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北海道から沖縄県まで全国に
33カ所ある国立公園。その美しい景観や
豊かな自然が魅力だが、
自然散策はもちろん、
夏には川下り、
冬には山スキーなどのレジャーも楽しめる。
今、
国立公園新時代ヘ向け、
官民一体のプロジェクトが動き出した。
自然と地域の暮らしを再発見し、
ブランディング化を目指している。
いざな

多彩な魅力を紹介しよう。
身も心も楽しめる体験型観光を誘う、
イラスト●小林マキ
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国立公園・観光・地方創生
写真提供●環境省

人数の増加だけでなく
観光のレベルも上げること
古田 政府の日本再興戦略の一環とし
て観光︑とくにインバウンドに力を入
れていこうと２０１６年︵平成 ︶３

た︒現在 ある国立公園の中から８公

公園満喫プロジェクト﹂が組まれまし

ばすため︑環境省の主導のもと﹁国立

人を２０２０年には１０００万人に伸

２０１５年の外国人利用者数４３０万

べきだという方針が打ち出されました︒

の中で国立公園も重要な役割を果たす

るという数字が上げられています︒そ

行者を現在の２倍の４０００万人にす

を掲げ︑２０２０年には訪日外国人旅

このビジョンではさらに新たな目標値

人旅行消費額は３倍に増えています︒

訪日外国人旅行者は２倍に︑訪日外国

ン﹂が発表されました︒この３年間で

月に﹁明日の日本を支える観光ビジョ
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に人数だけが問題になっているところ

今は目標として何万人増加というよう

そういう意味で︑ある種の魅力を感じ

という議論も平行して進んでいます︒

連環の構造をどのように作り上げるか

プロジェクト﹂も立ち上がり︑自然の

に﹁つなげよう︑支えよう 森川里海

しまう︒この公園プロジェクトと同時

と︑日本らしい風景が失われていって

じように考えていたのが熊本県の黒川

くり考えていこうと思ったのです︒同

で︑この期に地域のあるべき姿をじっ

がいらっしゃらなくなりました︒そこ

も被災︑由布院にもまったくお客さま

桑野 昨春︑熊本地震が起きて私ども

止めていらっしゃいますか︒

打ち出してきたことをどのように受け

府が﹁国立公園満喫プロジェクト﹂を

なさっていますが︑今のこの時代に政

古田 桑野さんは由布院で旅館を経営

ないかと考えています︒

はないかと感じています︒

このプロジェクトは将来性があるので

公園満喫プロジェクト﹂を知りました︒

なりました︒そんなときにこの﹁国立

未来があるのではないかと思うように

を中心にものを考えていけばまだまだ

に目がいきがちだったのですが︑ここ

を重視して目の前のことをどうするか

じました︒今まである意味スピード感

の持っているものの大きな可能性を感

その風景の素晴らしさに改めて私たち

から﹁阿蘇くじゅう国立公園﹂を見て︑

時間軸が変わったんです︒ハイウェイ

立公園の風景の素晴らしさと︑施設の

非常に寂しい思いをすることです︒国

ただ私が非常に気になっているのは︑

1945年生まれ。東京都市大
学特別教授。国立公園満喫プ
ロジェクト有識者会議座長。

せんね︒

り量ではないのではと言わざるを得ま

体観光客向けに造られたからで︑やは

離がある︒なぜかと言えば︑施設が団

り

うらぶれた姿にはどうしようもない乖

かい

な国立公園の集団施設地区を見ると︑

今一番残念に思っているのは︑中核的

くると思います︒質ということで私が

涌井 それはこれからの議論になって

議論になっていますか︒

いうあたりは︑涌井さん︑委員会でも

古田 量ではなく質の議論をすべきと

です︒経済効果を考えるなら体積︑つ

温泉の若手の人たちだったので︑一緒

涌井雅之 氏
ランドスケープアーキテクト

由布院も昔は︑というと桑野さんに
申し訳ないのだけれど︵笑︶
︑今から
年ぐらい前には︑
﹁スモール＆ビュ

これからの観光地は︑そこにしかない

量にこびるのは絶対間違いだと思う︒

地になっていて︑それが辛いわけです︒

す︒ところが今はどこにでもある観光

ーティフル﹂という感じがあったんで
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ています︒

まりどれだけお金が落ちるかの方が重

小野寺 今回のプロジェクトはやはり

団体観光客向けホテルの
営業形態を変えないと

ていくかということですね︒

地域創生と観光をどのように結びつけ

一つは﹃地域人﹄のテーマでもある︑

ルを上げていくという中身の話︒もう

持できない︒人がいなくなってしまう

適度な関わりがなければ一定の質を維

涌井 日本の自然というのは︑人との

の座長を務めていらっしゃいますね︒

涌井さんはプロジェクトの有識者会議

ト﹂から話を進めていこうと思います︒

今日はこの﹁国立公園満喫プロジェク

プアッププログラムを策定しています︒

園を選定し︑それぞれ具体的なステッ
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に﹁連携﹂を軸に議論するようになり

大正大学地域構想研究所教授

要なのではないか︒やたら全体に負荷

瀬戸内海国立公園。国立公園として最初に指定された3カ所のうちの１つ。広島県三原市竜王山から芸予諸島を望む。
三菱総合研究所を経てIUCN
（国際自然保護連合）
で生物
多様性の政策展開に従事。

量の話が前面に出ていますが︑それと

古田尚也 氏

ました︒実はここ十数年﹁やまなみハ

1946年生まれ。屋久島の世界
自然遺産化を推進。環境省自
然環境局長などを経て現職。

がかかるような量だけを拡大するので

小野寺 浩 氏
屋久島環境文化財団理事長

平行して質の話もするべきですね︒質

由布院温泉観光協会会長

イウェイ﹂に目を向けていなかったの

2003年から由布院玉の湯社
長。旅館業のほか、
町づくりグル
ープの代表などを務める。

はなく︑経済を活性化させつつ︑本質

桑野和泉 氏

というのは︑一つは日本の観光のレベ

構成●丸山貴未子

です︒行き来しているうちにポーンと

観光は日本経済を立て直すための成長戦略の柱として位置づけられ、
さまざまな施策が
行われた結果、
この３年間でインバウンドは倍増という目覚ましい成果をあげている。
政府はさらなる飛躍を目指し、
中でも国立公園に大きな期待をかけている。
日本の国立公園が持つ大きな可能性と問題点を語り合う。

的な自然の風景を守っていくべきでは

国立公園
座談会
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自然の保護と利用はいかにあるべきか

笹岡哲也さん︒

は約７００年ぶりに宮域林から御用材

いただき︑神宝装束の一切をも造り替

年遷宮は︑神様に新しい社殿にお遷り

えませんでしたが︑それでも必要なヒ

㎝ 未満で社殿の柱など主要部分には使

今回伐採したヒノキは最大でも直径

の一部分を供給することができました︒

える神宮最大の祭り︒そのための御用
ノキの ％を宮域林から出したことは
感慨深い出来事です︒１００年後には

大正の計画から 年︑遷宮という揺

出されていたが︑鎌倉時代中期には良

から美濃へ︑さらに江戸時代中期には
るぎない目標に向かって使命を引き継

１００％の供給を目指しています﹂

木曾の山から供給されるようになった︒
ぎ︑御杣山復活の第１歩を成し遂げた︒

取材・文・撮影●中村元美

夫婦岩

伊勢神宮

志摩半島

三 重 県

的矢湾
五ヶ所湾

伏を描く森は︑ 年に１度行われる遷

伊勢神宮内宮の背後で︑ゆるやかに起

神の森は瑞々しく︑豊かで広大だ︒

神宮で最も重要な
遷宮の御用材を育てる山

伊勢志摩国立公園の区域
み そ まや ま

宮で社殿建て替えのための木を育てる
︒神域を流れる五十鈴川の水
﹁御杣山﹂
源域であり︑伊勢市の面積の４分の１
を占め︑伊勢志摩国立公園に指定され
ている︒
﹁神宮の森は約５５００ で︑それぞ

や炭の燃料が必要となり︑その供給源

て︑また神宮参拝者のために大量の薪

﹁かつては周辺に暮らす人の里山とし

ているのが︑五十鈴川の水源涵養だ︒

そんな大きな１歩とともに評価され

鳥は１４０種を数え︑本来の森の姿が

本類６００種︑シダ類で１３０種︑野

れた宮域林では木本類で１２０種︑草

や動物が集まる︒自然そのままに残さ

が芽吹き︑花が咲き︑実を付け︑昆虫

こに太陽が降り注ぎ︑多種多様な植物

ノキの周りは︑間伐されて明るい︒そ

大樹候補木となった二重ペンキのヒ

れてきた︒遷宮のために御造営用材を

信仰や文化を重んじて︑連綿と継承さ

しながら自然と調和し︑その根底では

それぞれの時代でより良い方法を模索

神宮で１３００年続く式年遷宮は︑

クルに人の手助けは不可欠だと話す︒

くことが大事です﹂と健康な森のサイ

きちんと間伐し︑そして木を使ってい

岡部長は﹁木を育てる環境のために︑

国内のさまざまな森林を見てきた笹

人工林を管理しています︒２０１３年

として利用され︑神宮の山が荒れた時

形成されている︒ヒノキが根を張る土

神宮森林経営計画を策定し︑ヒノキの

︵平成 ︶に行われた 回目の遷宮で

代がありました︒江戸から大正時代に

供給する取り組みには︑自然と人との

の強い風から森全体を守り︑豪雨によ

樹がミックスされることで︑台風など

伸ばして共存している︒針葉樹と広葉

ノキやカシ︑シイ︑ヤブツバキが枝を

目的の一つであり︑ヒノキ以外にクス

災害に強い森づくりも第二宮域林の

として調達している︒木を育てるとい

る海からアワビやタイを神へのお供え

宮では米︑野菜︑塩をつくり︑豊饒な

に注ぐ︒その五十鈴川の水を引き︑神

養分を含んで五十鈴川を流れ︑伊勢湾

過されて地下から谷へ︑そして森の栄

して知られていたといいます﹂

壌に落ち葉が重なり︑ふかふかの腐葉

2

1 大樹候補木。大樹候補木に表示
される二重ペンキ。しっかりと間
伐された人工林に、光が差し込む。
2 五十鈴川上流域。御杣山を水源
とする五十鈴川は全長約20km。
清らかな流れを広葉樹が守る。

英虞湾

御酒を供え︑作業の無事を祈るという︒

入りの日には︑その山の神に感謝し︑

る︒また新しい現場で伐木を始める山

足の精神は︑森づくりにも根付いてい

キから種採りも行われ︑神宮の自給自

す神宮の営林部︒山では優良木のヒノ

下刈り︑枝打ちなどの山作業を繰り返

遷宮用材を育成するために︑間伐︑

み出されている︒

が保たれ︑健全なる循環がおのずと生

う目的により︑森と川と海のバランス

としています﹂と神宮司廳営林部長の

涵養︑そして御造営用材の育成を目的

対し︑第二宮域林は五十鈴川の水源の

とを目的として自然保護に努めるのに

ここは神宮の尊厳を保つこ
一 宮 域林︒

きゅういきりん

内宮の神域を包むように広がるのが第

れの役割によって区分されています︒

ha

は水害も多発し︑五十鈴川は暴れ川と

昔と同じように自前の宮域林からまか

﹁木曾の材も無尽蔵ではありません︒

質のヒノキが底をつき︑その後︑近隣

50

持続可能な共存関係が保たれている︒

なえるよう︑１９２３年︵大正 ︶に

戦後初の国立公園として誕生した伊勢志摩国立公園には神宮の歴史や優美なリアス式海岸、
海女の潜る磯があり、
森や海のそこかしこに、
人びとの祈りと営みが根付いている。

る洪水を抑制する役目を果たしている︒

神が宿る杜と人びとの
営みが支える山と海

材は︑伊勢の山から天然ヒノキが伐り

飛鳥時代にはじまり今に続く神宮式

伊勢志摩国立公園
三重県

土となって雨水が浸透し︑その水は濾

森から川、そして海へ
御用材育成で保たれる循環
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鳥羽湾
1956年三重県四日市市生まれ。
神宮司廳営林部長。国有林で
森林の施業管理に携わる。
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※宮域林は特別の許可を得て撮影

熊野灘

国立公園
ブランディング
計画
特集

（写真提供：神宮司廳）
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23

20

笹岡哲也 さん

12

種採り。営林部の種採り作業。毎
年11月末頃に、ヒノキの母木に
登って行われる。

第二宮域林の約4400haのうち、
およそ半分がヒノキの人工林。

