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東山の森、八竜緑地で見つけた小さな種。

大事に育てて、芽がでて、膨らんで、すくすくと成長して…。

また、東山の森や戸田川緑地…名古屋の街に、もどってきました。

地域の木や花の種類をどれくらい知っているかな。

地域にすんでいる生きものをどれくらい知っているかな。

地域の木や花を植えると、地域の生きものたちとも一緒にくらせます。

地域の種を育てて、地域に植えるということ…。

小さな種が、私たちに「その大切さ」を教えてくれました。

私たちはとっても大切な学びあい、活動をしています。

たね

たね

たね
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● はじまりは環境報告書…。 
企業とのパートナーシップの促進を目的に実施した「環境報告書を読む会」（主催EPO中部）。NEXCO中日本
の担当者が自社の環境報告書の発行に向けての情報収集のために参加されました。翌年に環境報告書を発行
し、「環境報告書を読む会」を実施。環境報告書の中で目についた文字が「地域性苗木」。「地域性苗木」事業とは、
高速道路を建設する際に周辺の木々の種を採取し、苗を育て建設後の場所に戻す、という緑の復元事業でした。 
　 
● 協働で政策提言する…。 
「協働型環境政策の立案・実施に向けた基盤づくり」（主催EPO中部）の提案を募集したところ、NEXCO中日本
から『都市部の緑化推進と生物多様性の確保』の応募がありました。「地域の樹木をNEXCO中日本の技術を
使い、育成し、地域の緑化に生かす。」というプランでした。
　 
● 量と質が伴う緑化に…。 
これまで行政や民間が実施してきた植樹には、経済性や育成に手がかからないことなどを目的に園芸種や外来
種も多く使われていました。NEXCO中日本の技術を活用すれば、現地の木を植樹することができるかもしれ
ない。森づくりを担う市民活動団体/NPOもこのプランに除々に共感し参画しはじめ、そして名古屋市に声を
かけました。
「地域の木々を守り育て、植える事業を名古屋市で展開しませんか」。
　 
● 種を採り、育て、植える…。 
名古屋市緑政土木局、公益財団法人名古屋市みどりの協会、中日本高速道路株式会社（NEXCO中日本）、
なごや東山の森づくりの会、戸田川みどりの夢くらぶ、なごやの森づくりパートナーシップ連絡会、有識者、
環境省中部環境パートナーシップオフィス（EPO中部）を交えての意見交換会、組織設立のための会議を何
度も重ねました。
2009年「郷土種子を活用したなごやの緑化及び生物多様性保全推進協議会」を発足。郷土種の種採り、挿木、
株堀採りワークショップ、植樹場所の土壌調査、苗木生育状況の確認、学習会などそれぞれの得意分野を活か
して事業を展開してきました。
2010年10月には生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）に併せて、名古屋市内で植樹を行いました。
また、名古屋市の緑に関する総合的な計画である「なごや緑の基本計画2020」にも、地域性苗木という言葉
が明記され、量と質が両立する緑化を進める方向性が示されました。
　 
…名古屋市では市街化の進展に伴う樹林地や農地の減少により緑被率が著しく低下。2010年度時点、
23.3%。将来、市域面積の30％にすることを目標としています。

H I S T O R Y
「生物の多様性」についての意見交換を開始
「郷土種子を活用したなごやの緑化及び生物多様性保全推進協議会」結成
初めての種採り
挿木、株分けする木の種類を決め、挿木・株堀採りワークショップ開催（なごや東山の森）
苗木育苗状況の視察
～高速道路総合技術研究所緑化技術センター /滋賀県湖南市）
種子・株堀採りワークショップ開催（なごや東山の森、八竜緑地）
苗木を植える場所の環境調査（戸田川緑地）
移植した苗木の毎木調査・モニタリング（なごや東山の森）

郷土・里親植樹祭と第10回植樹祭と連携しての植樹（戸田川緑地）
●ユニー㈱より寄付
●COP10生物多様性交流フェアでのブース展示
株堀採りワークショップ開催（なごや東山の森）
大坂池周辺の緑地回復と植樹（なごや東山の森）
郷土種苗採り（愛知県あま市蜂須賀蓮華寺）※蓮華寺…県指定の名勝、県と寺の了承を得て実施

親子里山プログラム/植樹・ネイチャーゲーム（なごや東山の森）
苗採りワークショップ（愛知県あま市蜂須賀蓮華寺）
なごや西の森育樹祭/下草刈り、クラフト（戸田川緑地）
移植樹の毎木調査・モニタリング（なごや東山の森）
なごや西の森育樹祭/下草刈り、クラフト実施（戸田川緑地）
苗木育苗状況と水郷の森の見学（高速道路総合技術研究所緑化技術センター /滋賀県湖南市）

移植樹の毎木調査と地域性苗木を補植した後のモニタリング実施（なごや東山の森）
大坂池周辺の緑地回復と補植ワークショップ（なごや東山の森）
植樹祭となごや西の森育樹祭～あそぼう、学ぼう、戸田川の森～植樹、クラフト（戸田川緑地）
植樹祭/なごや西の森育樹祭～植樹、クラフト（戸田川緑地）
大坂池周辺緑地の回復事業と育樹、草刈り（なごや東山の森）
大坂池周辺の土壌調査（なごや東山の森）
大坂池周辺緑地回復事業/育樹（なごや東山の森）
なごや西の森“ふくはるの森”づくり
（近隣小学校で戸田川の森で集めた種子から育てた苗木の植樹等/戸田川緑地）
大坂池周辺移植樹の毎木調査と基盤整備工事（なごや東山の森）
大坂池周辺緑地回復事業と植樹（なごや東山の森）

なごや西の森育樹祭～あそぼう、学ぼう、戸田川の森～（戸田川緑地）
桜ヶ丘マンション建設隣接地緑地回復事業/植樹（なごや東山の森）
育樹（戸田川の森）
移植樹の毎木調査とモニタリング（なごや東山の森）
大坂池周辺緑地回復事業と植樹（なごや東山の森）
大坂池周辺緑地回復事業と草刈り（なごや東山の森）
大坂池周辺緑地回復事業/育樹、草刈り（なごや東山の森）
移植地の環境調査と毎木調査（戸田川緑地）
郷土種の補植/植樹（戸田川の森）
移植樹の毎木調査・モニタリングと植栽地整備（なごや東山の森）
大坂池周辺緑地回復事業と植樹（なごや東山の森）

大坂池周辺緑地回復事業/育樹、草刈り（なごや東山の森）
大坂池周辺緑地回復事業/育樹、草刈り（なごや東山の森）
とだがわの森感謝祭（戸田川緑地）
川名公園植樹（川名公園）
ユニーグループ・ホールディングス㈱アピタ千代田橋店で地域性苗木PRイベント
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●●採取した種・挿木と植えた本数
2009～ 2010年にかけて種や挿木の採取、株堀採りを行い、なんと約30,000個
（本・株）の選別、育成を始めました。そのうち発芽し育樹した樹木の数2,000本（株）。
2014年度中にすべて植樹する予定です。
東山には、白い花でいっぱいの「ズミ畑」、西の森には「ツバキの小径」が育まれてい
ます。

●採取した地域性苗木の種、挿し木、苗の種類と数

※採取した種には正常に生育できない種子が含まれていたり、樹種ごとの発芽率にも
バラつきがありました。今回は約７％の苗木が育ちました。

●東山の森、八竜緑地など東部丘陵　
［採取した樹種]29種
ズミ・カマツカ・ウラジロノキ・オオウラジロノキ・マメナシ・コバノミツバツツジ・
シャシャンボ・ナツハゼ・ネジキ・サワフタギ・クロミノニシゴリ・イボタノキ・
ムラサキシキブ・ガマズミ・コバノガマズミ・ミヤマガマズミ・ハクサンボク・
アズキナシ・ウメモドキ・マルバアオダモ・キリシマツツジ・モチツツジ・ウスノキ・
ナツグミ・マルバノキ・マルバヤナギ・コリヤナギ・ネコヤナギ・ホソバイヌビワ
［植樹した樹種］12種
ズミ・カマツカ・ウラジロノキ・オオウラジロノキ・コバノミツバツツジ・シャシャンボ・
イボタノキ・ムラサキシキブ・ガマズミ・マルバアオダモ・ウスノキ・ホソバイヌビワ

●西の森5種
［採取・植樹した樹種］
ヤブツバキ・ヤブニッケイ・アオキ・モミジ・マンリョウ

29 29,138 12 1,725 1,725
5 347 5 275 275

34 29,485 17 2,000 2,000
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※協働政策形成事業… 
「協働型環境政策の立案・実施に向けた基盤づくり」（主催EPO中部）の
提案を募集したところ、NEXCO中日本から『都市部の緑化推進と生物
多様性の確保』の応募がありました。「地域の樹木をNEXCO中日本の
技術を使い、育成し、地域の緑化に生かす。」というプランでした。

 ※生産緑地 
市街化区域内の土地で、環境保全などの目的で生産緑地法により指定さ
れる農地・採草放牧地・森林・漁業用池沼など。

企業、市民活動団体/NPO、行政…。
「地域性苗木」をキーワードに集まることはできたけど、この先うまく進めることができるだろうか。
でも、みんなのノウハウ、力を持ち寄らないと動きそうにない…。
わくわく、どきどき…。

みんなの座談会
その1

座談会
日時：2014年９月29日（月）10:30～ 12:00
場所：NEXCO中日本会議室
   
【企業】
中日本高速道路株式会社（NEXCO中日本）　
山田一雄　　伊藤賢一　　岩田朋子
【市民活動団体】
なごや東山の森づくりの会　
滝川正子　　鬼頭　保
戸田川みどりの夢くらぶ　　
佐久間周平
なごやの森づくりパートナーシップ連絡会
眞弓浩二
【行政】
名古屋市緑政土木局緑地部緑地維持課　
高尾知基
名古屋市緑政土木局東山総合公園　
近藤多希　　山本達樹
【中間支援組織】
公益財団法人名古屋市みどりの協会　
小池敦夫　　伊藤鋭次　　田原尉之
環境省中部環境パートナーシップオフィス
新海洋子　　高橋美穂

参加者　16名　

高速道路建設の際に、建設予定地周辺に自生す
る樹木の種をあらかじめ採取し、苗木を育成する
技術開発をし、道路が概成した後に、その育成し
た苗木を建設現場に植樹するという作業を18年
前から始めていました。今はもう高速道路建設で
は当たり前のように行われています。この技術を

社会に還元するべきだ、地域性苗木の価値が世の中に伝われば生物
多様性の保全活動がより浸透するのではないかと考え、名古屋市、
愛知県地域にうまく根づかせたいと思っていたんです。（山田一雄）

一番の魅力は名古屋の緑地の保全と回復に関わ
れることと、地域性苗木を育て植樹する役割が市
民にあると思えたことです。
外来種は虫がつきにくいといった管理や手入れの
しやすさ、大量に確保しやすい等の理由で選定さ
れていた。地域性苗木は、手入れも管理もしな

いといけない。だけど、ある日名古屋市の担当者が、「公園や中央
分離帯のどこかに地域性苗木を植え込んでいこう。そのような形で
名古屋らしい緑化をしていこう」と話をされた。夢があっていいなと
関わることになりました。（滝川正子）

なごや西の森づくりにボランティアとして関わって
います。森づくりは「自然環境の創造」だと思って
います。昔、土木の仕事をしていたのですが、採
石や道路やニュータウン建設後の緑の復元はまず
やっていませんでした。大学など様々な先生から
表土と埋土種子が最も大切だという話を聞きまし

た。しかし、西の森では植樹する側の考えで樹種が選ばれていて、沖
積平野の森、新しい森づくりにはどういった樹種が適しているのかわか
らなかった。そして、地域の樹木が一切ないことを不思議に思ってい
ました。自然を創造するには、地域性苗木という出所がはっきりしたも
のを使うべきだと思いました。あま市蜂須賀の蓮華寺で採取した実生
苗を植樹し森で育てたけれど、活着率がものすごく悪く、実生苗を苗
床で育てなくてはいけないと和尚さんから指導を受けました。NEXCO
中日本が地域性苗木を実施していることを知っていたので、蓮華寺の
苗を育ててもらえるかと尋ねたところ、了承を得たので参加しました。
（佐久間周平）

きっかけは2008年の協働政策形成事業※の報告
会に誘われて参加したことです。当時は緑化推進
課に在籍していて、緑の大切さがわかる「緑人間」
を増やしたいと思っていました。そのきっかけに
なるかもしれない、おもしろそうだなと思い、関
わりました。（小池敦夫）

名古屋市の東山動植物園の再生プランの１つに「く
らしの森」の大工事があり、その結果地肌が出来
てしまった。その際に、造園屋の栽培種ではなく、
地域の苗木を植えたらどうかとなごや東山の森づ
くりの会の運営委員会で話が出され、それから関
わることになりました。（鬼頭　保）

度重なるお誘いがありましたが、最初は消極的
参加のスタンスでした。本業が造園コンサルタ
ントで、これまで郷土種・里山種の植栽を何度
か手がけたことがありました。郷土種については
注目されてはいるけれどなかなか普及していかな
い現状や、可能性はあるけれど限界となる課題

も分かっているつもりでした。今回NEXCO中日本の技術提供があ
り、これらをブレークスルーできる大きな可能性を見出すことができ
ました。（眞弓浩二）
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八竜緑地で採取したマメナシ※の種がNEXCO総研の緑化技術セン
ターで高い発芽率を示し、苗も成長しました。そろそろ植付けができ
るくらいに育ちかけた2年目ぐらいに、この活動が新聞に掲載されま
した。
ある大学の研究者から、「八竜緑地のマメナシは絶滅危惧種である。
絶滅が迫っているとしても、外へ持ち出してはいけない。自生地の
内外を問わず人の手で増やすことは、遺伝子のかく乱につながる」と
ご意見がありました。
そのことは認識していました。
マメナシについては慎重であるべきですが、どの程度まで移動させ
ていいのか、移動距離は何キロならばよいのか、流域を越えてはい
けないというガイドラインがあるのだろうか、といった議論を半年余
り行いました。遺伝子分析が簡単にできる時代になってきたこともあ
り、遺伝子レベルでのかく乱の研究も徐々に進んできました。ただ、
公認された基準はまだ出来ていませんでした。
今回はマメナシの発芽、生育についてのデータを取得することはで
きましたが、実際に植えることはできませんでした。苦渋の決断でし
た。希少種の移動に関するガイドラインの必要性を痛感しました。

※マメナシ…バラ科ナシ属の落葉高木。別名イヌナシ。日本では東
海地方にのみ分布し、東海丘陵要素植物とよばれている。日当た
りのよい湿地やため池などの周辺に分布する。開花時期は4月。
サクラに似た白い花をつける。

行政も遺伝子レベルでの把握はできていないし、限界があります。学者
もいろいろな説があるためガイドラインはなかなかつくることができな
い。使い方だと思うのです。自然交配して種ができる、その範囲だった
ら良いのではと思っています。マメナシの実生苗などが公園のベンチ付
近等にも生えているので、流域内だったら良いのではという考えでした。
遺伝子レベルで質問されると対応できない苦しさがあります。・・・小池 

貴重種、絶滅危惧種というレベル
のものについてはどこまで移動して
よいのかよく分かりません。流域を
越えないというのは最低限必要だ
ろうというのは頭の中にありまし
た。その域を出なければ許される
という感覚ぐらいしかありませんで
した。NEXCO中日本も、これまで
の地域性苗木事業は、現場近くの
林から採った種を育成して現場に戻
す、ということだったので、厳格な
考え方をすることに行きあたってい
ませんでした。・・・山田

今回問題になったのは、遺伝子のかく乱です。マメナ
シの種が地面に落ち、実生更新（みしょうこうしん）※

するのですが、これまで一本も成木になっていない。
八竜緑地では天然更新していないのです。人間の手
で苗木にして植えてしまうと、その時点で遺伝子レベ
ルでのかく乱につながってしまうという指摘を受けまし
た。理屈は分かります。けれど、何もしない事がもっ
とも正しいという思考停止状態に陥る危険性もありま
す。孤立した絶滅危惧種の小集団が、やがて消えて
ゆくことを看過するべきなのか。乱用しないことは大
事だが、今できることは何もないのかという、非常に
難しい迷路に入りました。・・・眞弓

遺伝子のかく乱は新しい概念で、これからいよいよ
研究が始まるところです。我々は積極的に保全した
い、昔のような状況に再生・回復したいと言う。し
かし、学術の世界では通用しないので平行線をたど
る。そこで重要なのは、どうしたいのかを明確に位
置づけることではないでしょうか。学識者の知見を
参考にしながらも、行政として、地域として、市民と
して、どういった方針・手法・スケジュールで八竜
緑地の植生を回復していくのかを計画しオーソライ
ズすることが必要です。そして、市民と研究者が協
働して新たな再生・管理の道を模索していくべき時
期ではないでしょうか。絶滅の危機に瀕している小
集団のマメナシは、遺伝子上は孤立しているので
10年後か、100年後か分かりませんが、絶滅のリ
スクはきわめて高いと考えています。・・・眞弓

マメナシの遺伝子の流出、遺伝子のかく乱の功罪も考
えつつも、「つながりのある東部丘陵ではないか」と考
えました。東海丘陵要素植物とよばれているマメナシを
絶滅の危機に追いやったのは人です。天然下種（かしゅ）
更新※がされていない。天然下種更新されているのは
名古屋で３か所だけです。マメナシの木の下で次の成木
が育成されないことに対して、死に絶えていくのを見送
ることしかできないでしょうか。・・・滝川

考えるきっかけになったので、この問
題に対する理解が広がればよいので
はないかと思います。そのためにキャ
ンペーンなどを大々的にやった方が
いいと考えます。・・・小池

※実生更新…植物が種子から芽生えて、
その土地に定着すること。
※天然下種更新…もともとそこにあった
樹木の落下種子によって次世代の樹木
が生育すること。

9 10



みんなの座談会
その2

関わった頃は、東山の森で採取し育成したズミとイボタノキが多く
あるので、東山の森に植えていきたいという状況でした。その時
の現場の担当でした。郷土種が里山の新しい魅力になれば、
NEXCO中日本の力を借りて地域の木々で構成された森を増やし
ていくことができればと思い、やりがいを感じました。そこでの苦
労は、人手と作業のタイミングです。市民の皆さんが同じ思いや

方向を向いて参加することが何より大切です。東山の森では、大坂池周辺と東の方に
500本ほどを植え、低木の樹勢の回復ができました。もう一つ痛感しているのが、名
古屋市では公園の整備費が削られている状況にあるということです。新たに整備をす
ることはない。つまり、今ある場所で植栽を考えなくてはいけないという状況なのです。

（山本達樹）

2014年4月から関わり、地域性苗木という言葉や考え方を初めて
知りました。一般の方にどれだけ理解されているのか、知られてい
るのかなと思っています。マメナシ事件を聞き、疑問に思っていま
す。八竜緑地東にあるヒル池で25年ほど前に治水工事を行いまし
た。その池の周りには100本ほどのマメナシの群生地があり、治
水工事で池を下げた際に移植してまた戻したのですが、結局うまく

つかなかった。昔の100本規模のマメナシはなくなってしまった。自然に淘汰されて
いくのは仕方がないという考え方もありますが、マメナシを残してほしい、という気持
ちはあります。市民の目線と感覚で、植えたいと思ったら許される範囲で決めて植え
てもいいのではないか。今後、大切なのは植えた木の継続的な追跡調査です。

（伊藤鋭次）

NEXCO中日本は地域性苗木の生産技術を確立しましたが、それ
と並行して地域性苗木の使用範囲などを検討しました。その頃は、
地域性苗木ではなく「自生種」と呼んでいて、その地域に自生して
いる樹木の種(たね)を採取していました。しかし、自生している
樹木の中には外来種や園芸種なども見受けられたことから「種
(しゅ)の保存」「遺伝子のかく乱抑制」の観点から委員会を開催し、

採取する自生種の種類や使用範囲を決め、「自生種」から「地域性苗木」に名称も変え
ました。使用場所の候補としては、例えば、天気予報区内であれば生育環境も同じで
あろうから遺伝子も同じではないか、といった意見もありました。
地域性苗木が高速道路だけでなく、地域に展開・拡大していくことは、NEXCO中日
本の事業、技術が認められたと実感でき、非常に嬉しく感じます。（伊藤賢一）

郷土種による森づくりは理想でもあり、どこから来た種かわかって
の森づくりは素晴らしいと思います。ただ植える場所は重大な課題
です。「今ある苗を植える場所がない」という話を聞いたとき、当初
の計画をどのように立てていたのかと思いました。発芽率や活着率
がよく成長が順調だったと聞いていますが、実際取り組んでみてわ
かったことがたくさんあるので、今後の森づくりの場に活かしたい。

（田原尉之）

2013年度から関わっていますが、その頃は苗木を植える場所を探しましょうという話が中心でした。東山
の森にも植えるという話の流れで参加してきました。くらしの森自体は大きな造成をしていませんが、東
山の種で育った苗木なので、大坂池の周りにその苗木を植えています。なごや東山の森づくりの会や協
議会の皆さんと協力して植えた小さな苗木が、すくすく元気に育つように見守っていくのは、くらしの森で
活動しているなごや東山の森づくりの会の皆さんと我々名古屋市の仕事だと思っています。（近藤多希）

大切に採取し、育てられた種や挿木。想定以上に、発芽率も良く、
たくさんの苗木が育ちました。管理保管費用や植樹先等といった
課題もあり、この数年では大変な状況もありましたが、全ての苗
木が植樹されることになりました！
地域に植樹され、のびのびと生育し、やがて花をつけ、実をつけ、地
域で大きく育っていく地域性苗木の成長を楽しみに会いにいきます。

（高橋美穂）

名古屋市の担当だった方、
異動してまた担当になった方からのメッセージ

2009年度、協議会立ち上げの時期まで緑化推進課にいました。そし
て今年度、緑地維持課に担当として戻ってきました。一番思い出に残っ
ていることは、希少種の移動範囲の議論です。郷土種子事業のそもそ
もの意味を問う重要な議論でした。その頃、種子の移動ガイドライン
を作ろうという話もあって、もしそれがまとまっていたら今後の足掛か
りになるし、すごいことでした。生態学や系統学はもともと人の手によ
るかく乱がない場所で研究をしているはずで、それを里山や東山の再
生エリアのような場所に持ってくるような例は少ないと思います。そも
そもそのまま持ってくることはできない。だから、学者が関わったとし
ても郷土種子や地域性苗木の取組が果たして良いのか悪いのか、明確
にはならないのではないか。この点は将来に残された重要課題だと認
識しています。
郷土種子、地域性苗木の今後ですが、植樹後のモニタリングや評価が
どこまでできるのかが重要です。評価しないとPRもできないからで
す。この取組をどう生かしていくかについては、さらに検討が必要です。

例え見本園的な位置づけだとしても、地域性苗木を
植えることは在来種について知るよいきっかけだと
思うので、まずはその方向で進むといいと思ってい
ます。教材づくりもよいと思います。
成田真佑子（名古屋市緑政土木局緑地部緑地維持課）

この取組の「地域の木々の種を採取し育てて、地域の里山に戻す」と
いうコンセプトはいいなと思いました。「緑の量ではなく質を考えよう」
「生物多様性について考えよう」といった考え方も広まりつつあり、地
域性苗木をテーマにしたこの取組や考え方は新鮮でした。しかし、そ
れを名古屋市が公園整備でやれるかと言われると難しいところがありま
す。私が東山の森を担当したのは2010年度からで、CBDCOP10※

が開催された年だったので、PRするにはとても良い時期でした。市民
と企業と名古屋市が協働し、種を採取し、植樹する活動を、様々な機
会で説明することができました。植樹に関しては、苗を植える前の土
づくりや環境整備については市民の力では難しいところがあり、業者に
依頼し重機も使いましたが、市民活動団体/NPOの方たちの動員力に
より、多くの人に参加していただき、苗を植える作業や除草作業がで

きました。CBDCOP10の後は、PRする機会が減り、
この事業の意義などを伝える場がなく、広がってい
ないのが残念なところです。植えて何年か経ってい
るので、今後の課題はモニタリングだと思います。

猪俣佳江（名古屋市緑政土木局北土木事務所）

※CBDCOP10…2010年愛知名古屋で開催された「生物多様性条約
第10回締約国会議」のこと。

名古屋市による新たな公園整備が減って木を植える場所も少なく
なっている中、ズミの話を聞いて大丈夫かな、植える場所がある
か心配だな、という思いが当初の感想です。育てたからにはズミ
の行先も考えなければいけないし、過去の資料を見ながら、これ
までの思いを受け継ぎつつ決着点を見出さなければいけないと感
じ、関わりました。学術的なことはよくわかりませんが、緑に触れ

ることは楽しいし、気持ちが穏やかになるということを出発点にしています。身近な木
が身近な場所に戻ってくるなんてとてもいいことです。このような協議会の場は、多様
な主体が参加し、それぞれの文化や言葉の違いもあるのでお互いを理解するには時間
がかかります。この5年は、それぞれいい形で理解しあえる時間でした。その理解の
もとで地域性苗木の発信源になれば、とても効果が高いと思います。地域性苗木をこ
れから推進していくためにも、それぞれの立場で担うのではなく、能力や経験が重な
る場の役割は重要です。この事業は「緑の地産地消」に近いと思いました。食も緑も、
中身が問われるようになった。これが広まれば都市緑化も次のステップに進みます。

（高尾知基）
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●今後こんなことをやっていきたい！  地域性苗木の植樹をすすめる10計画●
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❶ 「みどり人間」を育もう ！ 
地域性苗木の大切さ、緑の大切さを理解し、行動する人を育
てよう。家の庭に地域性苗木を植えたり、公園に植樹したり、
種採りしたり、小さい頃から緑に触れることが大切です。
学校で、地域性苗木をテーマに緑の学習、生態系や遺伝子の
理解を含めた「緑育」の実践をすすめよう。
東山の「ズミ畑」、戸田川の「ツバキの小径」に行ってみよう ！
 

❷ 「語り継ぐ森」をつくろう ！ 
ツアーや毎木調査※、モニタリングなどを行い、「地域性苗木の
森、里山」を多くの人に語り継いでいこう ！ 特に、次世代を担
う子ども、若者が、この価値を理解すると息の長い活動につな
がります。やっぱり教育、学習そして活動への参加が大切です。
 

❸ 植える場所を探そう ！ 
近所の空き地、未整備公園、新しくつくられる公園、公共施設
の空地、建設されるのマンションやアパート、スーパーの庭、
壁面緑化や屋上緑化などスペースを探して、「地域性苗木を植
えませんか」って提案しよう ！  

 

❹ 植えたい人、育てる人が出会う「マッチングのしくみ」をつくろう！ 
地域性苗木で植樹をしたいという人や団体のニーズを把握し
て、育ててくれる人にお伝えして、マッチング。少し時間や費
用がかかるかもしれないけれど、育つのを少し待って、愛情を
もって自分のフィールドで育ててくれる人を探そう ！

 

❺ 「緑の計画」をつくろう ！ 
「いつまでに、こんな樹種の苗木が何本必要。」と計画をきちん
とつくり、苗場に苗木が断続的に育成されている状況をつくるこ
とが大切。そして、植樹を考えている人に「地域性苗木」を
PR・提案し、提供する。小さな動きだけどとっても重要です。
ただ、種や苗の成長は計画通りに進まないこともあります。少し
柔軟な考え方を共有しておくことも大切です。
 

❻ もっと「PR」しよう ！ 
名古屋市の施策である緑化地域制度と連携をして地域性苗木
を植樹しよう ！ 地域性苗木を使うとポイントがつくなどのインセ
ンティブを考えることも大切です。
 

❼ 地域性苗木の大切さを「学び合う勉強会」を開催しよう ！  
マメナシの問題からの学びや気づきを大切にして、樹種の移動
や絶滅危惧種、地域性苗木の価値を説明して、判断するため
の多様なテーマを扱う学習会を実施しよう。

 

❽ 「行政の理解」を得よう ！ 
何と言っても行政のチカラは大きいです。公共の場所での植
樹、緑化地域制度の活用など行政との連携は必須です。行政
の計画や施策に組み込まれるよう、理解を得るためのツールを
つくろう ！ （この冊子もそうなるといいな。）

❾ もっと多様な「ステークホルダーとコラボ」しよう ！ 
建設業界など、土地の開発、緑地を生み出す組織ともっとコラ
ボレーションして、地域性苗木の植樹を提案しよう ！ また、種
の移動に関するガイドラインや、モニタリング結果の分析など
専門家とコラボして、地域性苗木の価値を高めよう ！
 

10 樹木の調達ができる「トータルな仕組み、運営組織」を
　 つくろう ！ 
地域性苗木のニーズ、調達、配達、運営、マネジメ
ントを可能にする事業の推進役や事務局の担い手
の確保、地域性苗木の需給を可能にする仕組
み、推進体制、組織づくりを進め、地域性
苗木の事業をうごかそう ！

 
※毎木調査…一定の森林内のすべての

木について樹種、位置
及び、胸高直径や樹
高、樹冠幅などを
計測する調査。

市民活動団体 /NPO

行　政企　業

中間支援組織

「歩み寄り」という言葉がありました。
NEXCO中日本が、NPOや行政との議論の場に果敢にチャレンジされた。
厳しいことを言ったり、言われたり。
違いを跳ね返すのではなく、違いを理解し組みあわすことで、「できるように」した。
5年以上の時間がかかりましたが、必要なプロセスであり、
着実に、事業、そして関係性を育むことができました。
みんなで種を採って育てた苗木には、わが子を想うような「みんなの思い」がたっぷり注がれています。
「協働」の醍醐味です！（新海洋子）

この活動にはいろいろな団体や行政などが参加しています。このよ
うな活動は初めてだったので、会社のスタイルでは動かないのだろ
うという思いもありました。歩み寄りをお互いしていかないと成り立
たない。地域の森づくり、里づくりをすすめていくにはこのような
活動がないと実現しない。この活動を通して考えるきっかけがたく

さんできました。ここで終わらないで、まだ解決できていない点を引き続き考えて守っ
ていくことが大事だと思っています。今回植えた苗木が成長した10年後20年後に、
皆さんと集まって議論出来たらいいな。（岩田朋子）

ハードルは確かに感じました。ただ話をすれば必ず共通点があると思っていましたし、実際
そうでした。これまで緑化は随分やってきましたが、植える時には協力的だけど、その後
の育成の段階では人が逃げてしまう傾向が強かった。その点が非常に身につまされる部分
でした。そうならないための「協働」です。また、地域性苗木の考え方そのものについても、
各論では難しい部分もありますが、向かう方向は同じであると感じ取れました。（山田一雄）

名古屋市民の保全活動に、NEXCO中日本
が関わってくれることを嬉しいなと思ってい
ました。しかし、大きな組織と任意団体、さ
らに行政や中間組織などの4～ 5者に共通
項があるのかという不安もありました。しか
し、現在まで続いてよかった。（滝川正子）
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どうして地域の木々が植樹されないんだろう…。
日々、庭や公園の木々、街路樹を眺めながら、そう思っていました。
　＊育てる技術が確立されていなかった。
　＊求める人や、場所がなかった。
　＊育成・発注が不安定で、既存の流通のしくみにあわない。
　　発注や配送業務に手間がかかり、その処理をするしくみ、組織がない。
　＊造園の修景に向いている種類が限られている。
　・・・・・・。
でも、地域性苗木は、地域の生態系にとってとても大切です。
今回の活動を通して、これまでできなかった課題に一つずつ向き合うことができました。
まだまだ、乗り越えていないこともたくさんあります。
　
種や挿木は元気に育った。植える場所も見つかった。
地域性苗木の価値が広まってきた。
緑の大切さを学ぶ教材としての価値もある。

「地域性苗木を育てる技術をこの地域に広げたい。」
その思いから始まった。
思いを共にする仲間が集まり、可能性を少しだけ具体化した。
まだまだ本格的に社会化することはできないけれど、
できること、すべきことにこの経験を活かしていきたい。
地域性苗木…。それは、私たちの日々の暮らし方、生き方までも考えさせる木々です。

構成
団体
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