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■第５回フォーラム「富士山 世界遺産と環境保全」記録 

           2007年 3月 5日 静岡県田貫湖 ふれあい自然塾にて 
 

○出席者（順不同）（自己紹介は文末に掲げてあります） 

井出 泰済（富士レークホテル常務）・ 

田村 孝次（カントリーレイクシステムズ代表取締役） 

小池 亦彦（丸富観光物産専務取締役） 

久保 覚 （富士五湖.TV代表） 

三浦 圭治（ｆｆエコ・プランニング代表取締役社長） 

伊東 貴也（伊東商店株式会社常務取締役） 

畠堀 操八（NPOシニア大樂 山樂カレッジ事務局長） 

影山 秀雄（日本野鳥の会南富士支部幹事） 

近藤 光一（NPO法人富士山サポートセンター理事長） 

加藤 大吾（アースコンシャス代表） 

早川 宏 （富士山の文化的景観を守る会） 

広瀬 敏通（ホールアース自然学校代表） 

平野 達也（ホールアース自然学校コーディネーター） 

山本 清龍（東京大学富士演習林） 

荒牧 重雄（山梨県環境科学研究所） 

 

荒牧：今日，ここのホストというか，この場所を提供して

いただいた広瀬さんと平野さんをご紹介します． 
広瀬：この田貫湖ふれあい自然塾は環境省の施設ですが，

私どもが運営をしておりまして，この場所もこういう会議

にぜひ積極的に使っていただこうということでやってい

ますので，みなさんも富士山関係のさまざまな集まりで，

もし場が必要だということでしたらぜひお使いください． 
 私はホールアース自然学校という，ここから車で 15分
ぐらいのところにある場所に拠点を構えている自然学校

の責任者ですが，実は，昨日世界遺産の文化遺産である白

川郷で大会をやっていまして，今朝未明ぐらいに帰ってき

ました. 白川郷も世界遺産になってからいろんな課題を
抱えていて，その課題を解決するためのさまざまな議論を

昨日まで，300人近い方が熱心にやってきました． 
 また，この富士山のほうもだいぶ注目されていますので，

ぜひいい結果にしていきたいと思っています．よろしくお

願いします． 
平野：同じくホールアース自然学校の平野と申します．担

当はエコツーリズム室というところのコーディネーター

をしておりまして，環境と観光の両立を図る仕組みづくり

のお手伝いをするような仕事をしています．今回富士山と

いうことで，いろんな活動をしているエリアの方で，世界

遺産の登録が視野に入ってきたということで，これを民間

レベルでどういう話し合いになっているかということに

ついては，自分自身の問題として考えていきたいと思いま

す．どうぞよろしくお願いします． 
広瀬：できたら，ぐるっとお名前と所属と，何か一つあり

ましたら． 
 田村さんからお願いします． 
田村：はい．座ったままで失礼します． 
 山梨県の河口湖を中心に活動していますカントリーレ

イクシステムズという教育団体の代表とNPO法人フィー
ルズという NPOの専務理事，あとは隣り広瀬さんと一緒

にやっている F-CONE の副代表をやっております田村と
申します． 
 山梨側でこの会議を立ち上げたコアメンバーのうちの

一人ということでよろしくお願いします． 
小池：小池と申します．自分としては，本人は河口湖のネ

イチャーガイドというところをうたいたいとこですが，先

ほど役場でクレームがつきまして（笑い），「一個人で参加

したらどうだろうか」と言われたので，あくまで本職は観

光業，土産物屋をやっております．富士山の暫定リストに

富士山が載るのが早いか，うちの名前が倒産者リストに載

るのが早いか，そこまで切羽詰まった状態で（笑い），周

りであいつが何かやっていると言われて，日々得意先が

減っているような事態になっていますので，これはちょっ

とやばいということで，明らかにして決して変なことでは

ないと知らしめないと，自分の仕事もなくなってしまうと

いうところにまでいっています（笑い）．また普段は富士

山のほうで登山ガイドをコンドウさんと一緒にやらせて

いただいております．また何かあれば，ぜひまぜてほしい

と思っていたところに，こういうお声がかかりましたので，

以後よろしくお願いいたします． 
井出：山梨の河口湖にあります富士レークホテルの役員を

しております．山梨側の呼び掛け人の一人ということで，

今回参加させていただいております．山梨の推進会議の事

務局をさせていいただいています．私は観光業に携わって

いるということで，今回も世界遺産の動きについては非常

に密接にからんでいる部分も多いと思っています．いろん

な勉強をしながら一緒にやろうと思っており，力を合わせ

て進めていければと思っています． 
山本：東京大学の山本です．山中湖に森林の研究施設あり

まして普段はそこにいます．公園計画が僕の専門です．今

回の集まりでは，富士山に来る人たちに対してどのような

良い自然体験を提供していけるかということに興味があ

り，ここに参加させていただいております．どうかよろし

くお願いします． 
久保：久保と申します．職業はインターネットで富士五湖

の情報発信をしています．ホームページ内ではいろいろな

情報を扱っていますので，その関係でいろんな人の意見を

吸い上げたい，もしくは発信していきたいという住民代表

の気持ちでこの会に参加していきたいと思っています．よ

ろしくお願いします． 
三浦：山梨の鳴沢村から来ました三浦と申します．３回目

のフォーラムに出席させてもらったのが初めてだったの

ですが，きっかけは富士レイクホテルの井出君と同級生と

いうことで，紹介を受けまして参加しています．私の仕事

はエコ照明器具の設置とか，エコ照明ハウスの設置・構築

というものを仕事としているのですが，そういった思いと

いうのが，もともと地元の豊かな自然を破壊せずに，うま

く自然と付き合っていくような仕組みが世の中に作れた

らいいなという思いからやっています．そんなからみもあ

りまして，考え方に賛同できるものがありましたので参加
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させてもらっています．よろしくお願いします． 
伊東：こんにちは．伊東貴也と申します．山梨県富士吉田

市から来ました．今回初めての参加ですが，隣にいる三浦

先輩から「こういう集まりがあるから，ぜひどうだ」とい

うことでうかがいました．私は，仕事がおじいさんの代か

ら金属くずの回収業を約 40年間地元で営んでいます．商
売をしながらも，現在 30人ぐらいの社員を抱えてやって
いるのですけれども，町の中に 700 坪の敷地と，開発が
全くできない山の中に 2000坪の置き場を持っていますが，
現在工場の移転だとかそういう問題もいろいろあり，この

10 年ぐらいずっと移転先を探しているのですが，なかな
か地元に工場が建てられる場所もないということで，非常

に大変な思いをしています．やっとここでいい移転先が見

つかり，話も進もうかという時ですが，地元の行政からな

ぜか反対をされて，本来は工場をバックアップしなければ

ならない行政側から，合法的に話を進めているにもかかわ

らず，なかなか工場の移転も進まないということです．そ

こへもってきて，富士山の文化遺産登録ということで，私

は小さいころから生まれ育った町なので，富士山というの

は特別な存在でもなく，自分にとっては本当に身近な，生

活の中に溶け込んだ一部です．だからといって，富士山を

粗末に扱うわけでもありません．ただ，われわれ生活して

いる人間にとして今後どんなふうに動いていくのか，私た

ちのような会社，工場を建てたくても建てられないような

方が大勢います．そういった経済活動もやりながら，住民

の生活も守りながら，なおかつ環境も守りながらといろい

ろなテーマもあるのですが，いろいろな疑問と問題を抱え

ていると思いますので，今日この場に参加させていただい

て少しでも富士山の……．富士山の文化登録に関しては，

私は反対ではないのですけれども，より良い形で文化遺産

登録ができるように，少しでも勉強させていただきたいと

参加させていただきます．よろしくお願いいたします． 
畠堀：畠堀といいます．本業は編集関係のほうで生活して

おります．本業か趣味かわからないのが登山です．その関

係で村山古道を 100 年ぶりに切り開くというようなこと
になりまして，足抜きができなくなったということです．

僕は村山の人を代表しているわけではありませんけれど

も，村山古道が 100 年ぶりに開いたので，村山の集落の
人が何とかこれを本物の村おこしにつなげたいという意

欲がこの１年，２年，どんどん強まっております．その辺

のご報告を皆さんにできればと思います． 
 村山の場合，行政から見た文化財登録というのはほとん

ど何もありません．なにしろ 100 年前に全部消えていま
す．ただ遺跡がずいぶん残っています．ですから，そうい

うことも含めて世界遺産の登録で新しい動きが出ればい

いなというようなことを後でお話ししたいと思っていま

す． 
影山：富士宮市に住んでいます影山秀雄といいます．本業

は織物屋です．鶴の恩返しの鶴と同じ仕事をしています．

富士山との接点は子供のころから見上げている山ですし，

野鳥の会の活動をしていますので日頃の楽しみとして鳥

を見るところでもあります．それから広瀬さんのところで

やっている自然学校の非常勤のスタッフとして一緒に活

動したこともあります．その関係でとても親しみのある場

所なのですが，それが世界遺産に登録されようとしている

ということで，なることに反対ではないのですが，素直に

賛成でもないという立場です．なぜかといいますと，世界

遺産になったところで，すべてが好ましい方向に動いてい

るわけではなくて，世界遺産になったことから生ずるマイ

ナスの部分もいろいろ報道されていますし，それと同じこ

とが私の大好きな富士山で行われたら嫌だなというのが

一番率直な考えです．そんな関係で，富士山が世界遺産に

向かっているわけですが，その中でどのような人が，どの

ような意見を持って，どんな行動を取っているのか，静観

ではなく興味深く見ていきたいということで，このフォー

ラムに参加させていただきました．よろしくお願いします． 
近藤：富士吉田市から来ました NPO法人富士山サポート
センターの近藤です．本業は富士山登山学校「ごうりき」

というエコツアーをやっている組織の代表です．もう一つ

は先ほどから出ている F-CONE という富士山自然体験活
動推進協議会の理事です．どうぞよろしくお願いします． 
加藤：山梨県都留市から来ました加藤大吾と申します．暮

らすことを仕事にしていて，廃材で家を建てたりとかしな

がら何とか生き延びていいます． 
（笑い） 
 家を自分で建てて，地域の奥さま方を集めてパン焼き教

室をやったりとか，ロッククライミングだとか，小さな子

供たちを森の中に連れ出して遊ぶというような仕事をし

ています．近ごろ奥さま方といろいろな活動すると「この

ような価値観もあるのだな」と気づきまして，本当に一般

市民の視点でいろいろな意見を述べさせていただけたら

いいかなと思っています．よろしくお願いします． 
早川：富士吉田市から来ました富士山文化の会の早川と申

します．富士山の歴史文化の保全の活動をしています．富

士講の伝統を受け継ぐ方々と共に，忘れられた富士講の文

化の再興の取組みなどをしています．例えば，昨年秋に実

施しました「富士内八海巡拝」は，泉水，山中湖，明見の

蓮池，河口湖，西湖，精進湖，本栖湖，四尾連湖の八つの

湖沼を巡拝するもので，江戸時代の文献にある富士講の修

行のひとつですが，最近では行われなくなっていました．

このように，古い文献を元にして試行錯誤をしつつ富士山

に関わる歴史的な営みを再興することも，私共の事業と

なっています． 
田村：畠堀さん，すみません．山梨，静岡両県の合同会議

の暫定リスト案の中には，村山浅間神社は載っていながら，

村山古道に関しては何も触れていないという部分があり

ますね？ 
畠堀：はい，そうですね． 
田村：僕は静岡側のほうはあまり理解していないのですが，

それが今，浅間神社の付帯物として古道がリストに載る動

きがあるとか，静岡側からもしくは文化庁，もしくは住民

側から，それを要望するという動きはあるのですか？ 世

界遺産と古道が直結しているかどうかということをお聞

きしたいところですが． 
畠堀：新聞記者は全部そういうふうにまとめます．世界文

化遺産の運動につなげたいと畠堀さんは言っていると，新

聞記事は結んであるのですけれども，僕は一言もそのよう

なことを言った覚えはありません． 
 地元の人も，こう言ってはなんですけれども，農業が主

体の人ですから非常に保守的です．だから，どこまで人が
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集まってくれるのか，そういう意味では非常に懐疑的です．

ただ小室直義・富士宮市長に言わせると，「黒船が来てド

ンとやれば，みんな目が覚めるんだ．だから何かやってく

れ」という言い方はされています．「その代わり，これ（財

源）はない」と（笑い）．これが一番困るのですけれども．

だから今のところ，積極的に地元からそのような要望があ

るということはないと思います． 
田村：文化庁からも静岡側からもこの話はない？ 
畠堀：僕のところには全然来ていません．ただ，静岡県庁

の生活・文化部に世界遺産推進室がありまして，この間あ

いさつに行ったら「よろしく」というようなことではあり

ました． 
井出：はい，ありがとうございます．そうしますと，畠堀

さんは今回の動きに乗じて，エリアに入れていこうという

ようなことを考えていらっしゃいますか． 
畠堀：もし，そういう動きが可能なら，少しお手伝いでも

しようかなと思っています． 
井出：そのような動きは，まだされているわけでもない？ 
畠堀：積極的にはありません．だから，そういう意味では，

この場が本当に初めて文化遺産運動とのかかわりが生ま

れた場所です． 
荒牧：ここは何もしていませんよ．（笑い） 
 むしろ，あなたが，ないしはどなたかが主となって，ど

のような運動を始めていますかという質問です． 
畠堀：今のところ，はっきり目的意識を持った運動には

なっていません． 
久保：藤沢市とはどのような関係……？ 
畠堀：それは僕の住所です． 
久保：それで，富士宮のほうまで，相談を受けるという形

なのですか． 
畠堀：僕は，本当は富士山ではなく，南アルプスが一番好

きなのですけれども（笑い）．富士山はその行き帰りにちょ

いちょいと登ってというような感じなのです．その時に，

たまたま村山古道があるらしいというので，やったら大騒

ぎになって足抜きができなくなったということです．そう

いう意味では，地元の人間でもないということです． 
平野：この村山古道を復元するための団体なり組織なりと

いうのはどのような形で今あるのでしょうか？ 先ほど，

おっしゃったように個人の方々がボランティアとして集

まってやってきたのですよね． 
畠堀：そうですね．結局，僕が個人的に開いて．一昨年か

ら富士山クラブを通じて登山ツアーというのを設定して

きました．ただ地元の消防団などが結構いろいろな動きを

して，標識を立てようというような動きをしていますので，

地元に登山組合でもできれば一番いいと思っています．何

しろ村山の集落には山本商店という何でも売っている雑

貨店が１軒あるだけです．文化財は，村山浅間神社にしろ，

大日堂にしろ，いっぱいあるのですけれども，無住で普段

は内部を誰も見ることもできません． 
荒牧：富士市ですが富士宮市ですか？ 
畠堀：村山は富士宮市です． 
荒牧：おっしゃったように何か両方入り組んでいるのです

か？ 
畠堀：ルートは両市域に入り組んでいます． 
荒牧：両市とも積極的な反応はしていないということに対

しては……． 
畠堀：富士市のほうは，市立博物館は予備調査としてツ

アーに同行されるなど非常に積極的に動いています． 
 遺物など，前回言いました寛永通宝は，富士市の領域に

あったから富士市立博物館に寄託したのであって．それで

は，富士宮市で出てきたらどうしようかと．なまじ貴重な

ものが出てきたら困るのです（笑い）． 
小池：一ついいですか？ 先ほどの畠堀さんの話とちょっ

とつながってくるのですが，登山道路沿いの施設の中に個

人の物が相当あるのですか？ 神社とかは別として．土地

が個人の私有地を通っているとか． 
畠堀：簡単に言いますと，標高 1000メートルまでが全部
民間に払い下げておりまして人工林，杉と桧の植林地です．

はじめは地元の人が持っていたのですけれども，今はほと

んどが御殿場市の財産区になっております．御殿場市は基

地の使用料がたくさんあって，使い道がないらしくて，ほ

とんどすべてが御殿場市の財産区になっております． 
 ちょうど 1000 メートルのところに俗に天照教林道と
言っておりますけれども，広域基幹林道富士山麓線があり

まして，そこに天照教という，明治時代にできました神道

系の新興宗教の教団の本社があります．村山古道はこの敷

地の中をちょっと通ります．その上が国有林になります． 
小池：そういうところの弊害というのは予想されているの

でしょうか？ 
畠堀：ただルートとしては一応公共用地ということで，み

なさん……．天照教なども初めちょっと文句をおっしゃっ

たようですけれども，一応話に行って「こういう事情で」

と言ったら，「よろしい」ということでした．ただ，天照

教の本社の裏のほうから，生活空間に入ってくれたら困る

など，そういったものがありました． 
 ほかに，その上に富士山麓山の村，これは静岡県が国有

林から借りている契約地でございます．これはちょうど真

ん中を通ります．あとは，登山関係のインフラは何もあり

ません． 
広瀬：今おっしゃったように天照教林道のあたりから，山

の村にかけては，割と県内の子供たちが教育プログラムで

はよく使っています． 
畠堀：そうですね．あのあたりは天照教から山の村までは

オリエンテーリングコースになっていますので，少し登山

道と錯綜している部分がありますけれども．それで非常に

歩きやすくなっているわけです． 
小池：ありがとうございました． 
畠堀：地元の人に言わせると，要するにこれは世論だ．法

的うんぬんというよりは世論で，必要なものを作って，所

有者と納得ずくで進めていこうというようなことを言う

人が多いですね． 
小池：実は私は河口湖なので，富士山・御師（おし），川

口・御師というのは，今，一宮の浅間神社のように頑張っ

ているので，「うちが最初だ」と言い張っていますが，実

は河口湖の川口浅間神社が山梨側では最も古いというこ

とが歴史的に．一宮よりも 14日古いわけですからね．日
付が載っているのでは一番古い（笑い）．そこの御師の話

を以前地域おこしをやって，地元の小中学生に見せるため

に演劇に起こしたものがあるのですが，その時にものすご

く弊害になったものが，地権者と御師の家の個人，今でも
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御師の家の体系を取っているところはすごく協力的なの

ですが，門柱だけが残っている御師の家とか，既に代替わ

りをして転売したところとか，いろいろなところがあって

全然まとまらなくて，最終的には富士吉田と並んである船

津登山道をどうにか生かしたいという話までいったので

すが，最終的には行政が乗り気ではなかったということも

あって（笑い），まとめられなくなって 10年間放ってあり
ます．今度世界遺産の話になった時に，そうなると暫定リ

ストには載ってないのですが，御師の家としてはすごくい

いところがまだ３軒ほどは残っていて，どうにかならない

ものかと考えた話があったので，村山の話を聞いて何か非

常にうらやましいなみたいなところがあります（笑い）．

うちの方は，まるっきりやる気がない，行政がマイナス方

向を向いているので． 
荒牧：ありがとうございます． 
 一応区切りをつけていきたいので，３つの予定のある話

を，あとは追加で，広瀬さん，今までの経過で何かトピッ

クを申し上げたいのでけれども． 
 フォーラムが生の親とは言いませんけれども，一応

フォーラムが始まって，皆さま，お集まりいただいた方々

が主になって２つ山梨側で新しい動き，グループが誕生し

つつあります．その一つが，まず井出さんがお話しになっ

た富士山世界文化遺産登録推進山梨会議です．長いですね．

これはもうすぐ設立総会があります．もう一つが，富士山

文化的景観協議会というのですか，それでいいですか？ 

これも新しくこれから立ち上げるところですか？ 
早川：はい，そうです．ただいま荒牧先生よりご紹介頂き

ました『富士山文化的景観協議会』発足の趣旨についてご

説明させていただきます．現在富士山は世界文化遺産の登

録へ動き出していますが，富士山の文化的景観の保全には

様々な『課題』があります．この課題を大きく 3つに分け
てみます．第 1には「富士山の文化的景観をどう捉えるか」
です．第 2には「保全体制の充実」，第 3には「協働」で
す． 
第 1の富士山の文化的景観ついては，群として捉え，総

合的に保全していくことなどが望まれます． 
第 2の保全体制の充実ですが，実質的な活動が求められ

ます． 
第 3の協働については持続的で適切な保全のために官，

民，学，産，信が協働するが求められます． 
『富士山文化的景観協議会』は，このような課題につい

て研究し，富士山の適切な文化的景観の保存，管理，活用

について考え，提言や保全活動の実践をしていきたいと思

います．ぜひご参加ください． 
荒牧：私が知っている限りでは，山梨はそういうことなの

ですが，静岡サイドでは文化遺産がらみで新しく何かござ

いますか？ 
広瀬：県のほうでは世界遺産推進室がありますが，特にア

クションとしてこういう会をつくって動くという形では

特にありません． 
荒牧：今ご紹介した両方とも，今のところ完全な民間です

よね． 
畠堀：ですから，前回出ましたように，仁藤浪さんとか，

そういう方々が……．静岡側ではふじさんネットワークと

いう，県の環境森林部が中心になっています．これは端的

に言えば，植林をやっているのです．ここに静岡側の有力

なところが全部入っていまして，僕も個人として入ってい

ます．世界文化遺産推進室とは別にあるのです，部署とし

ては．ただ，仁藤さんたちが別の協議会というものをつく

られたということを新聞で……． 
荒牧：世界遺産がらみで？ 
畠堀：そうです．それは聞いてはおります．ただ，具体的

に，それでは何をしようかという話は全然聞こえてきませ

ん． 
つい２，３日前も富士山森づくりシンポジウムというも

のやっておりまして，ふじさんネットワークで．しかし，

そういう形での動きはまだ伝わってきておりません． 
広瀬：森づくりのほうの？ 
畠堀：はい，森づくりはもう……．96 年からやっていま
す． 
広瀬：はい，そうです．一声かければ何十人，何百人と人

が集まりますし． 
荒牧：ご存知の通り，暫定リストに載ってユネスコまで

行った，その間日本の国が初めて，ある意味で正式に意思

表示をしたということで，これからどうなるのかというの

は私もよく分かりませんけれども，多分そういうことをご

質問なさりたいのだったら，両県の担当の方にお聞きにな

ればいいと思います． 
 私が理解している限りでは，これから国と両県が密接に

連絡を取りながら，実質的には両県がだんだんと管理計画

というのでしょうか？ ああいう話を，そういう問題，案

をつくってゆくという段取りではないでしょうか． 
 そうしますと，いろいろと話が具体的になってきます．

そういうものを先取りしてのことだろうと私は思います

が，例えば，河口湖の町長さんが「富士五湖は入れてくれ

るな」というような話をするとか，ほかにあまり私はフォ

ローしていないのですけれども，ある意味で賛成ではない

側の声も聞こえてきだしたというような感じだと思いま

す．非常に重要な，何か注目すべき，そういうようなニュー

スをご存知の方はいらっしゃいますか？ 
何かそういう話題，ニュースがあったら出していただける

とありがたいと思います． 
平野：この間，県の環境森林部に行った時には，特に世界

遺産の話そのものではないのですが，こういう民間団体と

か，麓（ふもと）の団体ということではなくて，企業の

CSR 部門が富士山の世界遺産登録というものが見え始め
て，そこで何か活動したいということの打診はかなり県の

ほうに入ってきているというような話はしていました． 
何かをしたいのでけれども，何をしていいのか分からない

ので，何かできませんか……．という内容の問合せだそう

です． 
広瀬：企業側として，世界遺産の動きに絡めて何か貢献し

たいという話が県の方に来ているということですね． 
荒牧：企業サイドからの発案ですね． 
平野：そうです． 
広瀬：数件程度来ています． 
影山：感触としては，それほど情報を詳しくないですけれ

ども，県知事の動きを見ていると，世界遺産よりも静岡空

港で，そのために世界遺産を利用したいという動きが一番

よく見られますね． 
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（笑い） 
広瀬：静岡県は，空港一色だから（笑い）． 
影山：だから県庁の動きを見ても富士山を世界遺産に登録

するために何をしているのかというのはあまり知られて

いないと思います． 
広瀬：一つは今お話しいただいたように，行政の動きとし

ては山梨，静岡両県で世界文化遺産に向けて合同の行動計

画を作ってやっていこうという動きになっているという

ことなのですが，民間サイドは今言ったふじさんネット

ワークを含めて，あれはどちらかというと行政がらみみた

いな形，私は多分「半以上」の行政だと思っていますが，

そのような動きはあるものの，純民間的にはまだ，なかな

かそういった動きはありません． 
 ですから，山梨側でこのような山梨会議や文化的景観を

考える会などの動きが作られているから，これに呼応する

形で，静岡側のほうでも何らかの，畠堀さんなんかがやっ

ておられる活動を含めて呼びかけをしていって，本当に純

民間としての声を，両県合わせてつくっていくことができ

ればと思っています． 
 その時に，行政の場合は双方にホットラインを設けてや

ることはすぐできるのですが，民間の場合はなかなかお互

いに溝や壁が立ちはだかるような傾向がこれまであるも

のですから，今回の荒牧先生の呼びかけでやってもらった

会議なんかをきっかけに，そうしたものをできる限り埋め

て，双方で共通の目的に向かって動けるようなアクション

をつくるべきではないかということで，私自身は共鳴して

やらせていただいています．そのようなことをぜひ推進し

ていけるようししたいというふうに思っています． 
早川：例えば，行政民間を問わず富士山内の古道を修復す

る事業において，『歴史的登山道の修復のあり方』はどう

あるべきかなど基準を設けることが必要だと思います．道

の遺構の学術的調査，歴史的修復の時代をいつに設定する

か，工事車両の利用は最小限度にするとか，舗装の材料や

工法，雨水による表土の流出を防ぐ為に付近の植生を利用

するなどの後方の検討など沢山の課題があります．このよ

うな問題は，官学民産で協議の場を設け情報交換して，「こ

ういうようなものあるよ」「こういうのはやはり良くない

のではないか」などと情報を共有して試行錯誤をしながら

協働で基準を設けることが最初に求められると思います．

吉田口登山道では，行政により約３ｍの道幅で工事が進め

られていますが，必ずしも理想の歴史的道になっていない

ように見受けられます． 
畠堀：ただ村山古道については道の補修はできていないで

す． 
早川： 吉田口登山道の場合，現在富士登山競争などで利
用されている道ですから，県により毎年整備されています．

しかしかえって浸食がすすむと思えるような工事がされ

ています．安易な工事をすると道が水路になり，浸食が加

速される可能性があります．やはり吉田口登山道のような

方法で道を補修すると，今度は逆に道が雨水の水路になっ

てくる可能性が……． 
畠堀：そうです．人工林の中もガタガタになります． 
早川：道を開くことによって，今度は人が歩き，表土の流

出を防いでいた草が踏み荒らされて，表土を保持する力が

弱くなり，雨水により道がどんどん削れてくることが． 

畠堀：いや，それはないです．上の天然林のほうは 100
年前のものが全部残っています． 
早川：ただ，今後多勢の人が立ち入ることによって，吉田

口登山もそうなのですけれども，登山道の浸食が進行する

可能性があるように思います．この道が削られる理由はい

ろいろあるのですけれども，吉田口登山道の場合，米進駐

軍や山小屋主が四輪駆動で登ったために削られたことも

あるそうです．それは論外ですが，やはり，道が整備され，

人が歩くことによって，やがて雨水の水路がなって，そこ

が削られて……．だから，どのように修復するべきか，次

の段階の課題として出てくると思います． 
畠堀：いや，それは村山古道については，ないです． 
早川：そうですか．それはすごいですね． 
畠堀：昔の人の知恵です．100年前のものが全く崩落して
いないでそのまま残っています． 
 ただ，標高 1000 メートル以下は全部杉，桧ですから，
雨水が全部地表を流れています．ですから，僕は本の中で，

「登山道の両脇 30メートルの杉の木を全部切ってくれ」
と．そうすると，自然の道に戻ると．人が歩けば戻ると．

重機やコンクリートは絶対入れない．そして，30 メート
ル道幅を切ると．そうすると，真上から地面に日が差し込

むと．そうすると，自然と道に戻るというとりあえず空想

的な案を提案してはいるのですけれどもね． 
荒牧：どこに提案しているのですか？ 
畠堀：いや，わたしの本『富士山・村山古道を歩く』の中

で． 
荒牧：市役所にそのようなことを言うとか，そういう気は

ないのですか？ 
畠堀：場があれば言います． 
広瀬：国の森林管理署とか……． 
畠堀：それはだから，御殿場市の財産区ですから無理です． 
早川：ただ，木を切るのではなく，植樹をして広葉樹林に

するというような形……？ 
畠堀：そうしようということです．とにかく杉，桧を切っ

てしまえばいいのです．1000 メートルから上のほうの登
山道は全然崩れておりませんから．100 年間補修なしで
残っています． 
早川：常緑の針葉樹だと，豊かな土壌がつくられませんか

ら，広葉樹林により，やはり自然の力で土を止めていくと

いうことが理想的ですね．吉田口登山道では，行政により

種がつけられたネットを張って土壌の流出を防ぐ工事が

されています．しかし，富士山の植物は垂直分布に特徴が

ある訳ですから，外来の種の持ち込みには慎重な対応が求

められます．そういうことをするよりは，畠堀さんがおっ

しゃったように，日が当たれば，草によって表土が固定さ

れて，結構雨水による土砂の流出が防げますよね． 
畠堀：そうです．適当な所に水切りをつけていけば，あと

は……．問題ないです． 
早川：木を切ってしまうと，今度は逆にそこから風で木が

倒れるというようなことも結構あったりしていますね．自

然の森は低い樹木から高い樹木になっていますよね．そう

いうことを…… 
広瀬：マント群落？ 
早川：そう，そうです．ただ切るのではなく，マント群落

を形成するような形の工法をしていかないと，風害で全部
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……．なぜかというと，富士山の下は溶岩ですから，あま

り深く根が伸びないのですね．ほとんど上にはっているよ

うなものだから，将来大雪や大風などにより思わぬ災害を

招く恐れもあります． 
広瀬：先ほど畠堀さんにうかがったのは，そうした取り組

みを今個人でやられているということですが，荒牧先生が

「そういう提案をどこにやったのか」という話と同じよう

に，一生懸命畠堀さんが声を出しているつもりでも，どこ

にも届いてないというところがあると思います．ですから，

せっかく復元活動が軌道に乗り始めた古道の活動につい

ては何らかの組織的な形をつくることによって，それが行

政にも声が届き，周辺の住民や財産区の皆さんにも聞いて

いただけるようなことができると思います．それが必要で

はないかと思います． 
 今日お越しいただいた方々でも，久保さん，三浦さん，

伊東さんなんかも初めて．JC の関係というか……．青年
会議所なども富士山に関しては何らかの形で力を尽くし

ていこうというボランティア的な考えを持って動いてい

るので，そういう方々も巻き込んで組織づくりというか，

団体づくりを考えていけばいいなと思います． 
 個々の皆さんがやっている活動を，個々の段階で何とか

きちんと声が届くような仕組みにつくるということと，

個々の皆さんがやっていることを，もっと大きなネット

ワークにしてやっていけるような形につくるということ

の双方の動きがないと，この議論も議論しただけで終わっ

てしまうようなことにもなりかねないので，山梨側が何と

かは少し……（笑い）． 
荒牧：私が４回のシンポジウムを見て考えたのは，静岡の

側のほうが，行政と民間のボランティアの方の連絡は密接

だという感じがしました．山梨は今までこの切り口でほと

んどなかったのではないでしょうか．今度，井出さんのグ

ループとか早川さんのグループがやるようになって，実は

井出さんのところへ推進室のリーダー，主な方が来られて，

大変結構という話をよかったらしてください． 
井出：山梨県の場合，現在政策秘書室というところがあっ

て，世界遺産を進めていくということで，そこの理事の方

がお見えになりまして，県としても地元の住民とか事業者

とか，そういった人たちがどのような考えを持って，何を

していこうかということがつかみにくいので，こういう団

体ができて動いていくことが，状況をつかむ上で非常にあ

りがたいというというようなことを言われた経緯があり

ます． 
荒牧：市民側が，世界遺産というものがドカンと降ってき

たので，それを使って「行政にものを申すというチャンス

じゃありませんか」ということは，このフォーラムで申し

上げました．「そうだな」と言い方も悪いけれども，「よし，

それをやろうかね」というお話が幾つか見えている． 
 逆に言うと，静岡は既に行政とのパイプが幾つかあるわ

けでしょう？ そのように見えたのですけれども，違いま

すか？ 両県のからくりがちょっと違うような気がしま

した． 
広瀬：先ほどふじさんネットワークという話があって，そ

のほかに富士山南ろくをめぐるエコツーリズムの推進利

用とかいろいろ動いている面がありまして，そのような形

の行政と複数の民間が組んでやっている動きは既にある

ことはありますが，文化遺産ということに特化して話をす

ると，まだそこまでの動きにはなっていないというか，そ

のようなトピックにはなっていないということです． 
久保：質問，いいですか？ 山梨県と静岡県側でこういう

フォーラムを設けることをすごく意義のあることだと思

うのですよ．やっていく必要があるのですけれども，聞き

たいのは，山梨と静岡側で同じ網をかけることは可能なの

でしょうか？ 
広瀬：同じ網をかけるというのは，例えば，国有林として

の，あるいは県をまたいで網をかけることができます．国

のさまざまな国立公園，自然公園法に基づいた網をかける

ことはできますが， 
久保：住民意識も一緒なのかなという，その辺から意見の

違いをどういうふうにまとめられていくのかというとこ

ろをどのように……． 
田村：網をかけるというのは規制をするということではな

いという意味ですか？  
久保：そうではなくて，要するに一緒の価値観になれるの

ですか？ それとも，静岡側のお話の中ではちょっと違っ

た保全管理の仕方というものも存在できるのですかとい

うことです． 
荒牧：私なんか，その返事は何も知らないからできません．

「網をかけろ」なんて言う気もないし．むしろ，皆さんが，

あなたが今質問を出されたから，それは皆さんの意見を聞

きたいと思います． 
広瀬：例えば，たまたま畠堀さんがやっておられる古道の

復元は，浅間大社の村山古道ということになるわけです．

同じように，浅間大社，浅間大神の流れをくむ富士山の信

仰というものが山梨側にも静岡側にもあるというような

意味合いの共同行動というのはおそらく取れると思いま

す． 
 それ以外に，例えば，もう少し切り口を違って産業面と

か生活・文化の面という部分で，切り口を変えていくこと

によって，そこの部分ではそれぞれ温度差や考え方の違い

はあるが，こちらの切り口では共同でいろいろやることが

できるだろうみたいなものがあると思います．だから，全

部ひとからげに，共同の考え方，共同の行動というのは難

しいかもしれないなと思います． 
久保：そうするとものすごく一部の，コアになる部分とい

うか共通項というものが存在しなくなっちゃうんじゃな

いですか？ 
荒牧：存在しなくてもいいじゃないですか？ むしろお聞

きしたい．あなたの理想はどういうところにありますか？ 
久保：やはり生活環境が違うのであれば，それぞれ地域に

合った文化遺産の基準があってもいいのではないかとは

思っています． 
荒牧：そうでしょうね．私なんか全然反対しない．役人が

なんというかは知りません． 
久保：そこを知りたいのです． 
荒牧：それは役人を引っ張ってきて聞けばいいでしょう． 
 申し上げたいことは，事務局としてはそういう情報が欲

しいわけです．皆さんがおっしゃるようなこと．ですから，

それはサービスというか，専門家を呼んできて話を聞くと

いうことにだんだん動いていくと思います．予算は少ない

のですけれども，私どもである程度お世話ができますので．
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さっき言った第１弾は早川さんが先にやられたので，古田

さんという方は非常に世界遺産に関していろんなことを

ご存じです．われわれが知らないことについて「世界遺産

というのはこういうもんだよ」と．例えば，世界ではこう

だ．それから日本の今までの例ではこうだという話はいろ

いろと． 
 次に考えているのは，西村先生という方がいます．これ

は，今度の世界遺産の学術委員会の委員でもあるので，完

全には第三者ではないのですけれども．その代わり大変権

威のある人で，実はこの人に下交渉したら，「喜んで来ま

す」といわれたから，講演会というか，話をしてもらうと

思います． 
 こういう人というご意見があればぜひお聞きしたいと

思います．どこでやるかは問題だけれども，山梨だったり，

静岡だったりで，ちょっと聞きにくるとか．それで順々に

やっていって．できれば地元で反対するすごい勢力がいた

ら，その人を呼んできて話を聞くということもできますし．

国民会議の親玉を呼んできて話を聞いてもいいし，いろん

なことができます．もちろん，今言った県の偉い人でもい

いし，国のほうの役人でもいいわけです．そういうことも

可能でありますということを申し上げます．全部できると

は言っていませんけれども（笑い），皆さん次第です．そ

ういう取り持ちという言い方は悪いですが，そういう情報

交換をやりたいというのが私どもの願いでございます．ぜ

ひ，ご意見を． 
平野：質問でいいですか？ このフォーラムの位置付けと

しては，地域住民とか民間の事業者の意見を集約して，県

や国が推進しようとしている文化遺産登録の……． 
荒牧：それを取り持とうという気はないですよ． 
平野：何らかのアクションを起こすというような． 
荒牧：はい，視野に入れています． 
平野：この推進山梨会議という「推進」という言葉が付い

ているじゃないですか？ 会の目的の中でも，住民がその

「推進」に対して何か意見を言いながら，推進していくこ

とを目的とするというふうに会則のほうに書いてありま

すけれども，今までの話ではなくて，推進か反対かと間に

も･････，その中で推進というのは，この中でうたわれて

いる……． 
荒牧：このフォーラムの事務局は推進を全面的に出すとい

うわけじゃありません．ですけれども，井出さんのグルー

プは推進という名前が付いているので，これはぜひそちら

からお話を． 
田村：県とか中央政府の動きを見ていると，もしくは国民

会議さん，塀の外から見る限りでは，どう客観的に考えて

も，間違いなく登録されるだろうということです．それを

不幸であると考えるかどうか，大型観光地・河口湖である

以上，経済活動上非常に賛成せざるを得ない大きいものが

あって，基本的には賛成派です． 
 ただし，僕らがこの会を立ち上げた一つの理由は，今全

国十数カ所，世界に四十数カ所ある世界自然遺産，文化遺

産の中で，富士山自体の将来の性質を担っているのは管理

計画だろうということです．その管理計画の策定段階でい

かに住民の意見を反映し，自分たちが後悔しない世界遺産

がつくれるだろうかというのが最大の目的です．今回はど

うせ登録されるのなら，それに向けてしっかり精度の高い

ものつくっていきましょうというのが私たちの会です．そ

のため，実は反対の意見というものは，正直に言って，そ

こで論じる性質のものではないのですね． 
三浦：私も第３回からの途中乗車なので，全然勉強不足で

分からないところが多いのですけれども，この富士山のよ

うな形態で世界文化遺産登録されている場所というのは

あるのですか？ 具体的に言うと，富士山というのは広い

面積であって，しかも 20カ所ぐらいの自治が入っていま
す．僕の知り得るイメージだと，どこかの州の特定の場所

とか，どこかの都市とか，一つの自治体の中で形成されて

いるものが多いのではないかという印象があります．富士

山のように，いろいろな四方八方から囲まれ，いろいろな

文化の成り立ちも少しずつ違うような形態の中で形成さ

れてきた文化遺産登録の場所というのはどこか……． 
田村：非常に富士山は特異な場所であるということは言え

るのですが，複数の行政区をまたいでやっている有名なと

ころは熊野とか，あとは青森の県境の白神山地だったりと

か，そういったものが実際あります．それは日本の中でも，

世界でもいっぱいあります． 
三浦：その世界でということの中において，多分富士山の

周りだと人口は 100 万人を超えるぐらいはいますよね？ 
そういう場所というのがあるのですか？ 
田村：ないです． 
三浦：ないですか？ 多分そこに今回，問題というとおか

しいですけれども，壁があるような気がします． 
田村：確かにおっしゃる通りで，今回両県の合同の会議で

暫定リストの案に出たのが四十数カ所のうちの半分以上

が北ろく，富士山の北側にあるというところなのですが，

人類にとって普遍的な価値のある建造物とか，ユネスコの

定めている文化遺産の定義ではありますが，あまねく富士

山という自然信仰に由来するものが多くて，どちらかと言

うと，自然遺産に近いものが実はあります．そのため，複

合遺産という名前の下では今回政府も何も動いていませ

んが，性質的には複合遺産に非常に近いものがあって，文

化遺産の場合には，自然とそれが北ろくに二十数カ所点在

しているというすごく珍しい状況の中で，一体どうやって

やっていくのかなと．国だったりとか，県だったりとか，

はたまた ICOMOS（イコモス）というユネスコと一緒に
やっている非営利組織がありますが，その記念物協会みた

いなものが最終的に評価をしたりとかいろいろなことを

するのですが，そういった団体のその地域の景観も含めた，

山体全部の景観も含めた自然遺産の管理の計画であった

りとか，評価であったりとか，事務的な手続きの進め方と

いうのは，多分どなたもご存知ないのではないかという気

がしますし，そこが一番，考えるに恐怖なのでしょう． 
三浦：多分，そこでさっき久保さんが質問した，網と言え

ばおかしいのですけれども，同じ共通の価値というものを

建物から宗教，考え方から，統一的なものにしたほうがい

いのか，それともそれぞれオリジナリティーなものにした

ほうがいいのかどうか． 
田村：多分管理計画の策定のプロセスというものがあるみ

たいで，最終的には両県が各地方自治体に投げて，その土

地柄に合った管理計画を作りなさいということ．その中で，

僕ら，下にいる一民間組織として意見をしたりとか，両県

が集約した，もしくは山梨県，静岡県が独自に集約したも



第５回フォーラム「富士山 世界遺産と環境保全」 

 8 

のの中に介入していくなどいろいろな部分はありますが，

最終的には ICOMOSという記念物協会の何らかのルール
にのっとってカテゴライズされていって，詳細な法律とい

うかルールみたいな，管理計画みたいなものがまとめられ

るという流れではあるみたいですね． 
三浦：そこに対しては地元の意見というもの付けることが

できるのですか？ 
田村：もちろんできます．そのために立ち上がったわけで

す． 
三浦：そうですね．だから，どちらかと言うと，そんなに

固く構えていいないで． 
田村：そうとも限らないのです．全国的に日本の象徴であ

るから，日本国民が持つ，世界が非常に興味を持つという

のは分かるのですが，住民の意見が何もなくても，実は管

理計画というのは勝手に決まってしまうわけです．だから，

実は「のほほん」としてしてはいられないところがあって，

非常にアグレッシブに自分たちの生活に有効なように，管

理計画の詳細について，いかに住民の意見を反映させるか

ということです． 
 ですから，ぼけっとしているわけにはいかない．でき上

がったものに入っていくよりも，作っている間に入って

いったほうがいいのではないかと考えます．確かに面倒あ

るけれども……． 
三浦：そういうことではなくて，もっと一般の人たちが，

自由に意見が言える協議会というか……．会議には賛成で

すから．そういう形にぜひ意見を言いやすいように……． 
田村：そうですね．ちなみに，個人的な意見は，県は何も

聞いてくれないので，あくまでも住民パワーが，今回住民

活動的な動きとして必要だと思ったので，僕らは異業種の

間で手を組んだということです． 
 そのため，いろんな方，興味のある方，少なくとも賛成

派の方もしくは「しょうがねぇな」と思っている方にご意

見をいただければと思います． 
三浦：基本的には賛成の人を集めるほうが話が早く感じる

かもしれませんけれども，もしかしたら，いいものを本当

に作ろうと思っているのであれば，反対の人たちも入れて

あげないと，見えていない部分というものがあったりする

じゃないですか？ その辺は……． 
田村：確かにそうなのですよ．僕らの会議は，賛成，反対，

イエス，ノーを論じる場所ではなくて，反対の住民の方々

の意見を何らかの形で取り入れながら，何かうまいことが

探せないかなという会議です． 
三浦：反対するからには多分合理的に「なぜか」というも

のが，聞けば分かるようなこともあるじゃないですか？ 

やはり，そこをないがしろにすると，「危険だな」という

部分もあると思います．ですから「なぜ反対なのか」とい

うことを聞くような場面というものも考えてもらいたい

と思います． 
田村：一緒に考えましょう． 
（笑い） 
広瀬：文化遺産への登録というのが，明らかにいろんなデ

メリットを多く引きずっていくものであったと仮定して，

それが反対しようもなく決まるのであれば，何らかの声を

反映しようという筋のものなのか，あるいは文化遺産とい

うのがあくまでも地元住民や行政の働きかけによってど

うにでもできる，あるいは使い勝手が生まれるというもの

なのか――その辺のところの理解や情報もまだ一般的で

ないと思います． 
 ですから，そういうことも含めて，「こういうことにつ

いて知りたい」とか，「これは本当にこういうふうにやれ

ば，こういう可能性が生まれるのか」とかいうことをもっ

と広げられれば，反対とか賛成とかという次元の話ではな

く，自分たちの意見をきちんと言う場をまとめるというこ

とになっていくと思います．今がちょうどその段階ではな

いかなと思います．まだ何も情報がなくて，私も「賛成」

と大きい声では言えないし，うさん臭い面もだいぶ感じて

おりますし……（笑い）．全国各地の事例を見ると，本当

に感じます． 
伊東：今，山梨県側でこういった，世界文化遺産登録に関

する団体というのは幾つぐらいあるのでしょうか？ 井

出さんが立ち上げようとしている推進会議と，早川さんが

おられる景観を考える会とか，こういった……． 
田村：民間の？ 
伊東：民間でやっている……． 
田村：河口湖町の観光業者の方がやっている研究会の……． 
伊東：ついにこの間発足したやつですか？ 
田村：河口湖の中の財産区の連合会が世界文化遺産につい

て考える会を立ち上げました． 
伊東：富士吉田のほうではないでしょうか？ 
荒牧：声を大きくして言おうと思うんだったら，２，３人

でもう一つつくればいいのですよ． 
（笑い） 
 井出さんのような大きな会だけとうわけにはいかない．

何かもう一つ，「俺も言わせろ」というようなもの．それ

は皆さんの勝手というか自由だと思うのですよね． 
伊東：民間以外に行政が主体となってやっている団体もあ

るのでしょうか？ 
田村：あります．山梨県の命を受けて，富士山世界文化遺

産登録推進協議会という，うちと一文字違うようなところ

があります．一つというか，それは横のつながりですね．

何カ村，何町，１市何町か分かりませんが，手をつないで

つくったものです． 
荒牧：それは，市町村の集合ですね？ 
田村：はい，そうです． 
伊東：先日東京で行われた，中曽根さんがやっているのに

顔を出してきたのですけれども，どんなことやっているの

かと．何となく，地元以外のところで盛り上がっているよ

うな雰囲気がして，「どうして，どこからこんなに大勢の

人が集まってくるのかな」という感想でした．1200，1300
人ぐらいの会場だったと思うのですけれども，会場もいっ

ぱいで，スタッフも大学生ぐらいの若い人たちが大勢働い

ていて，「どこでこんなに盛り上がっているのかな？」な

んていう，女房を連れて行ってきたのですけれども．そん

な感想を持ちました． 
 今まではどちらかというと，文化遺産登録に関する情報

というのがあんまり出てこないで，ちょろちょろ出てきた

ような，私の個人的な印象なのですけれども，あんまり

オープンにして，極端な話ですが地元を抜きにして，例え

ば反対運動が巻き起こる前にとっとと裏で話を進めて，

ドーンとああいう会をぶっちぇえば，何となくマスコミも
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盛り上がって，世の中全体がゴロゴロと動き出していくよ

うな，そんなイメージを個人的に受けました． 
田村：僕も同感です． 
伊東：それはそれでいいのです．いい面もあるかもしれな

いのですけれども，ある意味恐いなというのがあって，登

録されたのはいいけれど，ちょっと待てよ．地元だけの富

士山ではないというのは，もちろん分かっているのですけ

れども．そこに実際生活している人間がいるわけです．文

化遺産に登録されたのはいいけれども，われわれの生活の，

何か首が回らなくなってしまうような状態に陥っても困

るし． 
田村：多分塀の外からというか，やいのやいのと言ってい

る人たちは，主に何が目的なのかと考えると，やはり日本

のシンボルだから，何とかくみ上げて何とかしたいという

のと，保全・保護意識とか思想の高揚であったりとか，い

ろいろなことが考えられますが・・・僕は多分日本のシン

ボルを国民で何とかしよう点ではないかと思います．ただ

それだけだと思います． 
伊東：雰囲気ですよね． 
田村：過日，東京で開催されたシンポジウムの記事がサン

ニチ新聞に掲載されたとき，管理計画という言葉は新聞の

内容に一つも出ていませんでした．要は，「意識の高揚を

図って何とかしよう，頑張ろう」しかない内容でした． 
伊東：管理計画というのは国の機関で作るのですか？ 
田村：違います．最終的に文化庁がユネスコに提出して，

ICOMOS というところが評価するみたいですけれども，
管理計画というのは実は自治体が作るものです．地元の行

政です． 
伊東：地元で？ 
荒牧：両県で作ると言ってもいいでしょうね．国ではない

ようですね． 
伊東：先日富士宮で，静岡県の推進室の担当者の方が来て

くれて，パワーポイントを使って 30，40分ぐらい，みん
なで文化遺産登録頑張ろうみたいな，こういうプレゼン

テーションをしてくれて，それを見たのですけれども，そ

の方はホントに純粋に富士山を愛していて，「自然を，こ

の文化遺産を本当にみんなで守っていこう」という思いが

凄く伝わってくる方で，自分もそういう思いだったら，す

ごく賛成できるのです． 
 その時に，その方に法的なことが一番気になるので，「今

後法律的なことというのが厳しくなることというのはあ

るのでしょうか？」と質問したのですけれども，ユネスコ

からそういうことを言われることはないということでし

た．それでは「自分たちで自主規制して，いろいろと法律

を作るということがあり得るのでしょうか？」と聞いたら，

「それは十分ありえますね」ということだったので，やは

り遺産登録するときに，地元が何らかのそれなりに保護す

るための規制というものがかかってくるのかなというの

が，自分の今のところの感想です．ただ，その担当の方も

実際そうなるのかどうかというのは分からないような雰

囲気のことを言っていました． 
広瀬：自然遺産を含めて基本的に，世界遺産はその遺産対

象となる自然資源なり，文化資源が将来にわたって保全さ

れる担保がどのように仕組みとして作られているのかと

いうのが重要な要件になるので，その判断でしょう． 

田村：それが管理計画． 
伊東：先ほど広瀬さんが「白川郷に行ってきた」という話

でした．私は新聞を２つ読むのですけれども，今まで登録

されたところの，見ているとどちらかというとメリット的

なものしか記事には出てこないので，デメリットというも

のはほとんど記事に出てきていないですよね？ 例えば

白川郷とかの会議に行って，登録したがために出てきたら

デメリットとか問題というのはどんなことが……？ 
広瀬：いっぱいあります．例えば，世界遺産に登録された

ことによって観光振興が行われるというようなことが日

本では非常に多いケースですね． 
伊東：観光振興？ 
広瀬：観光的に非常に盛り上がるということ．そうすると，

今回の白神もそうなのですが，観光が局地一極集中になり

ます．例えば，白川郷なんかでは 150 万人の人が平均滞
在時間 45分で集落の中を回るわけです．そのことによっ
て，そこの集落に住んでいる人にとっては迷惑だというこ

ともあるのだけれども，同時にそうやってものすごくたく

さんの観光客が押し寄せたことによる収入増を億単位で

得られる人と，全く収入が得られずにただ迷惑だけを受け

る人とが同じ集落にたくさん生まれてしまって，深刻な対

立になってしまっているという問題が起きたりしている

わけです． 
 これは自然遺産の知床も屋久島も似たようなもので，観

光による一極集中化の弊害というものが生まれています．

それを防ぐために，世界遺産に登録される前からきちんと

したマスタープランとガイドラインを作っておくという

ことが大事だということは，これまでさんざん言われてい

るのだけれども，どうも先に登録のほうに走ってしまって，

マスタープランができていないというケースが多いので

す． 
 ですから，今回の富士山については，今この場というの

は，そんな議論ができる非常に貴重な場ではないかと思っ

ています． 
荒牧：僕は今のご意見は非常に重要だと思います．そうい

う意味で，議論すべきだと思います．ところが，例えば伊

東さんが日本青年館に行って感じられたことは強烈で，私

は東京の人間だからよく分かるような気がします．どうい

うことかというと，「世界遺産にしちゃうぞ」と．どなた

かがおっしゃっていたけれども，管理計画が勝手に作られ

てしまうというようなことがもし起これば，地元の方はも

のすごく困るか，反発が非常にあってごたごたと泥沼みた

いな闘争が起こる――これは本当に誰が見ても楽しくな

いですよね． 
 もう一つは，そうやって強引に世界遺産になると，ど

かっと観光客が来るかどうかは知りませんけれども，来る

と「なんだ，世界遺産になったから少しはきれいになって

いるかと思うと」と，おかしな話だけれどもそのように思

うかもしれない．そうすると，「なんだ」ということにな

ると，昔のたれ垂れ流しが完全に風化……．富士山以外の，

日本全国の国民の記憶からまだ抜けていないのでないか

と恐れているので，何を言いたいかというと，悪者は地元

になるということです．私は二重人格で，東京の人間から

見ると，「もっときれいにしろ」と言いたくなるのではな

いかと恐れています． 
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 地元の方は「とんでもない．いいがかりだ」と思うかど

うか知りませんけれども．僕はそれが一番避けるべき一つ

のポイントではなかろうかと思っているわけで，このよう

なフォーラムを言いだした動機です． 
広瀬：白川郷で，基調シンポジウムは私がコーディネー

ターをやって，村長さんとかいろいろやっていただいたの

ですが，そこでもフロアの方から白川村の方に対して強烈

な批判がありました．「150 万人も集めて，わずかの滞在
しか得られなくて，しかもおもてなしは最低だ」とぼろく

そでした． 
（笑い） 
 それで村長さんが切れてしまって，「われわれが喜んで

150 万人を集めたわけじゃない．あるいはその人たちを
45 分で追い返したわけではない．旅行会社がそういう仕
組みを作っている．つまり外がいろいろとやってきている

ことに対して，われわれは今必死になってやっているのに，

そんなことを言われる筋合いはない」と（笑い）． 
 やはり，今荒牧先生が言ったように，いったんなってし

まうと，何かそこで起きた問題については地元が文句を言

われるということになるというのは明らかだと思います． 
伊東：やはり先程田村さんが言ったように，管理計画を作

る段階で，そこへ意見を入れていかなければならないし，

全国のそういうところを調査してデメリットとか問題を

集約して，それを管理計画を策定していく段階でどんどん

盛り込んでいいものにしていかないと．だからやはり賛成

する人だけを集めてどんどん推進してというのは怖いと

いう感じがするのです． 
田村：ましてや，うちの会議は環境保護の方々もいるので， 
どうも勘違いされている部分があるのですが，そうじゃな

いのですね． 
影山：今の話を聞いてもそうなのですけれども，こういう

集まりでは割と環境のほうに話が偏りがちなのですけれ

ども，やはりなってしまって問題になるのは人の動きだと

思います．それから今話に出ました経済効果，また小さな

一例なのですけれども，こういう話があります． 
 実は富士山の標高 1600メートルの地点に高鉢駐車場と
いうものがあります．そこに素晴らしいトイレができまし

た．これはバイオを使っているのかな？ 
畠堀：そうです． 
影山：そのトイレができたばっかりに，観光バスが「あそ

こに行けばトイレがある」と，そこに集中したわけです． 
荒牧：すみません，どっち側ですか？ 
影山：富士宮側です．それで，そのトイレはあっと言う間

にオーバーワークし使えなくなりました． 
（笑い） 
 せっかく大枚はたいたトイレですけれども，去年１年間

全く機能しませんでした． 
荒牧：壊れて？ 
影山：いや，処理しきれないわけです．あまりにも使う人

が多い．そういう事例が今後，人が来ることによって多々

あるわけです． 
 それでこの間，それが市の環境保全審議会に議案が上っ

て，異臭問題があるのでどうしようかということになり，

その意見がとてもばかばかしいのですけれども，一つの意

見として「撤去しようか」と．撤去して，用を足した人は

水ヶ塚駐車場のほうに行くようにするといいような話ま

で出ているのですよね．行政からして，認識がその程度の

レベルなのです．その認識をもっと……． 
荒牧：私は東京の人間ですから．なぜ，金を取らないので

すか？ 
影山：そうなんです．それが問題です．例えば５合目は有

料トイレがありますね．ところが，その有料トイレも使わ

れない場合が多い．というのはお金を払わないといけない

から． 
畠堀：売店のトイレがあります．無料の……． 
荒牧：そういったものは協議会みたいなもので全部という

わけにはいかないのですか？ 
影山：いかないですね．だからやっぱり利用者の意識の問

題なのですよね． 
広瀬：ルールというのは守る人と守らない人が存在した場

合には機能しなくなるという法則がありますよ．だから，

みんなで一つのガイドライン，ルールを作るということを

しないと，今言ったみたいに，せっかくいいものを作って

も全然機能しなくなるということが起きてしまうという

ことです． 
影山：思わぬことというのは，やはりそういった落とし穴

がありますね． 
荒牧：いや，それは基本じゃないですか？ 落とし穴じゃ

なくて，それは基本的な問題ではないかと受け止めます． 
影山：ただ，設置する側も一方向からの考えでしか設置し

ないものですから，そういう弊害が起きてしまうわけです．

やるからには，もうちょっとメンテやるとか，広範囲に整

備するとかという方法も必要だと思うし，あとはいろんな

トイレができたことによって，利用者が集中するというこ

とも十分考えてやると……． 
荒牧：富士山は，それが中心だと思います．東京の人間は，

ディズニーランドへ行くのと富士山へ行くのと同じなの

です．１泊２日で．ディズニーランドはどういうものかと

いうと，あれは会社が持っていて，自分の経営だから何千

円という入場料をとって，帳尻が合っているわけでしょ

う？ それでみんな納得で入っていて，あんなにすごい金

を払っている．富士山はというと，誰もいないから勝手に

行くわけです．それでぐしゃぐしゃになって，「きたねー

な」「くさいな」となる．何かおかしいですね． 
 なぜ，エンティティーとして一つの，一つじゃないとい

うと，すぐ，いや，これは国有林と私有林と何と――すぐ

そういう言い方をします．ユーザーのほうでは富士山をひ

とつのものとしてみている．旅行業者も「富士山に行きま

しょう」と言ってビラをいっぱい配るでしょう？ だから

受ける側で協議会でも何でもいいから，そのことだけでい

いから，一体となって入場料を取るとか，自衛手段と言っ

てもいいけれども，しっかり金を取る． 
 しかも僕の聞いた話では，いろんなアンケートがあって，

都会の人間はいくらでも金を出すという結果が出ている

と理解しています．相当な金を出す．ところが，入場料は

取れない．なぜか．いろいろとあるそうですけれども．そ

こが何とかできないかなという気が，東京の人間として無

責任ではありますが，そう考えます． 
広瀬：今言われたアンケートですけれども，その用途が明

確に環境の保全に役立つということであれば 1000円まで
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は出すという人が過半数です． 
 ところが，どのように使われるか分からないというあい

まいなものに対しては 100 円でも出したくないというこ
とになっています．現状はどのように使われるか分からな

いものだとか，チップトイレのようなものであったとして

も，なかなか現実には出していません．やはり取り組みが

まちまちだと，ここで 100 円出してトイレに行くよりは
無料のほうへ行こうというのが人情だから，結局出しても

いいという人ですら，そういう行動に走ってしまうわけで

す． 
荒牧：おっしゃる通りです． 
広瀬：だから，その辺のところを，人々のポジティブな感

性というものをうまく誘導できるような仕組みというも

のを作っていく必要があるし，それは地元側の考えだけで

はなくて，送り手側とかユーザー側の考えをしっかり盛り

込んだガイドラインにしないと役に立たないです． 
影山：お金取るということをガイドラインに入れることは

できるのですか？ 入場制限をしますよということも？ 

書き込むことは可能ですか？ 
田村：はい．できます． 
畠堀：村山古道もどのように開発されていくかは分かりま

せんけれども，僕は今のところ楽観しているのは，登りで，

足の強い人で８時間ぐらい，下りで５時間です．だから，

入る人は非常に限られています．これが３時間で通過でき

るルートだと，ドーンと人が入ります．スカイラインの途

中からやろうと思えばできるのですけれども．通しという

ことになると，普通の人は二の足を踏みます． 
 僕なんかがツアーを組む場合は，必ず携帯トイレを強制

的に使わせます．「ここは，こういうものを使わないと入っ

てはいけない」ということ．今のところ，そのように敷居

をしっかりと高くしているのですけれども，何とか村山の

人たちが，例えば通行手形みたいな形で，1000 円とか
2000 円で売って，それを登山道の整備あるいは環境整備
というような形で循環できるシステムができないかなと

考えているのですけれども． 
荒牧：敷居を高くするというやり方をおっしゃいましたが，

私も別にひけらかすわけではないですけれども，外国の自

然公園などはみんなそのような一つの方向です．小便は

しょうがないけれども，大便は必ず持って帰れというすご

いものがあります．例えばアメリカの国立公園などには

あって，ものすごく厳しいものです． 
 それで，「富士山はそれができますか？」というのが東

京人の質問です．あなたは村山古道だけを死守するという

のであればそれでいいです．あなたを非難するわけではな

い．今，全体の話で，一体全体５合目にものすごい勢いで

来るバスをどうやって阻止するかということです． 
畠堀：それは別問題． 
荒牧：あ，別問題？ 
畠堀：はい（笑い）． 
荒牧：それはよく分かりました． 
畠堀：だから，一つ一つ村山については，そういう一つの

新しいモデルを作っていきたいということです． 
荒牧：分かりました 
広瀬：日本の国立公園と海外の国立公園との違いは，やは

り土地の所有者が，日本の場合は国ではないということで

す．国立公園の 28カ所の中に村や町が点在しているのは
日本なので，国立公園の入場というは全くフリーです．た

だです． 
 そういう問題があるのですけれども，部分的に一定地域

に，それこそ網をかけてそこの入場料を取るということは，

いろいろな条例などで可能です．例えば，島ごと入島税を

とっている所もありますし，そこの特定の資源を使う特に

入場料を取るというケースも全国にいっぱいあります．そ

のような形の使い方はできます．富士山全域に網をかける

というのは難しいけれども，しかし現実にスバルラインの

ほうはそこに行く時にお金を払わないと車は入れないと

いう制度はできているわけです．道路にそのような網をか

けるということは可能なのです．ですから，いろいろな方

法を使って，そこの資源を，環境を保全するために必要だ

と思われるような手立てとして，例えばお金を取るという

ことが一つなのか，あるいは人の入場規制をある程度行う

ということが手だてなのか，いろいろな方法が考えられる

と思います．それを全部そ上に載せて，管理計画を作ると

いうことが大切でしょう． 
久保：例えば，決まった後に地元の人は 1000円で，東京
の人は５万円というようなことができるのですか？ 
（笑い） 
荒牧：それは，逆に言うと，あなたが強力に主張すればい

いのです．そうすると，「しょうがないな」といって……． 
田村：結局，広瀬さんがおっしゃったように，管理計画を

作ったら最後なのです．僕らは神様に使命を与えられたよ

うなものです．管理計画を作ったら，実質管理しなければ

ならない作業が発生します．それでは，作業をする財源を

どこから出すかというと，財政難であるから国のお金，つ

まり税金を使えないということになるじゃないですか？ 

方法論は CSR であったりいろいろな方法があるかもしれ
ませんけれども，観光客の特定財源による直接税ぐらいが

……．河口湖は何となくできそうな気がします．遊漁税を

直接税で初めてつくった自治体なので．そういったような

方法論で管理の費用をどこかから持ってきてねん出しな

いと，せっかく作る管理計画もただの紙切れで終わってし

まうということになりかねません．一番大きな問題はそこ

ではないかなという気がします． 
荒牧：年間 20万人が５合目から上へ上がりますね．私は
議論のための議論で申し上げますが，５合目から上はかな

り「関所」をつくりやすい．そこから上は 1000円取ると．
2000 円でもいい．その代わりトイレは全部無料．どこの
トイレを使っても構わない，といういろんなやり方がある

と思います． 
 それを実現するためにはまず一つ．税金ではないという

ことです．僕は国民の一人として，税金というものには限

りない不信感を持っていて，何に使うか分かったものでは

ない（笑い）．「あなたの 1000円は，これだけは，これに
使いますよ」と，かなり分かるようなビラをしょっちゅう

配って，特定の法人か何かが管理するという透明性を 10
倍くらい強くしないと成立しないのではないかという気

がします．みんな，ものすごく疑心暗鬼というか，不信感

のかたまりだから，僕は税金についてポジティブに反対で

す． 
 しかしそうなると，管理団体がものすごく強力な，信頼
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がおけるようなものがない限り取れないと思います．ディ

ズニーランドは会社全体が頑張ってやっているのだから，

逆に言うと，お客さんも信頼しているわけです．一つの閉

じた人格というか，そういうものが富士山にあれば，喜ん

で 1000円出すと思います． 
 ですから，私は財源はお客しかないと思います．国民の

税金からくすねるというのは，それは根性が悪いと思いま

す．ここで稼いでいるのだったら，ぐんとぶったくりゃい

いんですよ． 
（笑い） 
 それには，取る側が団結しなければいけないので，議論

のための議論ですが，要するにコンソーシアムです．何か

協議会をつくって，「ここだけはお互いに手を組んで金を

取ろう」ということをやれば，できるのではないですか？ 
近藤：先生がおっしゃったように，白川郷で出た議論の中

で，入村税といいますか，エコミュージアムのような考え

で 300円なり１人ずつから取ったらいいではないか，150
万人だから 4億 5000万円です．明確な使い方というシス
テムを作ることによって，住民が頭を痛めている弊害や問

題も解決し得る財源になるのではないかと，トークにも出

ていました． 
 外から見ていても，非常に大事な視点ではないかと思い

ました．まずは，こういう地元で議論したなかで，外から

の意見を取り入れることも大切でないでしょうか． 
広瀬：大事なのは，どんなに公益的だったとしても，民間

だけの協議会では信頼や機能がなかなか保証できないと

いうことがあります．やはり地域の行政などとつながって，

そういう仕組みがつくられることが必要でしょう．また民

間だけでやっていくとしたら，先ほど田村さんが言ったよ

うに，カッチリしたメンテナンスができる仕組みを保証し

ておかないと，やはりできないと思います．その辺のハー

ドルをしっかり越える協議会づくりというのが重要だと

思います． 
荒牧：賛成．私は，むしろ公益法人か，かなり民間的な，

法人格は当然いるけれども，そういうものがやるというの

も一つの手だてだと思います．それには，地元の団結がな

ければ駄目です． 
三浦：先ほどの入山税とか入村税というところの話に戻る

のですけれども，低次元の話になってしまうのかもしれま

せんが，われわれはずっと昔から富士山のふもとで生活し

てきているので，富士山の恵みというものを生活の中に取

り入れながら生活してきています． 
 みなさん，富士山という山の中に，富士山で生産されて

いるというか自然に生産されているキノコだとか山菜だ

とかを採りに入ったことがあるかどうか，この中にいらっ

しゃいますか？ 
 私は鳴沢で結構村の中とかを見ていますと，その時期に

なると，一般道とか山道とか林道とかの中に県外の車が止

まっています．山菜採りをしているのですよ．富士山とい

うものをひとつ考えて，「富士山に入る時にはお金を取る

のですよ」ということをやった時に，そういった人達に対

してどこまで規制がかけられるのかどうかということも

多分議論になってしまう場面が来るのではないかと思い

ます．登る人というのは，山菜を取るために富士山の２合

目から５合目ぐらいまで一気に登ってしまいます．上のほ

うで網をかけたらと言いますけれども，下から上まで登っ

ていってしまう人たちを，ではどうやって管理するのかと

か．実際に柵を張るのか．柵ぐらいだったら，多分人間は

乗り越えてしまいますからね（笑い）． 
田村：富士山に近づいてくる車はみんな ETCのようなシ
ステムで課金する……． 
（笑い） 
広瀬：方法論をいろいろと検討しなければいけないと思う

のですが，基本的には訪れる人からの志をいただこうとい

うのがおそらく一番妥当だと思います．そのためには，あ

そこの人からは取るけれども，こっちの人からは取らない

という形では成り立たないので，みんなでやるようなルー

ルづくりが必要になります．そのルールづくりをやるため

には，みんながかなり共通の情報を持って，お互いにここ

については合意できるという状況をつくっておかないと

できません．その辺が今大事ではないかなと思っています． 
山本：今おっしゃったような問題点は環境省の審議会でも

同じことが議論され，結局具体的な結論が出なかったと聞

いています．この間裁判がありましたが，お金を徴収する

といった時に，管理している人たちに対してどんな責任が

生じるのかということも論点としてあるようですね． 
 それから，お金をいくら取るのか，どれぐらいが妥当か

という話になりつつありますけれども，徴収の仕方として

は他にもあります．環境保全協力金のような任意のお金で

も，富士山の場合は周辺に来る人たちは年間何千万人とい

ますので，１％の人が 100 円を払うと，結構なお金にな
ります．そういう意味では，お金の取り方というのはかな

り選択肢があるのではないかという気がします． 
広瀬：先ほど方法論という話をしましたが，実際のやり方

では，お金を取ることによって管理責任が発生して，そこ

で今度は事故が起きた場合には責任が問われるというこ

とです．落石ひとつとっても責任が問われてしまうという

ことがあるので，そこら辺のところをどのようにクリアす

るのかというのは，やはり弁護士だとかの提案を入れなが

らしていかないと，ルールづくりというのは最終的にはザ

ル法になる惧れがあります． 
荒牧：損害保険という考えでは駄目なのですか？ 金で決

着させるということ． 
広瀬：駄目でしょうね． 
山本：どこまで管理者の責任が問われるのかというのも，

きちんとした見解ないのではないでしょうか．日本に比べ

てアメリカではそのような裁判が多いのかというと，実は

同じ程度だと聞いていますし，その状況から考えれば，現

在の制度の中で管理者の責任が既に問われていると言え

ます． 
井出：おそらく，何が起こるかわからないという……．ホ

テルみたいなところだと，限定されて想定できますよね． 
広瀬：例えば，畠堀さんが村山古道について，そこの通行

を有料化しようということをやったとしましょう．そうす

ると，そこで例えば風が吹いて，枝が落ちてきて，ぶつかっ

たとなると，それは管理責任が発生してしまうのですか？ 
畠堀：発生します． 
広瀬：ですから，これまでは自然災害として片づけられた

事が，今度は自然災害から人為災害に移ってしまうわけで

す．その辺のところは非常に困難な問題です． 
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田村：アメリカでうまくいったものがあります．特定使途

目的寄付です．ある特定の目的に対して，使途に対しての

寄付はうまくいった例はあります．ある特定の目的，使途

に対しての寄付により事業展開するということでうまく

いった例はあります．日本では福祉に多いですね．あとア

ダプト制度，言わば養子縁組制度とか．「あなたのお金が

この花を育てます」「あなたと事業を縁組します」という

ようなものもあります． 
広瀬：富士山全体の管理計画あるいは利用計画というもの

をうたってしまうと，足をすくわれてしまう．富士山の環

境保全というところに絞ってやるんだということです．ま

た全員から取るのではなくて，篤志なんだということ．方

法はいろいろあるのではないかと思います．柵を越えてし

まう人はしょうがない（笑い）． 
 ただ，少なくともみんなで，共同でこれをやっているん

だという姿勢だけは大事だと思います． 
 
・・・・・（この部分一部省略）・・・・・ 
 
三浦：それから５合目，４合目あたりで出るマツタケです

が，京都の料亭とか銀座の料亭とかでも，実際行っていま

すしね． 
広瀬：それは誰が採っているのですか？ 
三浦：それは地元の個人が採って，買って納めています． 
田村：裏の業界だな． 
三浦：その辺を止めちゃうとか，もしくは取るよというこ

とになっちゃうと，今度はそういう人たちが納められなく

なってしまいます． 
田村：でも，基本的にはそれは違法ですよね．でも入会権

は払っているでしょう． 
三浦：払っている．鑑札は持っている． 
田村：それでは，しょうがないですね． 
三浦：そういうこともあるので……． 
畠堀：静岡側と山梨側で規制が違っていて，山梨側の鑑札

を持っていて平気で静岡側に入ってくる．そういう人も結

構いるらしいですね． 
田村：その鑑札は国有林に有効ですか？ 
影山：山梨側の場合，鑑札はどういうところで発行してい

るのですか？ 
田村：恩賜林組合です． 
小池：観光税とか，すべてから取らないと． 
三浦：取り方がすごいよね． 
小池：もらえないから，文句を言うわけじゃないけどもね．

１％ぐらいくれてもいいだろうと，山梨県に言ったことが

ある． 
広瀬：今日の会議は，実は前回富士山クラブの方も来てい

ますし，それから富士宮の山小屋組合の組合長なんかも来

られて，いろいろな方が来ていたのですけれども，日程が

うまく調整つかなくて，今日は来られていない方が多いの

ですけれども．できれば，そういう皆さんの参加もいただ

きながら，一つの大きな声にするというような方向性を目

指すこともこの場での役割かと思います． 
 ただ，それが推進に向かってどんどんやろうという意見

なのか，推進されていくことに対して，きちんと意見を言

うという立場なのか，多分両方を含んでいるのではないか

と思うのですけれども（笑い）．そういう方向でとにかく

富士山という自然と文化を将来に残していくために，今の

われわれができることという共通認識で，つながりましょ

うということを早い段階でやるためではないかと思いま

す． 
山本：ちょっと戻りますけれども，三浦さんや田村さんが

やっている今の会議の中で管理計画について話し合われ

ていて，その中で「一般の人が入りやすいテーマは何か」

という話をされていたのを思い出しました．例えば自然公

園の管理計画だと，決めなければいけないこととして，実

は「何を守るか」「守るべき対象は何か」というのが最初

に来ます．そういう意味では，「富士山の何を守りたいの

ですか」というテーマは，みんなが入ってきやすいテーマ

だろうと思います．もちろん，ほかにも議論すべき題材と

いうのはたくさんあるのでしょうけれども，最も広く皆さ

んが共有できるテーマは，この辺りではないかと思います．

いかがでしょうか？ 
早川：両県が世界文化遺産登録のために出している素案は

ホームページに公開されていますけれども，その中で整合

性があまりないというか．素案の中に立派なコンセプトが

あるのですけれども，それと実際に何を守っていくのか，

そして誰がどのように守るべきなのか，いつ，なぜかとい

うようなところが，非常に整合性がないわけです．ある意

味ではそれも無理の無いことで，一つは世界遺産の性質に

も原因があるのですけれども，できるだけよそにないもの，

あるいは唯一性とか，あとは国に管理されているもの，例

えば特別名勝であるとか，重要文化財とか，天然記念物な

ど既に指定されているものを選んでいるだけのように見

受けられます．それと実際にコンセプトの中のものとの整

合性がどうなっているのかというのは，歴史文化的な見方

と自然環境からの見方などいろいろとミックスしている

部分がありますので，整合性をもたせるというのは非常に

難しいところがあります．ですから，いっそのこと 1人で
やるというのも面白いですよね（笑い）． 
山本：ちょっと待ってください．それが嫌だというのでは

なくて，やはり今までやってきたことというのはある一部

の人が公園の守るべき対象というものを決めてきて，ゾー

ニングできてきたわけです．そういう意味で，守るべきも

のは何かというのは，公園の自然のリストを作ることでは

なく，いろいろな人が参画する必要がある訳です．それか

ら，富士山であれば，公園の資源を大切にすると同時に，

来る人の自然体験を同時に大切にしましょうとか，話を

もっと大きなテーマにまで広げていけるはずなので，その

時に住民がちゃんと参加できるような仕組みができるか

どうかということが大事と言っているわけです． 
広瀬：たまたまここに，半分近くの人が富士山自然体験活

動推進協議会（F-CONE）にかかわっている方々です．
F-CONE は超党派で富士山ろくをベースとしたさまざま
な体験活動や環境教育にかかわる人たちが参加して，いろ

いろやっていきましょうという緩やかなネットワークな

のですが，そういうようなところでかかわっている人たち

などは，例えば「富士山で守るべきもの」というのは，今

言ったみたいに形のないものも当然出てくると思います．

そういうのもアイデアとして出していって，それを山本さ

んのところに集約して，やってみるという形はどうでしょ
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うか……． 
（笑い） 
荒牧：私の提案は，具体的なことを１つか２つやると，進

むのではないかという気がしたのですけれども．もう少し

「敗北主義」的に申しますと，どうせ世界遺産になるの

だったら，ちょっとでも取るという意味でも，個別的に皆

さんが「これだけは」というものがあれば，ないしは「取

りやすい」というのでもいいと思うのですけれども．そう

いう議論の進め方もあるのではないかと思っています． 
 私の事務局としての努力目標を申し上げますと，ほかの

例の管理計画をなるべく取り寄せます．それを皆さまにお

見せしようと努力します．それが一つです．それから，さっ

きから言っているように，古田先生の場合はこのフォーラ

ムでやるのではないけれども，西村先生は OKをもらって
いますので，講演会みたいなものをやりまして，講演会と

はいっても勉強会で，先生が１時間しゃべったその後，少

なくとも１時間は質疑応答をやるというようなそういう

ものです．複数回やってもいいです．それはお約束できま

すし，やるつもりです．それに関して何かご要望があれば

考えます． 
田村：世界遺産に登録されて何年もたつ地域が日本にも何

カ所かございます．４年前に管理計画の変更もされている

地域があります．そのため，初めの管理計画と４年後の変

更した管理計画の違いが，住民意見を反映した結果変更さ

れたと思うので，その違いが目に見えたらいいのではない

かと思います． 
田村：県が作るのはガイドライン的なもので，あとは全部

町に投げて，上がってくるものを待つだけなので．町が手

をつけないと決まらないのです． 
早川：思っていたよりも早く進行する可能性もありますの

で，民間サイドでも，富士山の文化的景観の適切な保全の

ために情報の共有や研究をすすめて，適時に提言や，保全

活動をするなどしていくことが求められると思います． 
田村：最後によろしいですか？ 
 ちょっと質問をしたいのですが．２元論というのは僕の

性格としても嫌なのですが，「イエス」か「ノー」か．今

のこの情報量と，社会情勢と，皆さんの気持ちのトータル

で考えて，世界遺産の登録に「賛成」か「反対」かを聞か

せていただけませんでしょうか？ 
 それでは，賛成の方？ 
 分からないはなしにしてください． 
（笑い） 
 反対の方？ 
影山：どちらかと言われたら．賛成できないから反対． 
田村：はい，ありがとうございます． 
広瀬：さっき話をしたように，賛成か反対かの情報を持っ

ていないのです． 
田村：そうですね． 
広瀬：だから，荒牧先生がおっしゃったような，せっかく

だったら，なってしまうのだったら，そこにちゃんとした

富士山を守れるようなニュアンスをしっかり入れ込みた

いという意味での「賛成」です． 
田村：そうです，そうです． 
広瀬：ただ，行政がいっている「賛成」とは多分違うと思

います． 

近藤：住民レベルを生かすとすると，できるかどうか分か

らないのですけれども，今までに世界遺産になっていると

ころのキーマンの人に来てもらって，ざっくばらんに話を

するような機会ということなども必要では……． 
荒牧：やりたいのですけれども，どういう，もう少し具体

的に．誰ですか？ 
近藤：誰って名前はないのですけれども（笑い），キーマ

ンとはいかないまでも，知床，熊野，白神などのいいとこ

ろも悪いところも，住民に知ってもらうというのがまずこ

の会議か，あるいは県なのかわかりませんけれども，そう

いうものができたら，何となく分からないものが自分の中

でかみくだけるというきっかけを作るということが，もし

かしたらキーマンなのかな．要望としてです． 
広瀬：昨日までの白川郷エコツーリズム大会も，エコツー

リズムの大会だったのですが，エコツーリズムという切り

口で世界遺産をどのように生かしていくのかというのは

あるのですね．今回，山梨県の山梨会議の皆さんも含めて，

エコツーリズムにかかわっている人が何人かいるので，そ

ういう切り口だったら，そういう世界遺産の，特に文化遺

産地域でどういう課題やあるいは「なってよかった」とい

うところも含めてやっていただけるという方はばっとリ

ストアップできるので，それはいずれかのタイミングで，

シンポジウムなど仕掛けることが必要でしょう． 
荒牧：広瀬さんか私に直接言っていただいても結構ですし，

もし全員で会議をする必要があれば，メーリングリストで

持ち回り会議をやってもいいでしょう．それほどのことで

もないか．ちょっと二，三やってみたいです――というよ

うなことでいかがでしょうか． 
三浦：この文化遺産登録の中に，有形と無形が存在するの

ではないかと思うのですけれども，無形的なものと言うの

で，ご存知の方は？ 
早川：ユネスコで審査して登録される世界無形文化遺産と

いえるようなものはあります．例えば日本の場合，文楽と

か歌舞伎が既に指定されています．しかし，それはいわゆ

る世界遺産とは別のカテゴリーで． 
（注）正式名称（Proclamation of masterpieces of the Oral 

and Intangible Heritage of Humanity「人類の口承及び無形遺

産の傑作」） 
三浦：富士山というものの中で何か……． 
早川：富士山の中ですか？ 
三浦：今，こういったものが無形として登録されそうだと

いうものについて，何か情報としてお持ちの方はいらっ

しゃいますか． 
早川：ただ無形は，基本的には世界遺産の対象にはならな

い． 
三浦：ならない？ 
早川：ええ．世界遺産は有形で山岳や建築などの動かせな

いものが対象になります．無形なものを対象とした世界無

形文化遺産というものは別になります． 
荒牧：文化庁に上げたリストの中にはない？ 
三浦：これはすごく難しいというか， 
早川：ええ，世界文化遺産における文化的景観というもの

の中の……． 
三浦：聞く人の聞き方によっては，よく分からないという

ことになってしまうのかもしれないのですけれども，中曽
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根さんも言っていましたけれども，富士山というのはもと

もと信仰の山という形で，多分このすそ野の一帯には昔の

人たちがやってきたいろんな信仰の仕方とかお祭事とか

があると思います． 
 鳴沢の一例で言いますと，鳴沢にはまた雨乞いが実在し

ます．私の知っている限りは，実は平成 12年から２回雨
乞いがされています．そして２回とも本当にその日に雨が

降っていいます． 
一同：ほう． 
三浦：本当に降っています．本当に「え？」という感じな

のですけれども，その雨乞いの儀式の仕方というのが，儀

式は無形ですけれども，場所というのがちゃんとあるわけ

です．神社とか，お祭りをされている場所があります．そ

の３カ所の水を集めて，最後にそれを混ぜて祈祷（きとう）

するわけです． 
 しかし，その水が現状ではすごく枯れてきています．枯

れてきているというところがあって，要するに枯れてしま

うと，無形も存在できなくなってしまうということがある

ので，そういうところをうまい形で残せないのかなという

のが地元民としての思いです． 
早川：そのような取組みは素晴らしいことです．富士山文

化的景観協議会では，そのような無形の文化的価値あるも

のの保全についても協議したいと思っています． 
つまり，世界遺産登録の対象だけでなくて，そういった

人の営みが大切で，しっかり次世代に伝えていくべきだと

思います． 
世界遺産条約の条文には「現在，不動産の遺産であっても，

将来動産となる可能性があるものは登録・推薦の対象とし

ない」ということがありますが，その雨乞いの場所自体は

動かないですから有形の文化財に該当するかどうか検討

の対象になります．世界文化遺産登録の対象になるかどう

かは分りませんが．また，雨乞いなどの人に営みは，無形

の文化財として，何らかの保全体制が求められます．ただ

し信仰行事は慎重な対応が求められます．最悪の場合，観

光的な見世物になるかも知れませんから．いずれにしても

地域の文化は地域で守っていくことが大事だと思います． 
三浦：神社の儀式のやり方とか，縄の巻き方とか，地元の

人間でないと分からないものがあるじゃないですか？ 
早川：そうですね．そのような文化はぜひ守っていって欲

しいと思います．人の営みの文化というものは，独立で成

り立っているものではなく，文化財『群』で保全すべきだ

と思います．例えば，雨乞いは，農業と密接なつながりが

あると思います．世界文化遺産登録の対象になるならない

に関わらず，地域で共に守っていくべき文化があると思い

ます． 
広瀬：時間がきましたので，ここでまとめたいと思います．

いいえ，まとめるという言葉は撤回します． 
（笑い） 
 まとまらないので．終わりにしたいと思うのですが，今

日の議論はかなり荒牧先生側の狙いのプロットを出して

もらったりして，方向性が見えたのではないかと思います．

それを踏まえて，秋までなのかどうなのか時間的な余裕は

分からないのですが，何らかのアクションを形のあるもの

につくり上げていこうということが必要になるのではな

いかと思っています． 

 今回，山梨と静岡の両県でまたがって活動されている

方々にお集まりいただいたので，次回以降はこういう流れ

で進めるということでよろしいでしょうか？ 
 それでは静岡側のおうには，引き続き私がご連絡をして

集まっていただくようにしますが，山梨側のほうは，荒牧

先生ですね．ということで，両県のそれぞれの方々にお集

まりいただいて，ゆくゆくは，ここはいっぱいぐらいに

なってしまうのですかね？ 
（笑い） 
 いろいろと議論ができるようにしていきたいと思いま

す．次回の未定ですが，３月中は皆さんはお忙しいので，

集まれないと思いますが，４月に入ってからだと思います．

もし可能でしたら，先ほどお話ししていた西村先生のご講

演をいただくとかというようなことも検討したいという

ことですので，日程はあらためて皆さんにご連絡するとい

うことでよろしくお願いいたします． 
早川：この場をお借りして世界遺産に関する講演会のご案

内をさせて頂きます．お渡ししたプリントにありますよう

に，来る 3月 17日に，世界中の世界遺産について研究さ
れている世界遺産総合研究所の古田陽久所長をお招きし

て『富士山の文化的景観を考える会』を山梨県環境科学研

究所で開催致します．お忙しいとは思いますが，どうぞご

参加ください． 
荒牧：今日はどうもありがとうございました． 
（終了） 
 
   ――――――――――――――――― 

○ 参加者の自己紹介 

畠堀 操八（ＮＰＯ法人シニア大樂 山樂カレッジ 事務局

長） 

高校時代から広島県内の山歩きを始め，以来40数年の間，

丹沢・奥秩父・南アルプス・上越・南会津の縦走・沢登り・

冬山を体験．最近は原生林探査や旧修験道の再発見に興味

を持っている．特技は誰でも登らせる，秘術は下り坂でも

足音がしない．富士山クラブ会員，富士学会会員，日本高

山植物保護協会会員．著書『富士山・村山古道を歩く－100

年ぶりに甦った幻の登山道ガイド』風濤社，2006年，

37en-no-gyojya76@jcom.home.ne.jp    

影山 秀雄（日本野鳥の会・南富士宮市支部） 

 本業は染織業(織物).生まれも育ちも富士宮市で，子供

の頃から自然の生き物に興味を持ち大学卒業後『野鳥の

会』に入会．家業の織物の仕事の傍ら，富士山南麓の野鳥

の調査・観察を続けています．野鳥の会の活動や市内に二

校ある分校の子供たちの野鳥観察の手伝いをしながら，野

鳥を切り口にした人と自然との好ましい関わり方を模索

中． 

広瀬 敏通（ホールアース自然学校代表・NPOホールアー
ス研究所代表理事） 
２0代に長期にわたってアジア各地で個人 NGOとして

活躍．カンボジア内戦時には政府派遣としてタイ国境に現

地事務所を開いて運営した．帰国後の１９８２年にホール

アース自然学校開設，代表となる．個人としても火山洞窟，

熱気球，辺境の探険などで多くの記録，実績を持ち，冒険

好きな子どもたちの育成に尽くした．富士山，沖縄，新潟，

山梨など国内各地の拠点校で職員４０名，年間８万人の参
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加者を擁する．日本の自然学校の草分けとして，国内海外

の多くの地で自然学校の仕組み作りに関わり，人材育成，

地域つくり，エコツーリズムの推進に尽力する．(社)日本
環境教育フォーラム常任理事，日本エコツーリズム協会総

務理事，（特）富士山自然体験活動推進協議会代表理事な

ど． 
平野 達也（ホールアース自然学校コーディネーター） 

 ホールアース自然学校でエコツーリズムの仕組みづく

りを担当．また，日本エコツーリズム協会人材養成事業企

画を担当し，全国へのエコツーリズムの普及を目指して活

動しています． 

近藤 光一 

 個人から学校，企業，各種団体などを対象とした富士登

山全般のサポートやエコツアーの企画，ガイドを行ってい

る．夏のピーク型登山はもちろん，四季の富士山に迫る登

山を実施．総合学習や講演活動を通じて，富士山の現状を

発信している．富士山登山学校ごうりき代表，ＮＰＯ法人

富士山サポートセンター理事長，ＮＰＯ法人富士山自然体

験活動推進協議会理事．（財）ふじよしだ観光振興サービ

ス評議員など． 

田村 孝次 

 1997年英国から帰国後，河口湖を基点に様々な人々に

対して自然体験活動，指導者養成，企業研修を展開．多元，

多様な方法で実践的な環境保全活動や環境保護思想の普

及，自然との共生，社会の持続可能性を追求しシステムの

構築に努める．有限会社カントリーシステムズ 代表取締

役，ＮＰ０法人フィールズ（富士地球教育自然学校）専務

理事，ＮＰO法人富士山自然体験活動推進協議会 副代表

理事 

井出 泰済 

 富士レークホテル常務取締役，富士五湖観光連盟青年部

理事，河口湖温泉旅館組合理事，富士五湖JCシニアクラ

ブ会員，ＮＰＯ法人富士山エコネット監事，富士エコロ人

発行人． 

観光業に携わる傍ら，富士山を中心としたエコツアーの開

発や展開を研究している． 

ホテルでは，年間１００日「富士山自然教室」と称したエ

コイベントを実施している． 

久保 覚（富士五湖.TV代表：http://www.fujigoko.tv/） 
 20 代前半を東京の CAD システム開発会社にてシステ
ムエンジニアを経験後，20 代後半で地元山梨に戻りソフ
ト会社営業所を設立．その後 30代になり会社独立し，イ
ンターネット情報発サイト（富士五湖.TV）を 2000 年ご
ろ正式に立ち上げる． 
現在，山梨県随一のアクセス数を誇る情報サイトを維持

管理する傍ら，富士山と地元に多大なる敬意を持ちながら

各種団体にて奉仕活動を行っている． 
コンピュータ技術書を数冊著，ソフト会社の体験小説著，

出版． 
 早川 宏（富士山の文化的景観を守る会） 

富士山文化の「保全」と，文化財を活用したまちの「活

性化」を図る活動をしています．建物や道などの「ハード」

と，人の営みなどの「ソフト」の両面からの保全と活性化

のために「吉田口登山道開山奉告祭」，「歴史探訪ツアー」，

「まちづくり講演会」などの企画運営をしています．「八

海巡り」や「山内神社巡り」は，点在する文化財を歴史に

基づいて関連付けて面あるいは文化財群として保全する

ことを目的としています． 

小池 亦彦（丸富観光物産専務取締役） 

三浦 圭治（ｆｆエコ・プランニング代表取締役社長） 

 ｆｆエコ・プランニング代表取締役．ミウラ建設取締役．

ＮＰＯ鳴沢ファーム理事．富士五湖ＪＣシニアクラブ会員．

環境に優しいエコ照明設備の構築と自然エネルギーを利

用した発電事業展開とする傍ら，鳴沢村は富士北麓農産物

生産エリアとして日本の健康的な食卓を担うべきをモッ

トーに有機農法による食材の生産と鳴沢村ブランド作り

を地元４Ｈクラブ等と研究している． 

伊東 貴也 

 山梨県富士吉田市において４０年続く金属屑の回収業

を営む，伊東商店株式会社常務取締役を務める傍ら，山梨

県産業廃棄物協会理事，富士吉田市立下吉田第二小学校Ｐ

ＴＡ副会長，ふじやまＢＯＹＳ副代表，（社）富士五湖青

年会議所副理事長，など地元の振興活動を行う． 

山本 清龍（東京大学富士演習林） 

小さい頃から父に連れられて菌類の採集を目的に四国の

山々に登ったことが，森林科学（林学）を学ぶきっかけに

なった．現在，山中湖の湖畔にある東京大学富士演習林に

勤務．同大学院農学生命科学研究科・助教．高知県出身．

34歳．専門領域は公園計画（造園学）および森林・環境

教育（林学）．富士山北麓エコツーリズム推進協議会委員

など地域の審議会，委員会，協議会の委員を務める． 

荒牧 重雄 

 1957年～2001年：東京大学地震研究所，北海道大学理

学部，日本大学文理学部で主に火山学の基礎研究と教育に

従事．元日本火山学会および国際火山学会会長，学術会議

会員，富士山および浅間山火山ハザードマップ検討委員会

委員長，現職は山梨県環境科学研究所所長．富士山世界文

化遺産登録推進両県合同会議の二県学術委員会委員．火山

災害の防災・減災対策や火山地域の環境保全･自然保護に

関心を持っている． 

 

   ――――――――――――――――― 

○フォーラムの実施要領 

 フォーラムの主体は，複数回の会合及びその記録の公

表・出版を行うこととする．会合の性格は，インフォーマ

ルな座談会，懇談会，公開された講演会，パネル討論など

さまざまな様式を，状況に応じて適用する．参加者の組み

合わせも多様であり，地元一般住民，自然･環境保護の活

動家・グループ，地元企業（観光産業を含む），市町村当

局，各種団体，県の担当者，国の機関，国民会議の担当者

などの中から，適当な組み合わせを拾い上げて，個々の会

合を企画する．事務局は，山梨県環境科学研究所に置く． 

 会議における発言は自由であり，基本的にはインフォー

マルなもので，例えばある機関・団体を代表するという意

識にとらわれて，発言が後ろ向きで硬直化するようなこと

は避けたい．したがって，この会議においてなされた発言

は，ある意味で暫定的なものであり，個々の発言の内容に

ついて，後になって，厳密さをもって責任の追及がなされ

るようなことはないという合意が，予め参加者全員によっ

てなされることとする．またこの会議の成果を特定の宣言
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やコメントとして発表することはしない． 


