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ヤマセミウォッチングヤマセミウォッチング
神保  賢一路かのこ環境プロデュース株式会社

渓流

　前回は、ヤマセミの生態を紹介しました。 振り返れ
ば、ヤマセミに興味を持ち観察を始めたのが26歳の時。 
あれからすでに36年の歳月が過ぎました。 時の経過は
早いものです。観察の成果を皆さんに十分に紹介させて
いただくのは、まだまだ時間がかかりそうです。
　野生動物との付き合いは、自然との裸の付き合いのよ
うなものです。 こちらが相手の立場に立って（相手が嫌
がること・恐怖を感じること・接近しすぎることなどを
避け）、素直に向き合わなければ相手も真実の行動をし
てくれません。 私が行う観察は、時間と手間をかけて相
手との信頼関係を築きながら、現場の風や空気感、暑さ
寒さを感じながら行っています。 まさにローテクです
が、行動の観察の大切さは自分の目で、今、何が起きてい
るのか、ある行動が発生した原因は何なのかを知ること
です。 時間はとてもかかりますが、自分の性格にあった
方法だと思っています。 しかし、気持ちは当時のままで
すが体力は確実に落ちています。 調査地には早朝4時半
頃に入るのは変わりませんが、昨年からは「前日の夕方
に現地に入り車中泊」が定着しています。
　夜中の山は神秘的です。 満点の星空をモモンガやム
ササビが横切って行きます。 自分がまるで大きな劇場
の中にいるようです。 山でのこの時間の流れは、都会で
は味わえない不思議な時間です。

　ヤマセミのように単独で生活している動物の暮らし
は謎だらけです。 同じ河川でもヤマセミが暮らす場所
とそうでない場所がはっきり分かれています。 違いは
どこにあるのだろうか？ 彼らの暮らしを追い、調べ、知
るほどに観察の範囲が広がります。
　陸上から水の中へ。 渓流の水中は別世界です。 冬、魚
の活動が活発なところにヤマセミが定着しているよう
です。
　11月から2月頃まで水中の観察をしていますが、厚手
のウエットスーツでも長く潜っていることはできませ
ん。 しかし、イワナやヤマメの群れに出会ったりすると
ついつい時間を忘れてしまい、気づけば体の芯まで冷え
てしまったこともあります。

後  編

自然と向き合う自分流の楽しみ方 陸上から水中へ
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　7月～8月はヤマセミが最も多く保護される時期です。 
衰弱して保護されるのは、巣立ち後の幼鳥・若鳥がほと
んどです。 成鳥の保護は、翼の骨折や激突によるケー
スで、収容時にすでに死亡している例もありました。　
　ところで、野生動物の保護・収容については、大変難し
い状況判断が必要となるケースがたくさんあります。 
例えば、キジ・カモなどの離巣性の鳥は茂みの中で抱卵
します。 孵化した雛たちは、数時間後には親鳥と一緒に
移動できます。 移動の最中トラブルがあると、雛がはぐ
れてしまうことがありますが、その多くは互いに呼び合
い合流できます。 他の小鳥も巣立った当日は、糸が切れ
た凧のようにあっちこっちへばらばらに飛び回り、疲れ
て地面に下りたりしますが、親鳥が安全な場所に誘導し
ていきます。 
　タカやフクロウの雛たちは、巣立ち直後は十分に飛ぶ
ことができないので巣外育雛の期間がとても長く続き
ます。 そんな雛たちを悪気なく追いかけ回して収容す
ると「保護」ではなく「捕獲」になってしまうので注意が
必要です。 
　ノウサギやシカの子どもたちも、親からの哺乳時間以
外は、茂みや岩の隙間でじっとしています。 こんな場面
に遭遇したら、直ちにその場から離れましょう。 体に触
れたりすると、人の匂いがついてしまい、戻ってきた親
が子どもを育てなくなってしまうことがあります。
　さて、次に紹介するヤマセミの例は、自力歩行ができ
ずに倒れこんだ状態で、人が触れても反応がほとんどな
かった元気消失個体が、人工育雛で元気になって、野生
に戻るまでの経過です。
　さらにもう一つの例として、巣穴がある崖が崩れ、雛
が外に放り出されてしまったものの、巣箱に収容された
雛を親鳥が育て上げた例です。

　神奈川県内のグラウンドで1羽のヤマセミの幼鳥が保
護されました。 ヤマセミはグラウンド脇のU字溝の中に
横たわり、虫の息で大変危険な状態でした。 連絡を受け
て現地でヤマセミを預かりました。 目を閉じ、体を固ま
らせているヤマセミ。 鳥類がこのよう状態となった時の
処置はただひとつで体温を上げることに集中します（間
違っても給餌は禁物です）。
　ヤマセミの体をガーゼで包んで厚手のビニール袋に
入れ、ぬるま湯を入れたバケツの中にヤマセミを浮かべ
ます。 この方法は、大変便利な方法で、効果が絶大です
が、温度の調節には十分な注意が必要です。 
　ビニール袋の中で目を開けたヤマセミにすかさずド

ジョウを与え、再びバケ
ツのお風呂に戻しまし
た。 保護当日、与えたの
はこのドジョウ一匹です。
　与えすぎると、消化不
良で取り返しがつかな
いこととなってしまい
ます。 保護した小鳥が
死んでしまう原因の一番は、餌の与えすぎで発生する消
化不良です。
　なお、ヤマセミなどの野鳥は勝手に捕獲・飼育はでき
ません。 環境大臣の許可を得た上で保護しています。　
　翌日、ヤマセミは見た目には回復しました。 次は体温
を下げないために、時間をかけて嘴を無理やり開けて強
制的に魚を与えました。 この時の最大の注意は、気管に
餌が入らないようにすること。 食道の入口に魚を入れ
たら、頸を伸ばし、右手の指の腹で魚をゆっくりと押し
ながら胃の入口まで誘導します。 水分は、魚に含まれて
いますから与えません。 
　魚以外のエサを与えるときにも、あらかじめ水分を含
ませてから与えるとよいでしょう。 水だけを与えると、
体を濡らしたり、適量の判断が難しくなります。 小鳥に
強制給餌するときも同様です。

　強制給餌を続けていると、ある日突然、体重の増加が
みられなくなります。 これは、強制給餌の限界をヤマセ
ミ自身が教えてくれているのです。 給餌のたびに捕獲
され、無理やり魚を押し込まれることにストレスのピー
クを迎えたヤマセミに、これ以上強制給餌を続ている
と、体調を崩す原因となりかねません。
　自力採餌を始めるには、絶食から入ります。 空腹の限
界まで一切エサを与えません。 絶食期間は2日間が目安
です。 そしてタイミングよく魚をヤマセミの足元に投
げ入れます。 ヤマセミが反射的に魚に飛びつけば、大成
功です。 反射行動がなければ、再び強制給餌で体力をつ
けてから絶食して、再チャレンジします。
　自力採餌が始まると、また体重が増加し始めます。 い
よいよ狭いゲージから広い小屋に移し、野外に放すため
の訓練がスタートです。

ヤマセミの飼育

強制給餌から自力採餌へ

保護されるヤマセミ

元気になったヤマセミ

強制給餌



水浴び
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　保護時のヤマセミの体重は160グラムでした。 成鳥の
体重は約360グラムですから、約半分しかありませんで
した。 自力採餌を始めたことで体重は260グラムに増
え、このまま順調にいけば確実に回復が見込まれるとこ
ろまできました。 あとは、実践的なトレーニングのみで、
特に翼の手入れをするための羽脂腺の分泌を促すための
水浴びトレーニングが
必要です。
　羽脂腺は尾羽の付け
根にあり、脂肪を分泌し
ています。 たいていの鳥
はその脂肪を嘴にとっ
て体全体に塗りこみ、水
をはじく羽を整えます。 
　とくに水に飛び込み魚を捕らえて浮上するヤマセミ
にとっては重要な働きをしています。 羽脂腺からの脂肪
の分泌を良好にする方法が、水浴びです。 このため、私
は暇さえあればヤマセミの飼育舎に向かって水を飛ば
しました。 水はかなり強く体に当たっていましたが、ヤ
マセミはへっちゃらで、逆に楽しそうに体をブルブルさ
せ、より強く飛んでくる方に自分から移動して来ました。
　ちなみに、違法に飼われていた小鳥を、行政などの関係
者が狭い鳥かごから小鳥をいきなり野外に放している映
像などを拝見したことがあります。 羽の油は大丈夫なの
でしょうか、放された野鳥がとても心配になります。

　回復したヤマセミをいよいよ野生に放す日がやってき
ました。 元気になった野鳥を野に放す際に以下の点に気
をつけます。

　保護された場所で放されたヤマセミは、振り返ること
なく上空を半周したのち、河川の上流に消えていきまし
た。 放野はいつも実にあっけないものです。

　ヤマセミが崖に巣穴を掘って営巣することは、93号で
紹介しました。 ヤマセミが雛を育てる時期は梅雨時なの
で大雨で崖が崩れることもあります。 友人の山上氏（鳥
獣保護のエキスパート）がそんな被害にあったヤマセミ
を救った例を紹介します。
　梅雨のある日、ヤマセミの雛6
羽が崖下にいるのを発見した山
上氏は、近くに親鳥の気配を感
じたため、雛をフクロウの巣箱
に収容して、遠くから様子を見
ていたそうです（山上氏の設置
した巣箱でこれまでに500羽の
フクロウが巣立っています）。 
すると、親鳥が一生懸命、巣箱の
雛たちに魚を運び始め、雛は無
事に全羽巣立ったそうです。 

　
　私たちが暮らす社会と野生動物たちの生活の場は増々
近づいています。 今や現実的なルールが必要だと思いま
す。 最近は特にひどい場面に唖然とすることが多くなり
ました。 例えば、ヤマセミの巣穴から2～3ｍの場所で、連
日カメラを構える何人ものカメラマン。 餌をもらえず、
巣穴の中で死亡した雛もいます。 釣り針を飲み込んでし
まう被害は、毎年のように発生しています。 とても心が
痛む事例です。 「情けは人のためならず」ということわざ
があります。 人に情けをかけると、いずれ巡り巡って自分
に返ってくるので、思いやりのある、優しい心を持ちましょ
うという意味ですが、今、まさに私たち自身を振り返り、自
然に対しての情けを考えるときのような気がします。

　
　今回、2回にわたりヤマセミをとり上げていただきまし
た。神奈川の自然に暮らすヤマセミの生態は分からない
ことばかりですが、自然との付き合いはとても楽しい時
間です。 観察も調査も、小さなことの積み重ねこそが大
切だと、最近つくづく思います。 続けることで何かが見
えてくると信じ、これからもヤマセミの観察を続けてい
きたいと思います。

おわりに

巣箱で巣立ったヤマセミ野外復帰に向けたトレーニング

共存のルール、自然と付き合うマナーを考える

放野

巣箱にエサを運ぶ親鳥

崖下の雛

１. 翼がちゃんと水をはじくことができるかを確認する。

２. 放す際は、絶対に空に向かって投げない。

 3 . 放す時間は、好天で車が少ない早朝を選ぶ。
 

4 . できるだけ保護した場所の近くで放す。
 5 . イヌやネコ、カラスなどの気配を感じたら、
　 放野は中止したほうが安全です。

　水浴びをさせて確かめましょう。

　鳥はいきなり羽ばたけません。地面に落下してし
まう恐れがあるので放す際は、鳥を安定した地面に
そっと置いて、自分から飛び立つのを待ちましょう。

　早ければ早いほど、夕方まで時間があり、自分でエ
サをとる時間ができます。
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神保  賢一路
Jinbo Kenichiro
かのこ環境プロデュース代表取締役
1952年神奈川県生まれ。生き物との共存する環境づく
りの緑地管理の計画、調査、研修に取り組む傍ら、ヤマ
セミの調査、保護活動に取り組む。神奈川県野生鳥獣保
護観察指導員馬術の優勝経験２回。
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鎌倉風致保存会50年の歩み
公益財団法人 鎌倉風致保存会

野田 充博常務理事兼事務局長

　昭和30年代の宅地開発ブームが鎌倉にも押し寄せ、
ついに、鎌倉の聖域である鶴岡八幡宮の後背林「御谷」ま
で開発の手が伸びてきました。 その時、まず、地元御谷
の住民を中心に古都の景観と御谷の自然を守ろうと、宅
地造成工事反対運動が1964年（昭和39）1月に起き、全
国的な署名運動を展開しました。 この運動に幅広い市
民と著名文化人が数多く参加しました。 その中の幾人
かの名前を挙げると、小林秀雄、大佛次郎、今日出海、永
井龍男、鈴木大拙、中村光夫、川端康成、横山隆一、伊東深
水、鏑木清方といったそうそうたる方々でした。
　一方、御谷の宅地開発は「古都保存法」制定前で当時の
法体系では一応「合法的」であり、それを完全に阻止する
には反対運動だけでなく、最終的には御谷の土地を買収
しなければ守り切れないものでした。 古都鎌倉の貴重
な環境は市民自らの手で守らなければならないという
気運が高まり、風致保存会が1964年12月に財団法人と
して設立され、募金活動を推し進めました。 当時の風致
保存会の理事には、藤井崇治、大佛次郎、村田良策、菅原
通済、桂皋、山本正一鎌倉市長などの方々が名を連ねて
います。
　そして、翌1965年11月には御谷以外の地域も含めて
鎌倉市内の69か所、約850ヘクタールを民間団体であり
ながら風致保存会として保存すべきと指定し、保存に取
り組む方針をあきらかにしました。 1966年6月、御谷山
林約15,000㎡の買収に成功しました。 市民や企業から
900万円もの寄付金が寄せられ、鎌倉市も600万円の援
助金を拠出しています。 風致保存会が設立された1964
年は東京オリンピックが開催され、東海道新幹線･名神
高速道路が開通し、日本が高度成長に突き進んでいる最
中で、自然環境に対する関心が今日ほど高まっていな
かった当時としては、非常に先進的なことでした。
　この御谷山林の取得に成功したことにより、日本のナ
ショナル・トラスト第一号といわれています。

　開発反対運動を繰り広げ、募金を集める鎌倉市民の動
きはマスコミでも大きく取り上げられ、京都、奈良でも
古都の自然景観を守ろうとする動きが高まりました。 
当時の法律制度では、文化財保護法で指定された史跡地
は守られていましたが、史跡に隣接し、周囲を取り囲み
歴史的景観を構成している緑地を乱開発から守ること
ができないことから、特別法の制定問題がクローズアッ
プされました。 そして、超党派の議員立法として「古都
における歴史的風土の保存に関する特別措置法」いわゆ
る「古都保存法」が1966年1月に制定されました。 この
古都保存法制定は鎌倉の市民運動と、それによって起こ
された世論の力によるわが国初の世論立法といわれ、歴
史的な意義を持つものといえます。 現在は御谷に「古都
保存法発祥の地」の標柱が建っています。
　また、古都保存法をきっかけに、古都だけでなく都市
の近郊には守らなければならない緑地があるとの認識
が広まり半年後の1966年6月には「首都圏近郊緑地保全
法」が制定されています。 具体的な例を挙げますと、国
指定史跡「朝夷奈切通」は鎌倉市と横浜市にまたがって
います。 切通そのものは文化財保護法によって両市に
またがって以前から守られていましたが、その周囲の山
林は鎌倉市側では古都保存法で、古都でない横浜市側で
は首都圏近郊緑地保全法で守られることとなりました。
　しかし、風致保存会が保存すべきとして認定した地域
の大部分が、古都保存法に指定され、法律で開発から守
られることになり、当初の目的を達成した風致保存会は
1969年あたりから、しばらく活動が休眠状態となりました。

　その後も何度かの鎌倉の宅地開発の波、いわゆる「鎌
倉攻め」の中で、1979年、風致保存会の組織を立て直し
活動を再開しました。

お  や つ

おさらぎ

1．鎌倉風致保存会の発足と御谷山林の取得 2．古都保存法の制定

3．活動再開

御谷（1964年当時）

十二所果樹園



　創立50周年記念式典の後、養老先生の記念講演会と、講演後若
者たちとの座談会を行います。 養老先生が少年時代に見た鎌倉の
森、現在の森、望ましい未来の森について語っていただく予定です。
【応募方法】往復はがきで保存会まで応募してください。 応募者多
数の場合は抽選となります。

　鎌倉の懐かしい風景の絵画・写真展を開催します。
　　※初日は13時から、最終日は16時まで

かながわトラストニュース
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※詳しくは、鎌倉風致保存会まで

　1984年10月から十二所果樹園の一部を賃借し保存し
てきましたが、農家の後継者不足から2006年1月に果樹
園全体50,000㎡を買い取り、緑地として保存すること
としました。
　十二所果樹園は鎌倉市の東部に位置し、横浜市から逗
子市に連なる一体の丘陵の中にあり、自然環境に恵まれ、
国指定史跡「朝夷奈切通」に隣接し、ハイキングコースと
もなっている場所です。 果樹園の一般公開や梅・栗の収
穫、植樹祭などを行い、市民の憩いの場となっています。
　1990年3月には、笹目緑地12,000㎡を買収し保存し
ました。 鎌倉文学館東側に位置する笹目緑地は鎌倉市
街のほぼ中央に位置し、鎌倉の自然景観上非常に貴重な
緑地です。
　1996年4月、今まで鎌倉市役所内にあった風致保存会
の事務所を独立した
建物に移し、ボラン
ティアの方々などの
幅広い市民の活動の
場とすることができ
るようになりました。

　1998年1月から会員制を取り入れ、現在、約450人の
会員の方を中心とした日常活動を展開しています。 年
会費3,000円を収めた会員の中から幹事会を組織し、各
種事業の企画立案から実行までをお願いしています。
　都市部の緑地はただ残すだけでは災害の原因ともな
ること、生物多様性を守るためにも維持管理が欠かせな

いことを多くの方
に知っていただく
ために、年間130
回以上、延べ参加
者2,000人の緑地
保全活動も、会員
を中心としたボランティアで行っています。 他にも、自
然や鎌倉への思いを語り合う「お話サロン」、子どもたち
が自然と親しむ「里山ふれあい祭」など様々な活動を会
員自らの手で運営しています。 詳しくはホームページを
ご覧ください。
　2011年4月に公益財団法人に移行しました。 そのおか
げで2013年4月に2,600㎡の敷地と登録有形文化財にな
る予定の建物を遺贈され、同年12月から風致保存会の事
務所として保全活用するようになりました。
　今年で創立50年。 記念事業として11月末から12月に
かけて、養老孟司先生の記念講演「鎌倉の森、今昔そして
未来」、鎌倉の風景絵画･写真展、記念コンサートなどを
行います。
　今までの50年を振り返り、これからの50年･半世紀の
ステップとなる記念事業をめざしています。

ささ  め

あ さ  ひ  な きりどおし

じゅう に  そ

4．現在の活動

〒248-0011 鎌倉市扇ガ谷4-29-1

0467-23-6621
http://www.fsinet.or.jp/~fuhchi/

風致保存会事務所となった遺贈をうけた建物

緑地管理ボランティアの活動前の準備体操（御谷）

親子での栗拾い後のお弁当（十二所果樹園）

「鎌倉の森、今昔そして未来」
養老孟司先生の記念講演会

11月29日(土)

10月31日 必着

14:00～

10:00～17：00

【会場】 鎌倉商工会議所地下ホールにて

鎌倉の風景絵画・写真展
12月16日(火)▶22日(月)
【会場】 鎌倉生涯学習センター地下ギャラリー

　鎌倉風致保存会とナショナル･トラストを
テーマとした記念コンサートを行います。
【チケット】 前売り：2,000円/当日：2,500円

18:30～
記念コンサート

12月27日(土)
【会場】 鎌倉生涯学習センターホール

公益財団法人 鎌倉風致保存会

♪
♪♪
♪
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かながわトラストニュース

　神奈川の“鎌倉”は日本の歴史に重い位置を占め
ている。 その鎌倉に戦後の混乱を経て、大変革が訪
れた。 それは首都圏への国家的機能の集中や、京浜
工業地帯の繁栄で近郊への居住地の展開であった。
　昭和30年代から鎌倉も余波を受け始めた。 従来
からの史都の風光の他、夏のレクリエーションで海の
話題も盛り上がり、この現象は奈良・京都でも同じ状
況が生まれた。 戦後の困窮した財政も規模の拡大が
計られ、古都らしく開発の地に学校や東レ研究所、
野村総合研究所など煙の出ない施設も誘致された。
　そのような地域情勢の中、昭和30年の末に旧市
域、それも源頼朝以来の武家の府、鎌倉の中心であ
る鶴岡八幡宮の裏山に開発の爪が入った。 現場は
頼朝の八幡信仰と共にあった八幡宮寺の二十五坊
の遺跡地である。 八幡宮参道からもその傾斜が見
える所にけたたましくブルドーザーやダンプカーが現
れたのだ。 事ここに及んで住民が立ち上がった。 いわ
ゆる「御谷騒動」である。 さらに鎌倉を愛し、生活して
いた文化人・宗教家も立ち上がった。 日本画の小倉
遊亀、錘木清方、洋画家の有島生馬、文筆の大佛次
郎、今日出海、永井龍男、宗教の鶴岡八幡宮宮司・岡
田実、井上禅定師らであった。 ブルドーザーの前に
たちはだかった文化人や、朝日新聞に「破壊される
自然」を連載した大佛次郎の逸話は今に残っている。
　鶴岡八幡宮の御谷には、史跡とともに永年自然環
境生態系の保持が計られ、環境調査によれば希少
動植物は「鹿子の木」はじめ、約90種に及んでいた。 
時の山本正一市長は国会議員五期の経験を元に、
同じ危機にさらされていた京都・奈良の情報を集
め、さらに関係地の与野党全国会議員を動かし、連
盟の議員立法で「古都保存法」を成立させた。 国会
議員16名の提案による議員立法で前記法案を成立
させたことは歴史に残る事柄である。 この宅地反
対運動の経緯については、当時の運動のリーダーで
あった天野久弥氏の『いざ鎌倉御谷騒動記』に詳しい
いきさつが記されている。
　昭和30年代の末期には、象徴
的出来事として、京都仁和寺近
くの双ヶ岡の破壊とホテルな
どの建設計画、奈良の古墳の破
壊、若草山の開発などが問題に
なり、マスコミを騒がせた。 し
かし行政の動きは大きな町の

一事象としてしか映らず、対応も緩慢であったので
あろう。 緊急の課題を抱えた鎌倉の対応は必然的
に早かった。 当時の新聞の見出しには「いざ鎌倉・破
壊」「応仁の乱以来の破壊」「歴史を踏みつぶすブル
ドーザー」「開発か破壊か」が、2段・4段抜きで掲載さ
れ、グラビア写真でその様子を伝えている。 「鎌倉に
おける谷戸空間の変革」研究者 和田安氏によると、
御谷には東西南北があり、北に八幡宮寺の坊がたく
さんあったそうだ。
　昭和40年「古都保存連絡協議会」が発足し、鎌倉で
法案の準備のための会合がもたれた。 次代の要請
であった宅地需要と国家的資産である古都の景観
との調和点をどう考えるかという現代都市の抱え
る問題を集約するものとして、同法の成立は意義深
いものがある。
　並行してイギリスのナショナル・トラスト運動を
ヒントに、将来の自然環境、歴史的環境を守るため、
昭和39年12月25日に鎌倉風致保存会が発足した。 
その運動も50年になる。 当時の後神副知事は「同法
は以前からの念願であった。 これで自然保護が活
発に進められる道が開けた」（毎日新聞・昭和40年
12月26日）と国会通過をもとに発言している。 こ
の法律は奥多摩・比企丘陵から三浦半島に伸びる緑
のベルトの保持に、神奈川の緑は大事だという思想
の醸成にもなっていると思う。
　保存の網は、鎌倉市内中心部から見る山の稜線、
若宮大路沿いの将来あるべき建物の高さも市の審
議で諮られた。 当時、火災で焼失した由比ケ浜の仮
設市庁舎の市長室には、京都・奈良の関係者も集ま
り、鎌倉市が提案者ということで国会対策用の資料
づくりが行われた。 ナチュラリストの安田三郎、秘
書役の中島和晃、そして私が加わった。
　仮に高さを数十メートルの丘陵で囲まれている
旧市街が開発の波にのまれていたとしたら、森の
佇まいは、また堂塔の存在は趣きが変わっていただ
ろう。
　歴史的風土とは、我が国の歴史上意義を有する建
造物・遺跡などが周囲の自然環境と一体をなして古
都における伝統と文化を具現し、さらに土地の情況
をも指している。 そして鎌倉には県内初めての「世界
遺産」登録の夢もある。 我々の営み、住まう鎌倉の古
都保存法及び神奈川の緑を大切にすることをこの機
会に再認識したいものである。

ならびがおか

「古都保存法」から五十年
高柳  英麿鎌倉風致保存会理事

『いざ鎌倉御谷騒動記』
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震災の義捐金総額は、約1,791億円、東日本大震災の義
捐金総額は、3,618億円と集計されている。
　日本の寄付の特徴を米国、英国と比較してみると、図
１のとおりわが国の個人の寄付は19.1％にとどまり、
米国の個人寄付割合（81.9％）や英国の個人寄付割合
（94.2％）に比べて、個人寄付の割合が少ないことが分
かる。
　寄付の動機はさまざまであるが、実際に寄付を行っ
ている人に、その動機について、内閣府が調査を行った
（2012年（平成24年）3月、図２参照）。 震災後のアン
ケートであったことから、「東日本大震災に関する支
援」をしたかったからという声が 62.5％となってい
る。他方、「震災に関係なく役に立ちたいと思ったから」
という答も37.8％となっており、 大災害の発生の有無
に関わらず、寄付を通じて世の中の役に立ちたいと考
えている人が多くいることがわかる。

オアシス

　日本における寄付の歴史は、近代国家としての歴史
よりもずっと古い。
　秋田感恩講の例を挙げると、秋田感恩講は、江戸時代
後期に成立し、秋田藩御用商人那波祐生が中心となっ
て設立した民間の窮民・孤児救済組織である。町民有志
から献金を募り、藩の支援も得て基金を充実し、天保の
大飢饉（1833年）の際には、多くの窮民を救った。明治
以降も活動を継続し、現在では社会福祉法人として児
童保育園を運営している。
　わが国が近代国家となってからは、それまで税（年
貢）は米で集めていたものを、現金（租税）で集めるよう
になり、福祉や救貧といった社会的な事業の大部分は、
租税を充当する、国家の役割とされてきた。
　最近では、1995年（平成7年）の阪神・淡路大震災、
2011年（平成23年）の東日本大震災を契機として、多く
の義捐金や寄付が寄せられるようになり、阪神・淡路大

あき   た    かん  のう  こう

日本の寄付の現状と課題
税理士・行政書士　　早坂　毅

（注）総務省統計局・国税庁・AAFRC Giving USA2009 NCVO UK Voluntary Sector Aimanac 2008より

日・米・英の寄付総額と寄付支出比率図 1

日本 （2007）
寄付総額5910億円

（名目GDP比 0.11％）

寄付総額が低水準、個人寄付の割合が小さい

19.1



（内閣府：平成23年度特定非営利活動法人の実態及び特定非営利活動法人制度の利用状況に関する調査報告書）
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　かながわトラストみどり財団の事業のように、自然
環境、歴史的環境を守るために、という動機で寄付を行
う人の割合は、まだ多くないのが実情であり、自然環
境、歴史的環境の保全や緑化の推進が社会の役に立つ
ことを十分理解してもらう必要があるだろう。
　2008年（平成20年）12月には、公益法人制度改革に
より、新公益法人制度が施行され、この時までに存在し
た既存の財団法人・社団法人は、内閣府、都道府県によ
る公益認定を受けて公益法人となるか、一般認可を受
けて一般（財団・社団）法人となるかの選択をする必要
が生じた。
　この公益法人制度改革にともない、かながわトラスト
みどり財団は、2012年（平成24年）4月1日、神奈川県公益
認定等審査会より公益認定を受け、『公益財団法人かな
がわトラストみどり財団』となり、同年6月15日には、寄
付者が所得税の税額控除を受けることができる『税額控
除適用団体』にもなっている。
 
　 所得税・住民税の優遇措置
　みどり財団などの『公益法
人等』に寄付をした個人は、
確定申告をすることによっ
て、以下の税制優遇策を利用
し所得税、住民税を還付を受
けることができる。
　※ただし、県民税、市町村
民税の控除は、条例で定め →
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オアシス

１. 所得控除（所得税・住民税）

…もっとも一般的なもの
（年間の公益法人、認定NPO法人等への寄付金
総額－2,000円）の金額を、その年分の所得から
控除するもの。…（寄付金控除）

２. 税額控除（所得税）

…2012年（平成24年）4月より実施されたもの
① 所得税額の減少分は

② 住民税の減少分は
県民税：（年間の公益法人、認定NPO法人等へ
の寄付金総額－2,000円）×4％
市町村民税：（年間の公益法人、認定NPO法人
等への寄付金総額－2,000円）×6％

寄付の動機（東日本大震災後に行われたアンケート）図 2

1

られたものにのみ適用がある。みどり財団は『税額控除
適用団体』なので、寄付した場合には、所得控除、税額控
除のいずれかを選択適用（有利な方を選択）することが
できる。

（年間の公益法人、認定NPO法人等への
  寄付金総額－2,000円）×40％
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　 相続税の非課税
　また、相続人が公益法人（たとえば『みどり財団』）に
相続財産を、相続税の申告期限（亡くなってから10か
月）までに寄付した場合には、寄付をした財産は、相続
税が非課税となる。

　 日本の寄付の状況
　現在の日本の寄付の状況を、ひとことでいうと、特定
の団体に大きな資金が集まり、それ以外の団体への寄
付は非常に低調といえるだろう。
　寄付金収入が多い団体には、まず、日本赤十字社が挙
げられる。2013年度（平成25年度）決算資料によれば、
日本赤十字社の本社収入（寄付金）は年間約470億円で
ある。その他に目を向ければ、日本ユニセフ協会は
2013年度の受取募金額は約158億円、赤い羽根で知ら
れる中央共同募金会は2012年度（平成24年度）に経常
収入約80億円、国境なき医師団日本は2012年度に約
46.8億円の収入があったことが分かる。
　これら寄付金収入額の多い団体は、既に習慣化して
いるもの、マスコミへの露出が多いもの、大企業が力を
入れて支援しているもの、緊急性の高いものなどさま
ざまであるが、みどり財団のような環境保全の団体は
含まれていない。
　定款で『国民の間に自然尊重の精神を培い、もって人
間性豊かな社会の発展に資することを目的とする』と
定めている日本野鳥の会の2013年度寄付金収入は約9
億円、2012年度は約14億円となっている。『美しい自然

景観や貴重な文化財・歴史的環境を保全』を目的とする
日本ナショナル・トラスト協会の寄付金収入は、2013
年度約5,800万円、2012年度は約5,000万円、みどり財
団の2013年度（平成25年度）寄付金収入は2,600万円、
2012年は約4,600万円、である。
　もちろん、自然環境や歴史的環境の維持や保全の重
要性への認識は決して低くはないと思われるが、国境
なき医師団日本に比べると、みどり財団の寄付金収入
は100分の1以下である。わが国の寄付の方向性を考え
ると、今後は寄付の機会を増やす（寄付の総額を増や
す）と共に、特定の団体への寄付の過度の集中を緩和す
る工夫、そして、国内で自然環境や歴史的環境を保全す
るといった社会課題を解決する団体への支援が重要で
はないかと思われる。
　国内の自然環境や歴史的環境の保全は、ややもする
と、政府や地方自治体が行えばよいとする向きもある
が、わが国の現在の財政状態、すなわち、歳入の半分を
国債によってまかなっている現状を考えると、この分
野にも関心と資金を集める方策を講じる必要性が高
まっているのではなかろうか。

オアシス

2

3

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

写真イメージ：桜ヶ丘緑地のいきものたち
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イベント

主催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

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

◆人気企画のため、新たに追加しま
した。新設された木道を歩きながら、
晩秋の小網代を観察します。【コース】 
三崎口駅～バス～引橋バス停～小網
代の森（中央の谷コース）～三崎口駅

1312/
2014年

（土）

10時～15時  
【講師】 NPO法人小網代野外活動調整会議
【集合】 京急線三崎口駅

9時～15時30分  
【講師】 NPO法人 かながわ森林
　　　 インストラクターの会
【集合】 JR 相模湖駅：8時30分

小網代の森オープニング記念イベント
     自然再生される湿原を歩こうⅡ

2911/
2014年

（土）

相模湖 嵐山 ～晩秋の相模湖を楽しむ～

80人（先着順）
受付：～11/22まで

50人（先着順）受付中

111/
2014年

（土） 13時～16時  
【講師】 八幡義信 氏
【集合】 大塔宮鳥居下
【コース】 大塔宮～百八や
ぐら～朱垂木やぐら～九
つやぐら～西御門地区。

大塔宮から
百八やぐらを訪ねて

20人（先着順）受付中

50人（先着順）受付中

自然観察会・自然体験教室・ウォーキング ほか

会員
一般
無料
500円

会員
一般
無料
500円

別途交通費負担

別途交通費負担

【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

2510/
2014年

（土） ◆新百合ヶ丘駅～十二神社～アー
トセンター～老人福祉センター～弁
天公園～向原の森公園～七国峠～
よみうりランド～聖地公園（仏舎利）
～東京ヴェルディグラウンド～菅さ
くら公園～農業技術支援センター
（昼食）～寿福寺～小沢城址公園～
旧三沢川～指月橋～菅北浦緑地～
薬師堂～府中街道～稲田堤駅 など

〈ウォーキング：川崎周辺〉
都県境の史跡と自然を巡るウォーク

8時45分～15時30分  
【講師】 宮前区観光案内人の会
【集合】 小田急線 新百合ケ丘駅

◆北鎌倉駅からスタートし、鎌倉広町緑地をめざします。
（解散：湘南モノレール西鎌倉駅）
◆起伏に富んだ健脚向けコースとなります。

会員
一般
無料
500円

会員 一般500円 1,000円

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

10時～14時30分
【講師】 全国森林インストラクター神奈川会
【集合】 湘南モノレール大船駅

鎌倉中央公園・源氏山における樹木観察

◆大船駅～湘南町屋駅～鎌倉中央公園～
源氏山～佐助稲荷～鎌倉駅

◆相模湖駅～相模湖
大橋～嵐山～ねん坂～
渡し船から相模湖公園

30人（先着順）受付中

612/
2014年

（土）

〈ウォーキング〉 鎌倉広町緑地ウォーク
9時30分～14時  
【集合】 JR 北鎌倉駅　【共催】 鎌倉歩け歩け協会

会員
一般
無料
200円

1511/
2014年

（土）

会員
一般
無料
500円

50人（先着順）
受付中

別途交通費負担

第Ⅰ部10:00～12:00・第Ⅱ部13:00～15:00
【講師】 柳瀬 博一氏 
【集合】 京急線三崎口駅

           〈写真講座〉小網代の森オープニング記念イベント
カメラを持って晩秋の小網代へ行こう

◆一眼レフからコンパクトカメラまで小網代の森を使った写真講習を
行います。講師自らが撮影しながらレクチャーし、その後、参加者が動
植物や風景を撮影します。 ①実施日と行事名、Ⅰ部かⅡ部のいずれか②代
表者氏名と年齢、③会員の方は会員番号、をご記入の上、財団事務局へ
メール、ＦＡＸ、往復葉書もしくはWEBサイトからお申し込みください。
【コース】 三崎口駅～バス～引橋バス停～小網代の森（中央の谷
コース）～えのきテラス（現地解散）

各15人（抽選）受付：10/1～ 10/27必着

1611/
2014年

（日）

会員
一般
無料
500円

別途交通費負担

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。

＊申込が多数の場合は抽選となります。

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。

11月
11日（火）

12月
13日（土）

地区推進協議会イベント

「森と海をつなぐ鳥、アオバト」
「夏を彩るアジサイとサルスベリ」

こまたんメンバー　斎藤 常實 氏
元神奈川県園芸試験場相模原分場長　岡部 誠 氏

講習会

湘南グリーンコネクション2014

「年末年始のおもてなし」手作りのリース教室

開催日 イベント名・内容 定員・締切ほか

【会場】 小田原フラワーガーデン（小田原市久野3798-5） ※駐車場あり
【講師】下田貴弘氏（LUFT）【費用】 トラスト会員：500円　一般：1,500円

【会場】 大磯町立福祉センター さざれ石（大磯町大磯1352-1） ※駐車場無し 【費用】 無料
●(公財)かながわトラストみどり財団 湘南地区推進協議会では地域のみどりを考える集いを開催します。

【持ちもの】 ハサミ（ワイヤー切断用）、古新聞、筆記用具、会員証

13時30分～15時30分

講演会 13時30分～16時30分

60人
（先着順）
受付中

40人
（先着順）
受付中

【新規】

【新規】

【新規】

【新規】

参加者には苗木をプレゼント!!

湘南地区推進協議会イベント

西湘地区推進協議会イベント

(日経ビジネス チーフ企画プロデューサー、
 NPO法人小網代野外活動調整会議 理事)
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みどりのトラスト会員の加入及び財団への寄付の協力をお願いしております。

募集中!!

現在の会員数 （2014年  6月30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

9,712人
3,217人
6,273人
222人
324人
6人

10,042人

（905人）
（391人）
（498人）
（16人）

（905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。

企業の社会貢献活動
　ダイドードリンコ株式会社は、自動販売機の設
置主様のご協力のもと、売り上げの一部を緑の募
金として協力をいただいております。 緑の募金
は、県内の森林整備や緑化の推進に役立てます。
　また、7月19日（土）の小網代の森オープニング
イベント（7ページ）では、新商品のミネラル
ウォーター「MIU」をご提供いただきました。

　神奈川県内のさまざま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 12億9,535万 3,553円 （2014年7月31日現在）

「かながわトラストみどり基金」募金箱設置協力　2014年  4月1日～7月31日　（敬称略）

（一社）神奈川県測量設計業協会、（株）京急ストア、（株）ダイエー、（株）グルメシティ関東、藤崎英輔、羽鳥亨、相原造園研究会

一杉雄二、井出 栄、井上哲也、岩田洋子、大河内忠義、大塚和夫、大山たか子、加藤美奈子、金子和子、木村正江、久保幸子、小堀淳子、小峯 正、榊原慎太郎、桜井真一、佐藤明子、柴崎
えつ子、柴田鶴代、渋谷幸夫、清水紀彦、庄子広子、関本 昇、髙橋敏雄、竹部照子、田中亨芳、当麻茂樹、内藤誠一、濱 武之、姫野英子、丸山和弘、山田祝子、山ノ井恵子、吉田千代美

「かながわトラストみどり財団」への寄附　2014年 6月～7月　（敬称略）

2014年

2015年

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・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】 予備日に延期します。　
【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。

50人入門コース 除 伐

10月
11月 【集合】ＪＲ東海道線 湯河原駅：8時30分

（専用バスで移動）
※現地に自家用車駐車場はありません　
【共催】 湯河原町

8 日（土） 間 伐
予備日：11/9（日）【活動場所】 湯河原町 鍛冶屋

【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】（公財）相模原市まち・みどり公社

22日（土） 間 伐
予備日：11/23（日）【活動場所】 相模原市 鳥屋

12月 【集合】ＪＲ東海道線 二宮駅北口：8時30分
（専用バスで移動）※現地に自家用車駐車場は
ありません　【共催】 神奈川県住宅供給公社町

3 日（水） 竹林整備
予備日：12/4（木）【活動場所】 小田原市 小竹

1月
【集合】JＲ東海道線  二宮駅北口：8時30分
（専用バスで移動）※現地に自家用車駐車場は
ありません　【共催】 神奈川県立おおいそ学園
◆昼食後に講話を行い、解散。

17日（土）
予備日：1/18（日）【活動場所】 中郡大磯町 生沢

【集合】 小田急多摩線 栗平駅西口：8時30分
（徒歩で移動）　※現地に自家用車駐車場は
ありません　【共催】 川崎市

13日（土） 竹林整備・除伐
予備日：12/14（日）【活動場所】 川崎市 麻生区

【集合】ＪＲ東海道線 真鶴駅：8時30分
（専用バスで移動）
※現地に自家用車駐車場はありません　
【共催】 真鶴町

29日（水） 間 伐
予備日：10/30（木）【活動場所】 真鶴町 岩

100人（先着順）
満員になり次第締切

受付中

100人（先着順）
満員になり次第締切

受付中

100人（先着順）
満員になり次第締切

受付中

100人（先着順）
満員になり次第締切

受付中

100人（先着順）
満員になり次第締切

受付中

受付中

申込み多数の場合抽選

大和県税事務所、県立茅ヶ崎北陵高等学校、県立生命の星・地球博物館、横浜銀行伊勢原支店、横浜銀行青葉台支店

緑の募金運動

「かながわトラストみどり基金」への寄附　2014年 5月～7月　（敬称略）
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　三浦半島の先端にある小網代の森は、アカテガニ

やゲンジボタルなど多くの生きものたちが棲む自然

豊かな森です。 緑地内を流れる「浦の川」は、源流か

ら河口の干潟まで人工物で遮られることなく、森の豊

かな恵を、干潟、そして海へと注いでいます。

　小網代の森は、「ＮＰＯ法人小網代野外活動調整会議」によるボラン
ティアの自然再生活動が活発に進められています。
　人の手を離れて50年近く経つため、活動が始まるまでは、谷戸の斜面
の樹木が繁茂し、森の中はうっそうとしていました。 また、森の中央を流
れる「浦の川」にも日照が入らず、水系の生き物が棲みずらい環境でした。
　そこで、財団による助成のもと、平成19年から水系調査を行い、適正な
樹木管理を行うほか、乾燥化が著しい平地の湿原回復作業や外来植物
除去作業を進めています。 今後も、さまざまな自然再生や維持管理を行
うため、多くの皆様に会費や寄付のご支援の協力をお願いしています。　

小網代の森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。

（公財）かながわトラストみどり財団への寄付金は、所得税・法人税の控除が受けられます

ゲンジボタル▲

サラサヤンマ▲

木を登るアカテガニ▲

同封の振込用紙の取扱について

湿地回復作業や子どもたちの環境学習のために

寄付のご協力をお願いします

小網代の森の
自然再生のために

▲ゲンジボタルの飛翔

写真：柳瀬 博一



公益財団法人

かながわトラストみどり財団

編集・発行：（公財）かながわトラストみどり財団
デザイン：（株）アド・カジエンス　　印刷：（株）大川印刷　　編集協力：渡部 尚久

ミドリ（midori） No.94 秋号 2014

〒220-0073 神奈川県横浜市西区岡野2-12-20
    045-412-2525     midori@ktm.or.jp     http://www.ktm.or.jp

あなたも写真を掲載してみませんか？

かながわトラスト でクリック!

　皆さまが感じる神奈川の自然について、写真とエッセイをお寄せくだ
さい。 動植物や風景写真など、皆さまの作品をお待ちしております。
応募方法：作品は用紙かデータ（JPEG等）、撮影場所、題目、エッセイ（100
字程度）、名前、連絡先、電話番号を郵便かEメールにてお送りください。
注意事項：作品は応募者本人が撮影したものに限ります。 被写体の肖像
権には十分に配慮してください。

写真：柳瀬 博一「アカテガニの放仔」
ほう し

撮影月日：2014年7月26日　撮影場所：小網代の森にて

公式WEBサイト随時更新中！
　財団公式WEBサイトでは、自然観察会や森林づくりボランティア活動の告知や報
告を随時掲載しています。 また、財団活動の最新情報も閲覧できます。 活動での写真
や動画コンテンツも豊富に用意していますので、ぜひご覧ください。

会員の皆さまへ
※転居先不明で返送される方が増えています。 住所などの変更が 
　ありましたらご連絡ください。 
※機関誌「ミドリ」は財団公式　WEBサイト（http://ktm.or.jp）で
　読むことができます。 個別の発送停止をご希望の方は財団事務
　局までご連絡ください。

みどりのトラスト会員募集
　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。 県内のまちのみどりから山のみどりまでを保全し、後世に引き継いで
いくために、皆さんの力が今こそ必要です。＊入会のお問合せは事務局まで

５年分の会費を１回でお払いいただくと６年間会員になれます。

　普通会員の方に任意の加入で特定の緑地
（小網代の森緑地・久田緑地・桜ケ丘緑地）を支
援していただきます。 会費の全額が支援緑地
の自然再生や管理作業費用に充てられます。

トラスト会員 トラスト緑地保全支援会員

個人

家族

2,000円
1,000円
500円

大人

中・高校生

小学生

3,000円 3,000円1家族

法人/団体 10,000円1口

個人/家族
10,000円1口法人/団体

任意加入普通会員

トラスト
会員

オプション

支援したいトラスト緑地のいずれかを選択

普通会員 トラスト緑地保全支援会員（オプション）
　かながわのみどりを守り育てる
運動を支える会員です。 
　会費は緑地保全や地域の緑化の
ほか、財団の運営に充てられます。
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