
『 第 13 回 全国雑木林会議 '05 in ぎふ 』 開催のご案内 
 
 
みなさま 
 
 秋本番へと季節が移りゆく今日この頃、みなさまにおかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上

げます。 
 
 みなさまには大変なご心配やご迷惑をおかけしましたが、第１３回全国雑木林会議のご案内を申し上げるこ

ととなりました。  
 
 岐阜県は、海にこそ面してはおりませんが、北部の飛騨地方は神通川、庄川流域に含まれ、日本海側に属し、

南部の美濃地方・南飛騨地方は揖斐川、長良川、木曽川、庄内川流域に含まれ太平洋側に属します。また、標

高は０ｍから３，０００ｍにまで達し、植生の面では非常にバラエティに富んだ地域です。 
 
 今回の会議では、「長良川河口堰」で話題になりました「長良川」を象徴として、流域に存在する様々な森

を森林の一本一本の樹木と見立て、流域全体を１つの雑木林と捉えることによって、森と人との関わりについ

てみなさまと考えてゆきたいと思っております。 
 
 会議の開催に当たっては、何かとみなさまにご迷惑をおかけすることや、ご不満に感じられることが多々あ

るとは存じますが、素材としては十分にみなさまに誇ることができる「ぎふ」であると考えております。 
 
是非是非、岐阜の地にご参集いただきますよう、お願い申し上げる次第です。 
 
 
 
 
 

第１３回 全国雑木林会議 in ぎふ 実行委員会 
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第１３回 全国雑木林会議 '05 in ぎふ 開催案内 

－長良川で考える－ 雑木林な流域
ま ち

づくり 
 

２００５年１０月８日(土) エクスカーション 
       ９日(日) 分科会、交流会 

  １０日(月) 全体会 
会場：岐阜県岐阜市 岐阜市文化センターほか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   大会概要 

 ◇全体会 
   午前：エクスカーションおよび分科会の報告 
   午後：シンポジウム －雑木林な流域づくり－ 
  
 ◇分科会 
   ①里山活動を持続するもの 
   ②森林と医療をむすぶ可能性を考える 
   ③教育と森 
   ④流域ぐるみで支える森づくり 
 
 ◇エクスカーション 
   ①岐阜での森づくり活動を体験 
   ②川の流れ森の姿 
   ③災い転じて森づくり 
   ④里山整備体験会 
 
 ◇交流会 
   人と人とが出会う場所 ～みんなで大いに森を語ろう～ 

 全国雑木林会議は、雑木林の保全、環境教育など何らかのかたちで森（里山）に関わる市民団体の

情報交換等を主目的にした、市民主導の緩やかなネットワーク組織です。第 1 回目は 1993 年に名古

屋市で開催され、毎年全国各地で市民団体が中心となって開催してきました。 
 ２００５年の今年は、１０月に岐阜で会議を開催します。岐阜には、上流域から中流域まで、様々

な森が存在します。ただ、岐阜の地域も他の地域同様、流域内には広葉樹林はもちろん針葉樹林から

竹林、原生林に近い森林から人工林まで、さまざまなタイプの森があり、それらを分けて岐阜の森林

を語ることは不可能です。 
 今年の雑木林会議では、そこに点在する様々な森を雑木林の中に存在する「樹木の一本一本」と捉

え、流域全体を雑木林になぞらえて、流域単位の森づくりについて考えていきたいと思います。 
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会場 

 メイン会場：岐阜市文化センター 

        岐阜市金町５丁目７番地２ 
        http://www.city.gifu.gifu.jp/event/bunka/ 
        ＪＲ岐阜駅北口より徒歩 10 分 
 

 
 
 
受付 

 １０月８日(土)：各エクスカーション集合場所 
    ９日(日)：岐阜市文化センター 
   １０日(月)：岐阜市文化センター 



全体会 

  会 場：岐阜市文化センター 展示室 

  日 時：１０月１０日(月) ９：００～１６：００ 
   プログラム 

午前の部：エクスカーションおよび分科会の報告 
午後の部：シンポジウム －雑木林な流域づくり－ 

          次回開催地への引き継ぎ 
 
 
展示会 

  会 場：岐阜市文化センター 美術工芸室 

  日 時：１０月９日(日) １０：００～２０：００ 

        １０日(月) １０：００～１６：００ 

  内 容：森づくりに関する企業展示や、市民グループによる活動展示、資料や書籍の販売などを行います。 
 
 
交流会 

  会 場：岐阜市文化センター ヴェリーファーム 

  日 時：１０月９日(日) １７：３０～２０：００ 

  内 容：『人と人とが出会う場所 ～みんなで大いに森を語ろう～』を合い言葉に、全国各地から集まっ

た森づくりの仲間同士で普段の森づくり活動、これからの森づくり活動について話し合います。

分科会で伝えきれなかったこと、もっと詳しく聞きたいことなどがあれば、ここで意見交換をし

てみて下さい。 
みなさんの意見交換を進めるのは、岐阜の美味しいお酒と旨い肴。もちろん、全国からの差し入

れも大歓迎です。 
 
 
朝まで語ろう森づくり(特別企画) 

  会 場：円徳寺 

       岐阜市神田町６丁目 

  日 時：１０月９日(日) ２０：００～ 

  内 容：交流会で語り尽くせなかったことや、新たに話題提供したいこと、またこれからの全国雑木林会

議についてなど、さまざまなことについて朝まで語り合いませんか？ 会議室や森の中でなく、

畳の上で寝転がりながら進める話の中にこそ、意外なヒントが隠されているかもしれません。も

ちろん、各地の名産品など持ち込み大歓迎です。 
 
 
 



分科会 

  場 所：岐阜市文化センター内 会議室等 

 
  分科会１ 『里山活動を持続するもの』  １０月９日 １０：００～１６：００ 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 里山活動を行う団体の持続・発展に必要なものを考えます。実際に雑木林で森づくり活動を展

開している人たちが話題を提供し、その話題をもとに参加者を交えて活動をいかに持続させてい

くかを話し合います。 
   コメンテーター：大亦義朗氏（里山倶楽部） 
   話題提供：岐阜の里山で活躍する活動者 
 

 分科会２ 『森林と医療をむすぶ可能性を考える』  １０月９日 １０：００～１６：００ 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 医療の現場で実際に森林を活用している方からの話題を中心に、現状や問題点、これからの森

林と医療のありかたについての話し合いを進めます。 
   話題提供：上原巌氏（兵庫県立大学）、瀧澤紫織氏（国立天竜病院）、 
        降矢英成氏（東京・赤坂溜池クリニック） 

 分科会３ 『教育と森』  １０月９日 １０：００～１６：００ 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 里山活動のニーズを考え、新規参入者(森づくり活動初心者)をどうやって取り込んでいくかとい

った問題点、またそれをいかにして継続させていくかの課題を抽出して議論します。 
   コーディネイター：中島敦司氏（和歌山大学） 
   話題提供：森づくり活動者、教育関係者 

 分科会４ 『流域ぐるみで支える森づくり』  １０月９日 １３：００～１６：００ 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 様々な形で新しい取り組みがなされている森づくり活動。それを広域的に支えるしくみについ

て、事例を取り上げながら意見交換を進めます。 
   話題提供：行政担当者 
    ※午前中に大規模な山火事跡地を見学し、それに対する取り組みも事例として考えます。 
     午前中のみ・午後のみの参加も可能ですが、午前中の参加には別途参加費が必要です。 
     詳しくはエクスカーションの案内をご覧ください。 



エクスカーション 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 エクスカーション１ 『岐阜での森づくり活動を体験』 
１０月８日 １０：００～１７：００ 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 行程：ＪＲ岐阜駅 → 岐阜県立森林文化アカデミー → 関市ふどうの森 →ＪＲ岐阜駅 
 内容：岐阜県が設置する、「森」を様々な角度から研究し、また人材育成をしている機関『森林

文化アカデミー』や、実際に森づくり活動が行われている場所を見学します。森の現場

では、『じゃんじゃん索道』という岐阜県内で使われてきた里山での架線技術のデモンス

トレーションや、普段そこで行われている作業が体験できます。 

 エクスカーション２ 『川の流れ森の姿』 
１０月８日 ９：３０～１８：００ 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 行程：ＪＲ高山駅 → 高山市一宮町 → 長良川上流部 → ＪＲ岐阜駅 
 内容：岐阜県北部の飛騨地域で展開されている『源流の森づくり』活動やグリーンツーリズム

の取り組みなどを見学します。そのあとは長良川の上流部から下流部へと下りながら、

流域の森やそこで暮らす人々、そして人と森のつながりについて見ていきます。 
 

 エクスカーション３ 『災い転じて森づくり』 
１０月９日 ９：００～１２：００ 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 行程：岐阜市文化センター → 岐阜市・各務原市の山火事跡地見学 → 岐阜市文化センター 
 内容：2002 年４月に発生した、岐阜市と各務原市の２つの市にまたがった 400ha にも及ぶ大規

模な山火事。その山火事に対して、それに関わる人たちはどう動いたか、何を考えたか

を感じてもらいます。ここで見てきたことは、午後から行われる分科会『流域ぐるみで

支える森づくり』の話題の一つとして取り上げられます。 

 エクスカーション４ 『里山整備体験会』 
１０月８日 ９：３０～１５：３０ 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 行程：岐阜市北野での里山整備 
 内容：雑木林、人工林、竹林で岐阜市内の親子を対象とした里山整備体験活動を実施して、参

加者がどんなことに興味を示すか、またそうした体験活動を日常の活動にどうつながて

いくかを考えます。ここでの活動は、翌日の分科会『教育と森』で話題の一つとして取

り上げられます。 
※このエクスカーションは岐阜市内の参加者を優先して募集しています。 

参加を希望される方は、事務局まで直接お問い合わせください。 



お申し込みについて 

・申込書はお１人に１枚ずつご使用ください。 

・申し込みはＦａｘあるいは郵送で２００５年９月３１日までにお願いします。 

・宿泊を希望される方は、別紙にて㈱日本旅行岐阜支店までお申し込みください、宿泊申し込みの締切は、

９月２３日(金)となっております。 

・申し込み受付後、事務局より申し込みの確認および参加費の請求金額などを e-mail または Fax にてお知

らせします。 

・展示スペースをご用意してあります。展示を希望される方は、申込書のチェック欄に印を付けていただく

か、事務局までご連絡ください。資料をお送りします。 

・お申し込み後１週間以上連絡がない場合は、通信事故等の可能性がありますので、事務局 058-246-7346

までご連絡ください。 

・駐車場は特に用意してございません。会場周辺には有料駐車場のある場所もございますが、混雑する場合

もありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。 

 

エクスカーションおよび分科会について 

・ご希望されるエクスカーションおよび分科会について、申込書の第１希望と第２希望のものに印を付けて

ください。申し込み人数によっては、会場およびバス等の都合によりご希望に添えないこともありますの

でご了承ください。 

・エクスカーション『岐阜での森づくり活動を体験』以外は、昼食の用意がありません。コースによっては

昼食の購入等が困難なことも予想されますので、できるだけ昼食をご持参ください。 

 

全体会・交流会・展示会について 

・全体会のみ参加される方は、特に申し込みの必要はありませんが、今後、案内等を希望される方は申込書

の通信欄にその旨ご記入の上お申し込みください。 

・交流会は持ち込み大歓迎です。 

・特別企画『朝まで語ろう森づくり』には、特に申し込みの必要はありません。 

・展示会には、企業用のスペースと市民活動用のスペースが用意してあります。出展希望の方は、事務局ま

でご連絡ください。 

 

災害時の対応について 

 巨大地震、台風などの災害により第１３回全国雑木林会議の全ての行事の開催が中止となった場合、事務

経費を差し引いた額を返金させていただきます。 

 

個人情報の取扱について 

 申込書に記入された個人情報は第１３回全国雑木林会議および関連の案内にのみ使用します。関連の案内

をご希望されない方は、チェック欄に印をお付けください。 

 

※申し込み・質問などは下記事務局までお願いします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

第１３回 全国雑木林会議 岐阜大会 実行委員会事務局 

〒500-8232 岐阜市前一色２丁目２－３ 野尻 宛 

Tel.＆Fax. 058-246-7346 

e-mail：zoukibayashi05@yahoo.co.jp 

URL：http://www.zoukibayashi.net/ 
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第１３回 全国雑木林会議 2005 ぎふ  参加申込書 

※申込はＦａｘあるいは郵送で２００５年９月３１日までにお願いします。 

※申込書はお一人につき１枚ずつご使用ください。 

※申し込み受付後、申し込みの確認および参加費の請求金額などを e-mail または Fax にてお知らせします。 

※ここに記入された個人情報は第１３回全国雑木林会議および関連の案内にのみ使用します。 

※宿泊を希望される方は、別紙にて㈱日本旅行岐阜支店までお申し込みください(締切：9/23(金)) 

電話 Ｆａｘ

ｅ－ｍａｉｌアドレス

住所　　〒　　　　　　　-

通信欄

申込日：２００５年　　　　月　　　　日

ふりがな

お名前

所属

 

           今後、全国雑木林会議関連の案内などを必要とされない方は右欄に印を付けてください。 

参加希望のプログラムのに印を付けてください。 

【エクスカーション】

コース 第１希望 第２希望 参加費

① 岐阜での森づくり活動を体験 3500円

② 川の流れ森の姿 4000円

③ 災い転じて森づくり 3000円

④ 里山整備体験会 － － －

※エクスカーション①は、昼食代を含んでいます。

※エクスカーション③は、１０月９日(日)午前のプログラムです。

※エクスカーション④は岐阜市内の方を優先して募集しています。参加希望の方は事務局までお問い合わせください。

【分科会】

テーマ 第１希望 第２希望 資料代

① 里山活動を持続するもの

② 森林と医療をむすぶ可能性を考える

③ 教育と森

④ 流域ぐるみで支える森づくり

※分科会④は、午後のみのプログラムです。

【全体会】

【交流会】 参加費

3000円人と人とが出会う場所　～みんなで大いに森を語ろう～

午前：エクスカーションおよび分科会の報告

午後：シンポジウム　－雑木林な流域づくり－

500円

無料

 

 その他、展示スペースを用意してあります。展示を希望される方は右欄に印をお付けください。資料をお届けします。 

 

お問い合わせ先および郵送先：第１３回全国雑木林会議 事務局 

〒500-8232 岐阜市前一色２丁目２－３ 野尻宛 

Fax.058-246-7346  e-mail:zoukibayashi05@yahoo.co.jp 

Ｆａｘ．０５８－２４６－７３４６ 第１３回 全国雑木林会議 事務局 野尻宛 




