ロ ン グ トレ イル

特 集

̶

歩 い て 風 土 、自 然 を 体 感 す る ̶

登山道や林道、
古道などをつないだ長距離自然歩道「ロングトレイル」。
山頂を目指す登山とは異なり、
自然散策路、
里山のあぜ道、
車道などを気軽に散策できるのが魅力の一つだ。
歩くことで、
普段は見過ごしてしまう土地の暮らしや文化、
動物たちの姿や植物の芽吹きを感じ、
多様な自然とも触れ合える。
さらに、
地域の人たちとの関わり合いや、
歩く者同士の絆も生まれる。
「ロングトレイル」を通じて地域を再発見するとともに、
地元の活性化や県域を超えた取り組みに励む人たちと出会った。
写真提供●信越トレイルクラブ

信越トレイルの赤池〜涌井コース間
にある「沼の原湿原」。４月下旬から
５月下旬まではミズバショウやリュウキ
ンカが咲く。

13
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12

稿

﹁ロングトレイル﹂の旅は、登頂を目
ジーランドのミルフォード・トラック

ジョン・ミューア・トレイル、ニュー

と呼べるものとして最初に全国的に整

れあうとともに、健全な心身の育成や

これは豊かな自然や歴史、文化にふ

課題への解決策を示すモデルとして、

っている。これら長距離自然歩道の諸

の努力が行われないという悪循環に陥

アパラチアン・トレイルは、米国の

３５００㎞のトレイルである。

ンや整備水準が異なるなど、トレイル

が乏しいこと②都道府県によってサイ

多く、そもそもトレイルとしての魅力

レイルなどをつなぐだけで舗装道路も

その原因としては、①既存の歴史ト

を通じて日本でも広く紹介されるよう

の加藤則芳さんの著作や講演活動など

病で亡くなったネイチャー・ライター

ＬＳ︵筋萎縮性側索硬化症︶という難

レイルは、２０１３年︵平成 ︶にＡ

かかる長さだ。このアパラチアン・ト

ているために、地元の人たちや地元市

行政のトップダウンで整備が進められ

施策がほとんど行われなかったこと④

推定されており、全行程を歩くとトレ

イカーの数は年間で３００万人程度と

アパラチアン・トレイルを訪れるハ

25

寄

的とする登山とは異なり、登山道やハ
などの欧米の事例を通して紹介されて

自然歩道と巡礼の道
もてなし文化の共通点

トは、わが国には２０００年代以降、

イキング道、自然散策路、里山のあぜ
きた。そして、それらをモデルにした、

主に米国のアパラチアン・トレイルや

道、ときには車道などを歩きながら、
長野県と新潟県の県境の関田山脈に位

近年注目を集め出した
ロングトレイル

その地域の自然や歴史、文化に触れる

置する﹁信越トレイル﹂などの新しい

近年のロングトレイルブームのずっ

われ始めた。

ボトムアップ型の自然歩道の整備が行

せき た

ことを目的とする。
これらは、時に３０００㎞を超える
ような長さを持ち、ハイカーはテント
を担ぎながら何週間、何カ月もかけて

この﹁ロングトレイル﹂のコンセプ

町村のオーナーシップや参加がないこ

と前、わが国におけるロングトレイル

備されたのが、環境省による﹁長距離

と─などがその要因といわれている。

そこを歩く場合もある。

自然歩道﹂だった。

このため、多くの路線では維持管理
ができず利用者が減り、それによって

自然保護に対する理解を深めることを

近年注目を集めてきたのが米国のアパ

さらに十分な維持管理や利活用のため

目的とした事業で、１９６９年︵昭和

ラチアン・トレイルなど、海外のロン

日本の「長距離自然歩道」が
活用されなかった理由

︶の東海自然歩道の整備に始まり、

グトレイルの事例であった。

という形で事業が行われた。しかし、

東部に位置するアパラチア山脈沿いに

アパラチアン・トレイルを
手本とした「信越トレイル」

最初につくられた東海自然歩道を除け

整備された、 の州にまたがる長さ約
ず、十分な活用も行われてこなかった

全体としての統一性に欠けること③整

になった。

全コースを歩くには４～７カ月ほど

備は行うが、利用促進のための広報や

といわざるを得ない。

14

IUCN日本リエゾンオフィスコーディネーター

Naoya Furuta

1967年神奈川県生まれ。大正大学
地域構想研究所教授。IUCN（国
際自然保護連合）の日本オフィス代
表を兼務し、生物多様性に関する国
内外の政策展開に従事。
「自然と聖
地」に関する研究で自らも大峰山（奈
良県）の先達の資格を得て、毎年登
拝している。

世界遺産に指定された熊野古道にはインバ
ウンドで来日した、たくさんの外国人ハイカー
が訪れている。写真は中辺路（なかへち）
で休む英国人たち。

ば、その存在はあまり一般には知られ

都道府県の予算によって整備を進める

り、都道府県が事業主体となり、国と

長距離自然歩道は、国が計画をつく

全国規模で整備が行われた。

44

古田尚也

ロングトレイル
特集
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撮影 ●古田尚也、編集部

寄稿 古田尚也

山頂を目指すのではなく、
歩くこと自体を楽しむ「ロングトレイル」。
一方で、
四国八十八カ所霊場の遍路道など「歩く旅」
の文化がある。
国際自然保護連盟（ＩＵＣＮ）
の活動で、
国内外の「自然の聖地」を訪れている
古田尚也さんが「歩く旅」
の文化について寄稿した。

霧に煙る月山を一列に進む行者の
人々。羽黒山から月山を経て、湯殿
山までの出羽三山を巡る。

青 森 県

いわて
銀河鉄
道

地域に活力を生む１０２５㎞
４県 市町村を貫くトレイル
佐々木豊志 さん ＮＰＯ法人みちのくトレイルクラブ代表理事
相澤久美 さん 同常務理事関 博充 さん 同みちのく潮風トレイル統括本部部長

写真提供 ●ＮＰＯ法人みちのくトレイルクラブ

青森県八戸市から福島県相馬市までの
太平洋沿岸をつなぐ長距離自然歩道「みちのく潮風トレイル」、
総延長約１０２５㎞が２０１９年６月９日に全線開通した。
それは行政主導の道路ではなく、
地域から湧き上がる声による
道づくり。
つくられた後も地域の人と歩く人との出会いがある道だった。
撮影 ●渡辺征治 、編集部

海岸にロングトレイルをつくったらど

取材・文 ●渡辺征治

三陸復興国立公園として
「歩くための道」を構想
うかと提案していたようです。岩手県

町村で結ばれた「歩くための道」みち
道は、カナダのウエスト・コースト・

が既に設置していた陸中海岸自然遊歩

「加藤さんは震災前から、岩手の三陸

青森、岩手、宮城、福島の４県 市

のく潮風トレイル。長さ広さ、関係自
トレイルに似ていると。その後震災が

園を南北に広げ、金華山、三陸復興国

きん か ざん

あり、環境省が既存の陸中海岸国立公

トレイル開設のきっかけとなったの
立公園を縦断するロングトレイルの認

だった。トレイル運営に当たるＮＰＯ

ネイチャーライタの加藤則芳さん（※）

ル創設に尽力したのが、アウトドア・

「震災後、環境省もどう復興に寄与す

がある、と加藤さんは訴えた。

ず役に立ち、地域へもたらす波及効果

東北の復興にはロングトレイルが必

ヒアリングをし、問題点を出してトレ

法人みちのくトレイルクラブの代表理

トレイルの波及効果を含めて加藤さん

イル運用の体制をどうつくればいいか、

ることができるかを模索中で、ロング

の話を傾聴し、それを復興事業に位置

材料を出してくれと要請されました。

自然体験学校を運営していた佐々木さ

２０１４年度末、宮城県の栗駒山で

囲も感じていたようだ。

し、適任だったことは相澤さんほか周

ませんでした」と、佐々木さん。しか

調査会社ではないのでノウハウはあり

んの元へ、トレイル開設のための基礎

のときにも沿岸部の支援をずっと続け

「佐々木は地域に根ざしていて、震災
い込んだ。

福 島 県

てきました。だから、現地で知り合い

6

金華山

「実際に歩いてルートを確認しながら

調査という形で環境省からの依頼が舞

常務理事、相澤久美さんは語る。

づけたということです」と同クラブの

事、佐々木豊志さんは当時を振り返る。

定に取り組んだのです」

は、２０１１年（平成 ）の東日本大

実現までに長い道のりがあった。

治体の多さ、運営の仕組みづくりなど、

28

震災。そのとき、日本のロングトレイ

23

南三陸・海のビジターセンター
気仙
沼線
東
北
本
線

鳥の海

三陸
南リ 鉄道
アス
線
大船渡

東北新幹
線

石巻

吉浜
大船渡線（BRT）

18
※詳しくは32ページを参照。
地域人 No.55（2020.3）

19

東北
自動
車道

相馬市

相馬中村神社
相馬
松川浦
鹿狼山

気仙沼線

穴通磯
陸前高田

岩手県洋野町陸中八木近辺でJR 八戸線の列車と遭遇。線路の向こうには太平洋が目前に。
大船渡市

三陸
鉄
北リ 道
アス
線

吉里吉里海岸

みちのく潮風トレイル
名取トレイルセンター
宮城県名取市閖上5丁目300-31-1
https://www.mct-natori-tc.jp/
とどヶ崎
4

浄土ヶ浜
宮古

碁石海岸インフォメーションセンター
岩手県大船渡市末崎町大浜
http://goishi.info/
小本

岩 手 県
東北自動車道

仙台空港

みちのく潮風トレイル
名取トレイルセンター
仙石線
仙台市

蒲生干潟

松島
多賀城
仙台

45

（BRT）

万石浦
女川
4

石巻
線
塩竈 東松島

気仙沼市

線
大船渡

45

28

気仙沼大島

宮 城 県

北山崎ビジターセンター

浄土ヶ浜ビジターセンター
岩手県宮古市日立浜町32- 69
http://jodogahama-vc.jp/
田野畑

碁石海岸
インフォメーションセンター

碁石海岸
一ノ関

横沼展望所

南三陸・海のビジターセンター
宮城県本吉郡南三陸町戸倉字坂本21-1
http://www.
kawatouminovisitorcenter.jp/umi/
宮古市
山田
線

小袖海岸
久慈

釜石

車道
釜石自動
北上

線
八戸
階上岳

浄土ヶ浜
ビジターセンター
盛岡

種差海岸インフォメーションセンター
45

北山崎

自然と人との共生を育むロングトレイル

種差海岸
八戸

北山崎ビジターセンター
岩手県下閉伊郡田野畑村北山129-10
https://www.vill.tanohata.iwate.jp/
kankou/see/visitor-center.html
久慈市

みちのく潮風トレイル
整備年度 ● 2013〜2019年
全長 ● 1,025km
通過自治体 ●
青森県、
岩手県、
宮城県、
福島県と28市町村
アクセス●
北の起点＝青森県蕪島
南の起点＝福島県松川浦環境公園
管理団体 ●
種差海岸インフォメーションセンター
青森県八戸市大字鮫町字棚久保14-167
http://www.tanesashi.info/

東
三沢空港
北
新
幹
線
蕪島
八戸市

D A T A

みちのく潮風トレイルMAP

釜石線
道
車
動
自
戸
八

信越トレイル

さん 北海道大学観光学高等研究センター特任教授

2000人のボランティアと
地域住民の協力で 年かけて開通
木村 宏

言葉を知ったのは前年の１９９９年、

った。実は木村さん自身、初めてその

ルという言葉はほとんど知られてなか

しかし当時、日本ではロングトレイ

ばらくすると、まるでヒッピーみたい

材したい』と連絡があったんです。し

その記事を読んだ加藤さんから、
『取

ｏｒ 』（山と溪谷社）に掲載されました。

動に携わり、その活動が『Ｏｕ ｔｄｏ

を設置することによる地域連携、活性

置する関田山脈にトレッキングルート

会」が発足し、長野・新潟の県境に位

に「関田山脈歩くルート設置推進連絡

２００１年には、地元関係者を中心

ジ参照）との出会いがきっかけだった。

アメリカにはアパラチアン・トレイル

8

飯山
線

ングトレイルだったのです」

のが道の連携＋歩く観光、すなわちロ

し合いが進められる中、持ち上がった

や鉄道など何を軸に連携を図るのか話

めの施設を運営する立場にあり、河川

でグリーン・ツーリズムを推進するた

なりました。当時、私は長野県飯山市

にまたがる連携事業を模索することに

の一環として、長野県と新潟県の二県

の地域づくり戦略』事業に基づく活動

のことです。国土交通省の『北陸地域

日本初の「ロングトレイル」といわれる信越トレイル。
その実現に向けてどのような取り組みが行われたのか、
北海道大学観光学高等研究センター特任教授の木村宏さんに話を聞いた。

飯山の宝・ブナの森が
つないだ不思議な縁
せき

長野県と新潟県の県境に位置する関
だ

田山脈の尾根沿いを縦走する信越トレ
イル。総延長約 ㎞のロングトレイル
は、２００８年（平成 ）９月 日に
全線が開通した。
信越トレイルは、ロングトレイルと
いう言葉とその理念を日本で初めて紹
介・構築したパイオニアである。その
立役者の一人が、現在、北海道大学観
光学高等研究センター特
任教授で信越トレイルク
ラブの代表理事を務める
木村宏さんだ。
「最初に、この地にロン
グトレイル構想が持ち上
がったのは、２０００年

にも協力を仰ぎ、長野と新潟が連携し
たロングトレイルの実現に向けて動き
出した。

バックパッカーであり、ネイチャー・

な格好した加藤さんが現れまして
（笑）
。

地元自治体と住民との
合意形成も大きな課題に

ライターの加藤則芳さん
（故人・ ペー

取材・文●山下 隆（エディ・ワン） 撮影●棟方直仁、編集部
写真提供●信越トレイルクラブ、神田修二

という自然豊かな森の中を約３５００

信越本線

道を整備すれば、その道を通って歩く

もちろん、森林管理署の合意を得て

による道の調査・復元を行いました」

理署の方々にも協力いただいて、測量

ングルートの調査のため地元の森林管

両方と協議しました。さらにトレッキ

林管理局と管理が分かれていて、その

は中部森林管理局、新潟県側は関東森

るための協議が必要でした。長野県側

「国有林がルートとなるため、通行す

化に関する調査、研究が行われた。

大学卒業後、ホテル経営会社の勤
務を経て、長野県に移住、自らの宿
泊施設の経営後。日本型DMOの先
駆けとなる信州いいやま観光局を運
営。
「信越トレイル」の整備・事業化
にも参画。国内のロングトレイル普及
活動にも従事。2016 年より現職。

80

北陸新
幹線

天水山

Hiroshi Kimura

整備年度 ● 2000年〜2008年
全長 ● 約80km ※2020年9月下旬より約40km延伸して約120kmになる（予定）
通過自治体 ● 長野県・新潟県
アクセス● 南の起点＝斑尾山 北の起点＝天水山
管理団体 ● NPO法人信越トレイルクラブ
長野県飯山市照岡1571-15 なべくら高原 森の家内
連絡先 ● http://www.s-trail.net/

長野・新潟の県境の尾根を歩く
国内屈指のロングトレイル

「飯山の宝といえるブナの木の保全活

あまみずやま

㎞歩くトレッキングルートがある話を
聞きました。ロングトレイルとは、ロ
ングディスタンス・トレイル、すなわ
ち登山道、自然歩道など自然に親しみ
ながら『長い距離を歩く』ことを楽し
むというもの。自然環境が豊かなここ
長野でも、ロングトレイルのようなも
のが実現できたらいいねと。２日間に
わたって熱く語っていきました。その
ときは何の実現性もなく、単なる夢と
しての話ではあったんですが……」
その夢のような話が、
「北陸地域の
地域づくり戦略」によって突如現実の
ものとなったのだ。当時、飯山市長だ
った小山邦武さんが座長となり、信越

信越トレイルMAP

31

黒岩山のほとりに佇む桂池。春の雪解けとと
もに、芽吹く新緑やミズバショウの花が美しい。

28
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40km
上
信
越自
動車
道

D A T A

信越トレイルの大きな魅力の一つである豊かなブナの原生林の間を歩く。

トレッキング委員会を設立。加藤さん

ぶすのとうげ

苗場山

13

延伸区間

川
曲
千

長 野 県
斑 尾山
まだら お さ ん

20

仏ヶ峰
登山口

川
信濃

なべくら高原 森の家

新 潟 県 伏野峠

森宮野原

関田峠
鍋倉山

約

涌井

飯山

赤池
野尻湖

信越トレイル
ロングトレイル
特集

写真提供●土屋智哉

東京の三鷹市でＵＬ（ウルトラライ
想などのアドバイスを行っている日本

会を開いてＵＬハイキングの技術や思

軽量化のためのグッズの販売や講習

「大学時代は探検部に所属し、最初は

外のロングトレイルも経験している。

ル、アパラチアン・トレイルなどの海

トレイルをはじめ、コロラド・トレイ

を目指す。より高く、より険しい山を

誰も登ったことがないルートから山頂

を受けていて、未踏峰の山であったり、

ヨーロッパのアルピニズムに強く影響

エベレストは１９５３年（昭和 ）

ト）ハイキングをテーマにしたショッ

ました。山岳部や山岳会というのは、

て当時の世界最高難度のルートを初登

誰よりも早く征服することに価値を見

クだけ。あとは自分の手と足だけを使

はんした実績を持ちながら、その後は

クライミングをやっていたのですが、

って壁や岩を登ります。少ない道具で

活動の舞台をロングトレイルへと移し

におけるＵＬハイキングの第一人者で

仲間と一緒に、普通に山登りをした

岩と向き合い、登ったときに一体感が

ます。長い距離を歩くうえで、いかに

また、アメリカのジョン・ミューア・

その時点で、アルピニズムにおける究
り、キャンプをすることを楽しいと感

得られることに面白みを感じたんです」

装備の軽量化を図るのか。自ら２万４

を軽くシンプルにして、登山やハイキ

極的な課題はなくなったともいわれて
じたり、サーフィンを体験して「サー

そんなとき、アメリカの展示会で、

０００㎞を超えるハイクを重ねて検証

柔軟に考えるようになりました」

いる。
フボード一枚で波や海、自然との一体

たまたま「Ｇｏ Ｌｉｔｅ 」というブラ

してきた、まさにウルトラライトの父

にイギリスの登山隊が初登頂に成功。

「僕が洞窟に興味を持ったのは、地上
感が得られるのがすごく気持ちよく感

ンドを知る。

ともいえる人物です」

ト

における未知を探すのは難しいけれど、
じられました」と言う。そして大学時

「Ｇｏ Ｌｉｔｅ は、ウルトラライトの

展示会の後、レイ・ジャーディンの

イ

地底はまだ知られていないところがた
代以来再開したクライミングでは、装

提唱者でもあるレイ・ジャーディンの

ラ

くさんあるから。例えば、日本で一番
備のシンプルさにひかれた。

思 想 を 製 品 化 し た ブ ラ ン ド で す。レ

』を読む
著書『 Beyond Backpacking
と、そこに書かれていたのは、装備を

ー

高い山が富士山であることは変わりま
「注力していたボルダリングでは、必

イ・ジャーディンは、クライマーとし

ゴ

せんが、日本で一番深い洞窟は更新さ

要なのはシューズと滑り止めのチョー

窟探検に没頭していったわけです」

洞窟探検家から
ウルトラライトハイクへ
大学卒業後も国内外で洞窟探検を続
けた。一方で、洞窟探検のためには資金
も必要だ。そのため、日本にいるとき
は総合アウトドアショップに勤めるの
だが、そこでの出会いが土屋さん自身

28
1971年埼玉県生まれ。大学探検部
で山を始める。アウトドアショップバイ
ヤー時代にアメリカでウルトラライトハ
イキングに出会う。2008 年、ジョン・
ミューア・
トレイルスルーハイクののち、
東京・三鷹にウルトラライトハイキング
をテーマにした店「ハイカーズデポ」
をオープン。著書に『ウルトラライトハ
イキング Hike light, Go simple.』
（山と溪谷社）など。

の価値観を変えるきっかけとなる。
「ショップでは、登山用具だけでなく、
キャンプや釣り、カヤック、ダイビン
グなどアウトドア用品全般を扱い、各
分野に専門のスタッフがそろっていま
した。それまでヨーロッパのアルピニ
ズム的な価値観こそ絶対だと信じてい
た僕ですが、ショップでさまざまな価
値観を持つ人と出会うことで、もっと

Tomoyoshi Tsuchiya

れる可能性がある。そんな未知なる洞

プ「ハイカーズデポ」を経営する土屋

取材・文●山下 隆（エディ・ワン） 撮影●坂本禎久

いだしてきました」

近頃のアウトドアギアは、
軽くても機能性が高いのが当たり前。
そこで、
軽量なギアでフィールドを楽しむ土屋智哉さんに
“ウルトラライト（UL）
ハイキング”
について聞いた。

そのうち洞窟探検のほうに興味を持ち

ングを楽しむことだ。

Hiker’
s Depot（ハイカーズデポ）代表

土屋智哉 さん

もある。

焚き火でマシュマロを焼く土屋智哉さん。2014 年アパラチアン・トレイルにて。

智哉さん。ＵＬハイキングとは、荷物

登山や洞窟探検に
没頭していた学生時代

ト

イ

ラ

ラ

ト

ル

ウ

ー
ュ
ビ
タ
ン
イ
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軽さの向こうにある
シンプル＆スマート
ＵＬハイキング
グリーンマウンテンの別名を持つバー
モント州の山々を南北に貫く北米最
古のトレイル「ロングトレイル」。北部
はアップダウンも激しく、仲間のハイカ
ーも疲労困憊のもよう。

ロングトレイル
特集

インタビュー 土屋智哉

さん いであ株式会社 国土環境研究所 生物多様性研究センター センター長

関東地方の１都６県をぐるり１周
日帰りで楽しめる全１６０コース
神田修二
長距離自然歩道の一つ、
首都圏自然歩道は１都６県をぐるりと
１周する総延長約１８００㎞の道。全ルートを歩いた神田修二さんに、
長距離自然歩道の存在意義や自然の中で遭遇した出来事を聞いた。

「転勤の多い環境省にいた頃は、仕事

都圏自然歩道は、１都６県内の都市を

「関東ふれあいの道」とも呼ばれる首

いたことはありませんでした。現職へ

長距離自然歩道を起点から終点まで歩

のコースを歩いた経験はあったものの、

の一環として九州や中部・北陸の一部

囲むようにぐるりと１周する。東京都
移り東京へ戻ったのを機に、首都圏自

１８００㎞のコースを
ちょうど１００回で歩き切る

八王子梅の木平から高尾山に至る「湖

） 月、
「 湖の

然歩道を歩いてみようと思ったのです」
年（平成

のみち」を起点にすると、時計回りに
２０１
みち」から第一歩を踏み出した。それ

高尾山・奥多摩（東京都）
、秩父（埼
玉県）
、妙義山（群馬県）
、大平山（栃

長距離自然歩道のうち、
最初
（１９７

から５年、関東ふれあいの道の全コー

島・丹沢（神奈川県）といったエリア
０年〜）に整備された東海自然歩道は、

木県）
、 筑 波 山・ 霞 ヶ 浦（ 茨 城 県 ）
、

の自然や歴史、文化遺産に触れながら

のだ。担当課長だった大井道夫さんは

当時の厚生省国立公園の発案によるも

全１６０コースあり、１コースは日

米国東部のアパラチア山脈に沿って南
北 州を縦貫する長距離自然歩道「ア

帰りができるように ㎞前後に区切ら

歩くことができる。

スを１００回で歩き切った。

11

九十九里浜・房総（千葉県）
、三浦半

25

１０００ｍ 級の山々を結んでいる。関

山でも標高２０００ｍ 程度、ほとんど

アン・トレイルは高所を通らず、高い

ン・トレイルに似ています。アパラチ

「首都圏自然歩道は、そのアパラチア

れるようにプランニングされている。

鉄道やバスといった公共交通機関に乗

から周辺地域への人口回帰を促すパイ

知ってもらっていい影響を与え、都市

域の文化・生業を大都市に住む人々に

ロポリスとつなぐことにより、自然地

た。郊外の自然地域をトレイルでメト

トレイル」を地域計画の軸に位置づけ

０㎞）に着想を得たといわれる。

パラチアン・トレイル」（総延長３５０

ている印象を強く受けるという。

山を歩くと、
「聖と俗」の境目を歩い

しかも、首都圏を囲むように連なる

場所へ上ることを推奨していますが、

イさんは地域の構造を知るために高い

た意味合いもあると思います。マッケ

た。首都圏自然歩道はまさにそういっ

こ うし ん

東ふれあいの道も、最も高い山が庚申

プとなることを期待した。

ざん

山（１８９２ｍ 、栃木県足尾町）で、

「大井さんも東海自然歩道をスプロー

「特に北関東ではちょっと山に入ると

首都圏自然歩道もそういう構造になっ

んでいます」

寺や神社が現れ、下りてくると里の風

ていて、里を上から眺められる地点が

わって、
歩くための道「アパラチアン・

の進入路となっていた鉄道、車道に代

識していた。そこでメトロポリタン化

境・文化に悪影響が及ぼしていると認

が周辺地域に侵入し、地域の固有の環

（都市が無秩序に拡大していく現象）

トロポリタン（大都市）のスプロール

ベントン・マッケイは１００年前、メ

林局の森林官で地域計画プランナーの

つまりこういうことだ。米農務省森

ではないかと推考しています」

者は同様の社会的背景から生まれたの

アパラチアン・トレイルも同じで、両

線を行き来している感覚です。それは

景が広がる。聖と俗、自然と人の境界

ル化の防波堤にしたいと言っていまし

首都圏を囲むように連なる山と里を結

れ、それぞれのコースの起点・終点で

10
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真岡市

3

いであ株式会社専務執行役員。195
5 年生まれ。神奈川県出身。1979
年東京大学農学部林学科卒業後、
環境庁（現環境省）に入庁。その
後、中部山岳、伊勢志摩および十
和田八幡平の各国立公園の現地管
理事務所勤務等の後、福井県自然
保護課長、環境影響評価技術調整
官、国立公園課長、東北、九州お
よび中部の各地方環境事務所長等
を歴任。2013 年 3月退官後、同年
5月よりいであへ。

市原市
藤沢市

茨 城 県
日光市

14

Shuji Kanda

鴨川市

栃木県：環境森林部 自然環境課 自然公園担当
http://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/intro/
shizen/kouen/kantoindex.html

栃木市
前橋市

千 葉 県

神奈川県：自然環境保全センター 自然保護公園部自然公園課
https://www.pref.kanagawa.jp/
docs/f4y/02yama/kouen_kouenhodou/
20191107_kanfure_courseguide.html

神 奈 川 県
横須賀市

群馬県：環境局 自然環境課
https://www.pref.gunma.jp/01/e2310114.html

成田市
青梅市

東 京 都
あきる野市

伊勢原市

埼玉県：環境部 みどり自然課 自然ふれあい担当
https://www.pref.saitama.lg.jp/
a0508/shisetsu/kanfuretop.html

埼 玉 県
飯能市

かすみがうら市
つくば市
秩父市

笠間市
高崎市

取材・文●山本信幸 撮影●編集部
写真提供●神田修二、首都圏自然歩道連絡協会

群 馬 県

気軽な行楽に都合よく、
こま切れでも楽しめる
栃 木 県

整備年度 ● 1982〜1988年、2007年〜2010年（追加区間）
全長 ● 1,799km
通過自治体 ● 東京都、
神奈川県、
埼玉県、
群馬県、
栃木県、
茨城県、
千葉県
アクセス●
東の起点＝千葉県鋸南町保田
西の起点＝神奈川県三浦市南下浦町
管理団体 ●
東京都：環境局 自然環境部緑環境課 自然公園担当
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/
naturepark/know/chokyori/kanto_fureai.html

首都圏自然歩道
首都圏自然歩道MAP
D A T A

茨城県：県民生活環境部 環境政策課
https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/
shizen/shizen/kanto-fureai.html

千葉県：環境生活部自然保護課施設管理班
http://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/
choubou/fureai/index.html

千葉県安房郡鋸南町（きょなんまち）と富津市との境にある鋸山（のこぎりやま・標高 329.4m）と東京湾。

