催】 鎌倉歩け歩け協会

古都鎌倉 緑と歴史の自然探訪 【共催】 （公財）鎌倉風致保存会

【講師】 八幡 義信 氏
【集合】 JR 北鎌倉駅　
         改札口（１番線側）

13時～16時

【コース】 北鎌倉駅1番線側改札（集合）～
瓜ヶ谷やぐら群～葛原岡神社（解散）

瓜ヶ谷やぐら群・葛原岡神社を
訪ねて

20人（先着順）受付：9/1～

11月7日
（土）

▶舞岡公園は雑木林と田畑が織りなす素晴らしい里山景観
が維持されています。 講師の神保氏による身近な不思議を
発見する観察会を実施します。

10人（先着順）
受付：8/1～

会員
一般
無料
500円

みどりのがっこう 【共催】 生活協同組合ユーコープ

【講師】 神保 賢一路 氏
【集合】 横浜市営地下鉄
　　　舞岡駅

10時～15時

身近な自然の不思議体験
「秋の舞岡公園」

10月１7日
（土）

会員
一般
無料
500円

自然観察会

【講師】 グリーンタフ
【集合】 JR 相模大野駅

野鳥観察会

30人（先着順）受付：11/1～

1月24日
（日）

2016年

2015年

会員
一般
無料
500円

9時45分～15時【コース】 相模大野駅～北
里大学病院～横浜水道沈
澱池～相模原公園～女子
美大～相模大野駅（解散）

【講師】 NPO法人かながわ
 森林インストラクターの会
【集合】 小田急線 秦野駅
　　 　南口

9時～15時

【コース】 小田急秦野駅南
口公園～浅間山～権現山～
弘法山～吾妻山～鶴巻温泉駅

弘法山「新緑の弘法山を満喫」

80人（先着順）
受付：4/1～5/9

80人（先着順）受付：8/1～9/19

5月１6日
（土）

森林探訪 【共催】 NPO法人かながわ森林インストラクターの会

会員
一般 1,000円

500円

会員
一般1,000円

500円
【講師】 NPO法人かながわ
森林インストラクターの会
【集合】 伊豆箱根鉄道 大雄山駅

8時30分～15時

【コース】 大雄山駅～てんぐのこみち～道了尊～奥ノ院
～ハイキングコース～道了尊（奥ノ院への３５４段の階段
を登りハイキングコースを歩きます）

大雄山最乗寺「苔むす樹齢500年の
スギ巨木林を訪ねて」

9月26日
（土）

【森林探訪申込先】 往復ハガキにイベント名、参加者全員の氏名・
住所・電話番号・年齢を記入し、〒245-0016 横浜市泉区和泉町
6206-1　グレーシアいずみ野105号 松永 廣まで（☎050-8880-
3465） かながわ森林インストラクターの会 自然観察部会

【申込先】 （公財）かながわトラストみどり財団 みどり企画課
　　　　 〒220-0073 横浜市西区岡野2-12-20 
    045-412-2300     midori@ktm.or.jp     www.ktm.or.jp

【申込方法】 イベント内容をご確認の上、●参加を希望するイベント名 ●参加
希望者全員の氏名・住所・電話番号 ●会員の方は会員番号を明記して、
FAX・Eメール・ハガキ・財団WEBサイトにてお申し込みください。
【雨天の場合】 原則として雨天決行です。集合場所にて講師がコース変更等を判断します。 
【持ち物と服装】 筆記用具・雨具・弁当・水筒・敷物。 長袖・長ズボン、歩きやすい靴でご参加く
ださい。 【お願い】 集合時間になりましたら出発します。 遅れないようご注意ください。

＋
入園料

◆みかん狩り入園料（園内食べ放題） 大人： 500円、 小学生以下： 300円
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イベント

2015年

6月 20日（土） 100人（先着順）竹林整備

開催日 内容・活動場所 集合場所・時間など 定員・締切ほか
県民参加の森林づくり

【共通事項】

予備日：6/21（日）【活動場所】 小田原市 小竹

予備日：7/5（日） 【活動場所】 南足柄市 塚原

予備日：8/2（日）
【活動場所】 秦野市
                全国植樹祭植栽地

予備日：8/20（木）
【活動場所】 箱根町 
                箱根イタリー水源林

予備日：8/30（日）【活動場所】 葉山町 木古庭

【集合】 ＪＲ東海道線 二宮駅北口：8時30分
　　　（専用バスで移動）
【共催】 神奈川県住宅供給公社

7月 4 日（土） 下 刈 【集合】 小田急線 開成駅西口：8時30分
　　　（専用バスで移動）

8月 1 日（土） 下 刈 【集合】 小田急線 秦野駅南口：8時30分（専用バスで
　　　移動） 秦野戸川公園パークセンター前：9時
　　　（駐車場：秦野戸川公園諏訪丸駐車場）
【共催】 秦野市

10月 1 日（木） 植 栽 【集合】 ＪＲ東海道線・小田急線 小田原駅西口：8時30分
　　　（専用バスで移動）
         箱根やすらぎの森駐車場：9時30分 
【共催】 箱根町 

21日（水） 間 伐 【集合】 JR東海道線 根府川駅：8時30分
　　　（専用バスで移動）
【共催】 真鶴町

19日（水） 下 刈 【集合】 ＪＲ東海道線・小田急線 小田原駅西口：8時30分
　　　（専用バスで移動）
【共催】 箱根水道パートナーズ㈱ 

予備日：10/2（金）

予備日：　無

【活動場所】 箱根町 箱根

【活動場所】 真鶴町 岩

29日（土） 竹林整備 【集合】 ＪＲ横須賀線 田浦駅南口：8時30分
　　　（専用バスで移動）

5月
【活動場所】 相模原市 鳥屋

植栽 200人（先着順）

※満員になり次第締切

【集合】 小田急線 本厚木駅南口：8時30分
　　　（専用バスで移動）
　　　宮ヶ瀬湖畔鳥居原駐車場：9時30分
【共催】 相模原市まち・みどり公社

24日（日）

予備日：5/25（月）

服装は
森林づくりのための

帽子

長袖

ヘルメット

長袖

軍手

長ズボン 長ズボン

森ヘ行こう! 活動に参加しよう!

森林づくりのための主な作業

▶造林木の成長を妨げる木を除去する作業

▶節のない木材を作ったり、
　林内に光を入れるために
　枝を切り落とす作業

▶苗木を植える作業

▶苗木が周りの雑草に負けない大きさに育つまで、
　周りの雑草等を刈り取る作業

植 栽

下 刈 り

間 伐

枝 打 ち

作業時期

夏

作業時期

秋～冬
作業時期

秋～冬

作業時期

春と秋
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神奈川県森林インストラクターがやさしく指導します。
現地に駐車場はありません。 ただし「車　　マーク」の
あるイベントのみ、車でお越しいただけます。
「　  」マークのあるイベントは、昼食後にトラスト会員優
待施設でもある「箱根高原ホテル」に無料入浴できます。

【持ち物】
お弁当（一部を除く）・水筒・タオル・ノート・筆記用具・
ハンカチ・ティッシュペーパー・防水スプレー・雨具など

●
●
　
●

受付：4/1～

受付：4/1～

100人（先着順）
受付：5/1～

100人（先着順）

100人（先着順）

受付：6/1～

受付：6/1～

100人（先着順）
受付：6/1～

100人（先着順）
受付：8/1～

100人（先着順）
受付：8/1～

 Anniversary
30th財団



イベント
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県民参加の森林づくり・緑の募金保全活動申込
方法 【申込先】 （公財）かながわトラストみどり財団 みどり森林課

　　　　     045-412-2255     045-412-2300      midori@ktm.or.jp     www.ktm.or.jp
【申込方法】 活動内容をご確認の上、●参加希望日 ●参加希望者の氏名・住所・電話番号 ●登録番号をお持ちの方は登録
番号を明記して、はがき・電話・FAX・Eメール・財団WEBサイトにてお申し込みください。
【荒天の場合】 予備日のある場合は延期、ない場合は中止となります。
【実施の可否の確認方法】 実施日前日の18時以降に、電話（045-412-2255）でご確認ください。 録音テープでご案内します。

11月 1 日（日） 間 伐 【集合】 JR東海道線 湯河原駅：8時30分
　　　（専用バスで移動）
【共催】 湯河原町

12月 6 日（日） 間 伐 【集合】 小田急線 伊勢原駅北口：8時30分
　　　（専用バスで移動）
【共催】 伊勢原市

11日（水） 竹林整備 【集合】 小田急線 秦野駅南口：8時30分（専用バスで移動）
　　　中井中央公園野球場脇駐車場：9時
【共催】 中井町

19日（土） 竹林整備＆除伐 【集合】 小田急多摩線  栗平駅南口：8時30分
         （徒歩で現地）
【共催】 川崎市

22日（日） 枝打ち&交流会 【集合】 小田急線 開成駅西口：8時30分
　　　（専用バスで移動）
◆交流会でボランティア団体を紹介します。

9月 19日（土） 除伐＆講話
【集合】 小田急線 本厚木駅南口：8時30分（専用バスで移動）
　　　宮ヶ瀬湖畔鳥居原駐車場：9時30分
　　　※地元の食材を使った昼食が付きます。
【共催】 相模原市まち・みどり公社
◆参加費1000円（昼食代） ◆木材乾燥施設の見学あり

1月 16日（土） 除 伐 【集合】 ＪＲ東海道線 二宮駅北口：8時30分
　　　（専用バスで移動）
【共催】 神奈川県立おおいそ学園

予備日：11/23（月）【活動場所】 南足柄市 塚原水源林

【活動場所】 湯河原町 鍛冶屋

【活動場所】 中井町 中井中央公園予備日：11/12（木）

【活動場所】 川崎市 
                栗木山王山特別緑地

【活動場所】 伊勢原市 日向予備日：　無

予備日：　無

2016年

2015年

県民参加の森林づくり

7月
【活動場所】 相模原市 鳥屋

下刈＆交流会 【集合】 小田急線 本厚木駅南口：8時30分（専用バスで移動）
　　　宮ヶ瀬湖畔鳥居原駐車場：9時30分
【共催】 相模原市まち・みどり公社
◆交流会でボランティア団体を紹介します。

11日（土）

下刈＆講話

下刈＆講話

【集合】 ＪＲ東海道線・小田急線 小田原駅西口：8時30分
　　　（専用バスで移動）
【共催】 小田原市

19日（日）

予備日：7/12（日）

【活動場所】 小田原市 久野予備日：7/20（月）

入門コース

緑の募金 保全活動 緑の募金による森林保全活動を行います。

初心者向けコース。 
午前中作業、昼食後に交流会や講話を行います。

※初心者向けコース。 
　午前中作業、昼食後に講話を行います。

予備日：12/20（日）

【活動場所】 中郡大磯町
                おおいそ学園予備日：1/17（日）

受付：5/1～6/26

受付：5/1～7/3

受付：7/1～9/4

受付：7/1～8/21

受付：4/1～5/22

受付：7/1～8/28

【活動場所】 相模原市 青根予備日：9/20（日）

9月 3 日（木） ハコネダケ除伐 【集合】 ＪＲ東海道線・小田急線 小田原駅西口：8時30分
　　　（専用バスで移動）

2015年

6月
【活動場所】 南足柄市 成長の森

下 刈 100人

40人

50人

9月 12日（土）
【集合】 21世紀の森駐車場：9時
【共催】 ２１世紀の森指定管理者
◆午後に２１世紀の森イベントあり（別途：参加料）

【活動場所】 南足柄市 成長の森予備日：7/12（日）
（先着順）30人

50人

※申込多数の場合は抽選

※申込多数の場合は抽選

※申込多数の場合は抽選

50人

【集合】 小田急線 新松田駅北口 富士急湘南バス操車場：
　　　8時30分（専用バスで移動）
　　　２１世紀の森駐車場：9時30分

6 日（土）
予備日：6/7（日）

【活動場所】 箱根町 小塚山
               トラスト緑地予備日：9/4（金）

開催日 内容・活動場所 集合場所・時間など 定員・締切ほか

開催日 内容・活動場所 集合場所・時間など 定員・締切ほか

県立21世紀の森 共催事業
開催日 内容・活動場所 集合場所・時間など 定員・締切ほか

開催日 内容・活動場所 集合場所・時間など 定員・締切ほか

作業前 作業後

100人（先着順）
受付：9/1～

100人（先着順）
受付：9/1～

150人（先着順）
受付：9/1～

100人（先着順）
受付：10/1～

100人（先着順）
受付：10/1～

100人（先着順）
受付：11/1～
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県内の地元地域で行う観察会やボランティア活動などを機関誌ミドリで紹介します。ご希望の方はイベント名、日時、連絡先、詳細（80字以内）
をメール、FAX、あれば活動イメージ写真を財団事務局までお送りください。 ※紙面の都合上、掲載できない場合があります。

みどりの市民活動を機関誌ミドリで告知しませんか？
次号発行は6月末の予定です。 およそ7月下旬から9月初旬開催を目途に投稿下さい。 なお、応募は5月10日までです。

会員掲示版
優待施設からの
お知らせ

2015年4月1日から優待開始

ミサキドーナツ三崎本店

港町、三崎「気持ちの
こもったドーナツ」

　古の栄華の名残が残り情緒ある三崎銀座商店街に、2012年ミサ
キドーナツがオープンしました。 1階はテラス席を含めて約12席、
欄間の残る2階席は30席。 すべて手作りの15種類程のドーナツが
毎日店頭に並びます。  季節の素材を丁寧に包み込んだフィリング
ドーナツをお楽しみください。　※三崎本店のみ優待対象です。

【営業時間】11:00～17:00（土日は
10:00～）　【定休日】火・水曜日
【住所】 神奈川県三浦市三崎3-3-4 
046-895-2410
http://misakidonuts.com/

会員証提示でコーヒーを１杯無料

よこはま動物園 ズーラシア

2015年4月22日
「アフリカのサバンナ」全面開園!!

045-959-1000　　http://www2.zoorasia.org/

＊4月22日から「よこはま動物園・金沢動物園共通年間パスポート」を
　新規導入します（18歳以上2,000円）。

入 園 料 一般料金 会員証提示
大人

中人・高校生
小・中学生

600円

300円
200円

⇒
⇒
⇒
⇒

480円 
（4月22日以降  800円      　640円）

240円 
160円 

会員証1枚で
5名まで有効

未就学児は無料（毎週土曜日高校生以下無料）

緑の募金活動実施中です
　ダイドードリンコ㈱で
は、自動販売機から飲み物
を購入すると、その収益金
の一部を設置先企業と共
に「緑の募金」へ募金する
社会貢献型自販機運動を
展開しています。
　このたび、財団では長年
ご協力いただいている設
置企業５社を訪問し、財団
瀬戸専務理事より感謝状
を贈呈しました。

緑の募金運動

【営業時間】9:30～16:30(入園は16:00まで)
【定休日】毎週火曜日(祝日の場合は翌日休園)
【住所】 神奈川県横浜市旭区上白根町1175-1

申込は不要。どなたでも無料でご参加いただけます。
　汚れてもよい山歩きの服装で。 スタッフが小網代
の森の自然の様子や保全事業の状況を解説しながら
散策し、ごみ拾いなどの体験ボランティアをしていた
だきます。 ただし、団体参加の場合は事前に小網代
野外活動調整会議まで連絡ください。

毎月第３日曜日にボランティアウォークを行っています。

市民団体の活動

小網代の森ボランティアウォーク
【主催】小網代野外活動調整会議
 　　　 　045-540-8320
【集合】京急三崎口駅前  午前9：30
【解散】12：00　雨天中止

小網代の森

事務局だより
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イベントや機関誌ミドリの感想など、お寄せください。
掲載された方には、財団オリジナルグッズ等粗品をプレゼントします。

お便り紹介

　
　花粉の少ないスギがあることは知っていましたが、
無花粉スギやヒノキがあること、またそれが、人工的に
作ったものではなく、自然の中で発見されたものであ

）まさ嶋牛の市浜横（。たしで外意、り知をとこる ／県内
各地の山林を探し回ったと研究者の齋藤さんから伺いまし

）局務事（。すまれま望ち待が及普と産生のらかれこ。た

　
　60才くらいまでは、山登りが大好きで自然の大きな
恵みにどんなに感動したことでしょう。森林ボラン
ティアには参加できずに残念ですが、皆様が植栽や間
伐作業をして下さっていることにいつも感謝しており
ます。（相模原市の佐藤さま）

財団事業について ミドリNo.95
「無花粉ヒノキの発見と無花粉スギの広がり」について

募集中!!

現在の会員数 （平成27年 1月31日現在）

普通会員
　個人会員
　家族会員
　法人・団体会員
特別会員
名誉会員
計

10,031人
3,299人
6,508人
224人
322人
5人

10,385人

（1,049人）
（450人）
（582人）
（17人）

（1,049人）
※（　）内は、トラスト緑地保全支援会員数
※会員数は会費の納入があった人数です

＊入会のお問合せは財団事務局まで

　かながわのみどりを守り育てる運動を
支えていただく会員を募集しています。

参加者
募集！

平成27年度成長の森～赤ちゃんと、ともに育む森づくり～

成長の森エリア

植樹の模様

　神奈川県内の様々な施設にかながわトラストみどり基金の
募金箱を設置いただきました。 当基金は、神奈川県に設置さ
れ、緑地の買入や財団の行う事業への助成など、かながわの
ナショナル・トラスト運動を推進する原動力となっています。

「かながわトラスト
みどり基金」実績

「かながわトラストみどり基金」への募金・寄附累計額

日本農産工業株式会社、国際ロータリー第2780地区、関東防水管理事業協同組合、東京ガス株式会社神
奈川支社、座間市に緑を育てる市民の会、株式会社横浜銀行、公益財団法人神奈川霊園、公益社団法人神
奈川県LPガス協会、緑栄造園・日比谷アメニス共同事業体、医療法人しののめ会鷺沼人工腎臓石川クリ
ニック、藤崎英輔、田邉妙子

神奈川県種苗協同組合、小網代の森施設完成式典実行委員会、横浜南ライオンズクラブ、浅見久仁、荒金
芙美代、安藤誠治、安藤雅之、稲葉孝子、井上哲也、今井まみ、岩井禧和、岩本千歳、臼井将裕、内田靖大、
遠藤八郎、大石勝義、大川須美、大山たか子、小澤昌之、小澤道和、小野悦子、小野留美加、加藤高祥、久保
幸子、國分百合子、小手川悦子、小林 久仁子、紺野惠美子、酒井道子、櫻井阿佐子、桜井 博子、桜井美栄
子、佐野育子、猿渡信男、柴田鶴代、清水紀彦、霜田啓、首藤 智、信原志津子、菅野実、鈴木和男、住田久
子、高橋央尚、高橋賢、髙橋淳、髙橋敏雄、田島香代子、田中純子、椿邦良、中塚寛、永淵正孝、中山 幸恵、

江、渡邉一義

「かながわトラストみどり財団」への寄附　 2014年10月～2015年1月（敬称略）

「かながわトラストみどり基金」への寄附　2014年10月～2015年1月（敬称略）

づ森るよに」ギス粉花無産県川奈神「、に念記たれま生の様孫お・様子お　
くりに参加しませんか。 お子様1人につき3,000円の参加費で、県立21世

紀の森(南足柄市)内にある「成長の森エリア」に無花粉スギを植樹いたします。 また、
森の近くにはお子様の名前（希望があれば生年月日も）を載せた銘板（約150名で1枚）
を設置いたします。
　植樹会は、平成28年3月上旬に申込者を対象に実施いたします。 植樹場
所は、財団主催の森林づくり活動を行う予定であり、植樹会参加者が自分
の手で下草刈りなどの作業をすることも可能です。
対　　象●平成27年4月1日までに生まれたお子様（定員500名）
申込期間●平成27年4月1日～ 4月30日
参 加 費●お子様1人につき3，000円
応募方法●財団　 成長の森ページにある「申込フォーム」から、もしくは通常ハガキに
　　　　　①申込者(お子様の家族・親族)の名前(ふりがな)、〒、住所、電話番号、
　　　　　②銘板に記載するお子様の名前(ふりがな)、記載希望の場合は生年月日を
　　　　　　明記し、財団までお送りください。
問 合 せ●みどり森林課　成長の森担当　 045‐412‐2255

13億860万5,345円 （2015年1月末現在）

69.on」リドミ「 春 5102 団財りどみトスラトわがなか



19

トラスト緑地の保全活動にご支援ください。
付属の振込用紙で、
ゆうちょ銀行・郵便局の
窓口で手続きできます。

１．会員の皆さまの会費の振込につきましては、別途、更新のご案内とともに会費専用用紙をお送りいたします。
　  ので、そちらの用紙をお使いください。本用紙はキャンペーン用振込用紙です。
２．振込の寄付金内訳が記載ない場合は、財団への寄付とさせていただきます。
３．財団へご寄付いただいた皆様を機関誌ミドリ等で紹介致します。ご不要の方は振込用紙の通信欄に「匿名希望」とご記入ください。
４．領収書や礼状等の返信がご不要の方は、振込用紙内の通信欄にその旨のチェックをお願いします。

【お詫びと訂正】ミドリNo.95（2014冬号）P15の「神奈川県種苗協同組合からの寄付金に感謝状贈呈」の記事に誤りがありました。 正しくは以下のとおりです。
　　　　　　　　　誤）　平成26年10月17日（金）神奈川県庁にて
　　　　　　　　　正）　平成26年10月15日（水）ホテルニューグランドにて
　　　　　　　ご寄付いただきました神奈川県種苗協同組合ならびに読者の皆様にご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

三浦市小網代の森緑地
こ  あ じ ろ

トラスト緑地の自然再生活動にご協力を

再生進む浦の川

相模野の面影を残す

桜ケ丘緑地
さくらがおか水辺のある森

　　アカテガニなどの多く
の生きものが棲む森。湿地
回復や環境教育活動などを
行っています。

　南北に連なる緑の回廊。
竹林整備など里山管理を
行っています。

　池や田んぼなどの水
辺の環境を整備し、子ど
もたちの環境教育の場
として利用されていま
す。

テナガツノヤドカリ

イシガニ

イソシギ

ミサゴ

アカテガニ

チゴガニ

コゲラ

シジュウカラ

ヒグラシ

コクワガタ

ホタルブクロ

キツネノカミソリ

ギンヤンマ

キアゲハ

ゲンジボタル

サワガニ

久田緑地
く  で ん

大和市

横浜市

事務局だより
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