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「フットパス国際フォーラムｉｎ黒松内」開催の御報告「フットパス国際フォーラムｉｎ黒松内」開催の御報告「フットパス国際フォーラムｉｎ黒松内」開催の御報告「フットパス国際フォーラムｉｎ黒松内」開催の御報告    

 

黒松内町フットパスボランティア(黒松内町農山村資源活用地域協議会)は、イギリスと

日本のフットパス事情の違い、道内外先進地の取組み事例を知ることで、今後フットパス

事業を進める上での問題点や課題などを明らかにし、その課題解決に向けてアイデアやヒ

ントを得るとともに、参加者による人的ネットワークの形成を図ることに加え、先進地で

ある黒松内町が、国際的なフォーラムを行うことによって、「フットパス」の知名度の向上

と、全体的な底上げを図ることを目的として、北海道後志支庁、黒松内町、日本フットパ

ス協会設立準備会の後援とエコ・ネットワークの協力を得て、フットパス国際フォーラム

ｉｎ黒松内を、次のとおり実施しました。 
 

月日：平成２０年８月２３日（土）、８月２４日（日） 

主催：黒松内町フットパスボランティア（黒松内町農山村資源活用地域協議会） 

後援：北海道後志支庁、黒松内町、日本フットパス協会設立準備会 

協力：エコ・ネットワーク 

【１日目】【１日目】【１日目】【１日目】    

ププププププププププププロロロロロロロロロロロロググググググググググググララララララララララララムムムムムムムムムムムムⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ            フフフフフフフフフフフフッッッッッッッッッッッットトトトトトトトトトトトパパパパパパパパパパパパススススススススススススウウウウウウウウウウウウォォォォォォォォォォォォーーーーーーーーーーーークククククククククククク                         

コ ー ス：チョポシナイコース・寺の沢川コース 

開催時間：10:00～10:15 開会 道の駅「くろまつない」 

10:15～13:15 フットパスウォーク 

出発 → チョポシナイコース 熱郛川河畔 → 休憩：岡本橋 

→ 東山 → 黒松内町役場 → 寺の沢川コース →  

終点：黒松内温泉「ぶなの森」到着 

13:15～14:00 昼食 黒松内温泉「ぶなの森」 

集合場所：町内参加者 9:00 黒松内町役場 

役場 → JR 黒松内駅(徒歩) → JR 黒松内駅乗車→   

JR 熱郛駅下車  →  道の駅 (徒歩 ) 

町外参加者 9:20 道の駅「くろまつない」 

参加者数：８３名（町内２７名、町外５６名） 

ププププププププププププロロロロロロロロロロロロググググググググググググララララララララララララムムムムムムムムムムムムⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ            フフフフフフフフフフフフッッッッッッッッッッッットトトトトトトトトトトトパパパパパパパパパパパパスススススススススススス国国国国国国国国国国国国際際際際際際際際際際際際フフフフフフフフフフフフォォォォォォォォォォォォーーーーーーーーーーーーララララララララララララムムムムムムムムムムムム             

開催時間：14:30～18:05  

会  場：黒松内町環境学習センター 

参加者数：１０９名（町内３５名、町外７４名） 

主催者挨拶：黒松内町フットパスボランティア会長   新 川 幸 夫 

来賓挨拶：黒 松 内 町 長  谷 口   徹 様 

基調講演：「ウェールズにおけるフットパスとウォーキング事情」  

講師 ウェールズランブラーズ協会 フットパス監督官   マイク・ミルズ 氏       

国内事例発表：町田市、根室市、黒松内町 

パネルディスカッション：コーディネーター エコ・ネットワーク代表  小 川   巌 氏 

      パネリスト ウェールズランブラーズ協会 フットパス監督官   マイク・ミルズ 氏 

      パネリスト みどりのゆび事務局長   神 谷 由紀子 氏  

     パネリスト ＡＢ－ＭＯＢＩＴ代表   伊 藤 泰 通 氏 

      パネリスト 黒松内町フットパスボランティア会長  新 川 幸 夫 
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ププププププププププププロロロロロロロロロロロロググググググググググググララララララララララララムムムムムムムムムムムムⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ            歓歓歓歓歓歓歓歓歓歓歓歓迎迎迎迎迎迎迎迎迎迎迎迎交交交交交交交交交交交交流流流流流流流流流流流流会会会会会会会会会会会会             

開催時間：18:30～20:00  

会  場：歌才自然の家グリーンハウス 

参加者数：７５名（町内２２名、町外５３名） 

【２日目】【２日目】【２日目】【２日目】    

ププププププププププププロロロロロロロロロロロロググググググググググググララララララララララララムムムムムムムムムムムムⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣ            フフフフフフフフフフフフッッッッッッッッッッッットトトトトトトトトトトトパパパパパパパパパパパパススススススススススススウウウウウウウウウウウウォォォォォォォォォォォォーーーーーーーーーーーークククククククククククク             

コ ー ス：西沢コース 

開催時間： 8:20～ 8:30 開会 歌才自然の家 

8:30～11:50 フットパスウォーク 

出発 → 森林公園 → ブナセンター → 休憩：中谷牧場 

→ 終点：トワ・ヴェール到着 

集合場所：町内参加者 8:00 黒松内町役場 

 役場 → 歌才自然の家(バス) 

町外参加者 8:00 歌才自然の家 

参加者数：７５名（町内２０名、町外５５名） 

ププププププププププププロロロロロロロロロロロロググググググググググググララララララララララララムムムムムムムムムムムムⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤ            散散散散散散散散散散散散会会会会会会会会会会会会昼昼昼昼昼昼昼昼昼昼昼昼食食食食食食食食食食食食会会会会会会会会会会会会             

開催時間：11:50～13:00  

会  場：特産物手づくり加工センター「トワ・ヴェール」 

参加者数：７４名（町内２３名、町外５１名） 

 

■■■■    参加者総数：１１９名（町内４１名、町外７８名）参加者総数：１１９名（町内４１名、町外７８名）参加者総数：１１９名（町内４１名、町外７８名）参加者総数：１１９名（町内４１名、町外７８名）    
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フットパス国際フォーラムフットパス国際フォーラムフットパス国際フォーラムフットパス国際フォーラム inininin 黒松内黒松内黒松内黒松内    2008.2008.2008.2008.8.238.238.238.23    

 

 

フフフフフフフフフフフフッッッッッッッッッッッットトトトトトトトトトトトパパパパパパパパパパパパススススススススススススウウウウウウウウウウウウォォォォォォォォォォォォーーーーーーーーーーーークククククククククククク            111111111111000000000000::::::::::::000000000000000000000000～～～～～～～～～～～～            

■■■■    チョポシナイコースチョポシナイコースチョポシナイコースチョポシナイコース    

   道の駅くろまつないを 10:15 に出発して、熱郛川沿いのじゃがいも畑や大豆畑な

どの農村風景を楽しみながら、東山を越えて役場までの約 10 ㎞を歩きました。 

■■■■    寺の沢寺の沢寺の沢寺の沢川川川川コースコースコースコース    

      役場から市街地を流れる寺の沢川沿いを歩き、小学校の校庭や情報館裏広場を抜

け、黒松内温泉「ぶなの森」までの約２㎞を歩きました。 
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フットパス事業の発展  

ヒント・アイディア 

期  待  

フフフフフフフフフフフフッッッッッッッッッッッットトトトトトトトトトトトパパパパパパパパパパパパスススススススススススス国国国国国国国国国国国国際際際際際際際際際際際際フフフフフフフフフフフフォォォォォォォォォォォォーーーーーーーーーーーーララララララララララララムムムムムムムムムムムム            111111111111444444444444::::::::::::333333333333000000000000～～～～～～～～～～～～            

■■■■  開開開開   会会会会  

【司会】  

大変お待たせいたしました。  

只今より、「フットパス国際フォーラムｉｎ黒松内」を開催いたします。  

本フォーラムのテーマは、「イギリスから学ぶフットパスの楽しみ方」と題しまして、実

施いたしますが、一つ残念なお知らせがございます。  

本日のパネルディスカッションで、パネリストのお一人として出席を予定しておりまし

た Keir Brady 氏につきまして、８月１８日、今週の月曜日になりますが、急病のため、急

遽、病院に入院されることになりまして、どうしても、本日、パネルディスカッションに

参加することができないこととなりました。 

このような状況ですので、どうぞ、御理解いただけるよう、お願い申し上げます。 

それでは、主催者を代表し、黒松内町フットパスボランティア会長新川幸夫より御挨拶

をお願いします。  

■■■■    主催者挨拶主催者挨拶主催者挨拶主催者挨拶    黒松内町フットパスボランティア会長黒松内町フットパスボランティア会長黒松内町フットパスボランティア会長黒松内町フットパスボランティア会長        新川新川新川新川    幸夫幸夫幸夫幸夫    

「フットパス国際フォーラム in 黒松内」の開催に

あたり、主催者を代表して御挨拶いたします。  

 今日は、週末のお忙しい中、このように大勢の方々

に出席していただき、とても嬉しく思っております。 

 厚くお礼申しあげます。  

このたびのフォーラム開催にあたり、フットパス

発祥の地、イギリスから基調講演者としてマイク・

ミルズさん、事例発表やパネルディスカッションに

は、道内外で先進的な取組みをしている方々をお招

きいたしました。  

講演や発表、話し合いな

どから私達地元はもとより

各地からの参加者の皆様が、

今後のフットパス事業発展

のためのヒントやアイディアがたくさん得られることを期待しております。  

また今日、既に歩いたチョポシナイコースと寺の沢川コース、そして明日歩く西沢コー

スは、黒松内の豊かな自然環境と牧歌的農村風景を楽しみながら自然を味わえるコースだ

と思っておりますが、皆様の忌憚のない感想や意見をお聞かせ願えればと思っております。 

 私達黒松内フットパスボランティアが、フットパス事業に取組み始めて今年で５年目に

なります。  

今日歩いたチョポシナイコースは、その当時、笹と雑木が生い茂る廃道でした。  

小川巌さん率いる札幌のボランティアの方々と地元ボランティアが、共に汗を流し、伸

び放題になっている笹や雑木と格闘しながら整備して、ようやく今日のような状態になり、

当時とは見違えるほどになりました。  

現在では、チョポシナイコース、寺の沢川コース、さらに西沢コース、そして今年新た

に開設した、ブナ林を楽しめる歌才森林公園コースと計４コースになりました。  

過去４年間、フットパスの本場イギリスを始め道内各地の集いに参加して情報を集め、

コースの整備、標識やマップ作りなどの参考にしてきました。  

並行してブナセンターの協力を得て、学習会を開催して、植物や野の花などについての

学習を重ねてきました。  
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「フットパス」 

魅力と可能性  

一緒に考えたい  

 

本町のフットパス事業は、役場とボランティアが官民一体で協同して推進していること

に特色があります。  

今回の国際フォーラムの開催に当たっても、町役場から多大なるご支援を受けましたこ

とを、改めてお礼申しあげます。  

今日と明日の２日間、交流する中で親睦を深め、黒松内の自然と食を堪能していただけ

たら幸いです。  

「歩くための小道」に親しみながら、フットパスの魅力と

可能性について、一緒に考えたいと思います。  

なお、この場をお借りして、これから黒松内で開催される

行事を２つ紹介いたします。  

受付でチラシをお渡ししましたが、９月６から８日「国際ブナフォーラム 2008」が開催

されます。  

国内外の第一線のブナ研究者が「ブナ北限の里黒松内」にやってきます。  

もう一つは、10 月 19 日（日）、健脚者向きに黒松内岳山腹の林道 20ｋｍを歩く、ウォ

ーキングを予定しております。  

素晴らしいブナやカエデの紅葉を、楽しめると思っております。  

御都合よろしければ、是非、御参加いただきたいと思います。  

イベントの紹介を含め、主催者のご挨拶といたします。  

【司会】  

ありがとうございました。  

続きまして、御来賓の黒松内町長 谷口徹様より御挨拶をいただきます。  

■■■■    来賓挨拶来賓挨拶来賓挨拶来賓挨拶    黒松内町長黒松内町長黒松内町長黒松内町長        谷口谷口谷口谷口        徹徹徹徹    様様様様    

皆様、ようこそ黒松内町にお越しくださいました。 

黒松内町長の谷口でございます。 

本日は、「フットパス国際フォーラムｉｎ黒松内」

に、このように大勢の御参加をいただきまして誠に

ありがとうございます。 

 地元町民を代表いたしまして、心から歓迎申し上

げます。 

この度、国内外からフットパスに関しての著名な

方をお招きし「フットパス国際フォーラム」が開催

できましたことは、偏にエコ・ネットワーク代表の

小川先生の御尽力と人脈の豊かさによるものと、深

く感謝しております。 

また、東京都町田市の神谷様、根室市の伊藤様に

おかれては、地元での様々な活動で大変お忙しい中、パネリストとして御出席いただき、

心から感謝申し上げます。 

そして、フットパス発祥の地、イギリスからはウェールズ、ランブラーズ協会のマイク・

ミルズ様に御来町いただき、フットパスの歴史や発達の経緯、人々の日常生活での結びつ

き、また、協会で監督官として従事されている業務、現在のランブラーズ協会の活動内容

など、今後、私どもがフットパスづくりに取組む上で大変参考になる、貴重な講演をいた

だけることと思います。 

さて、本町は、平成の産声とともに、都市と農村の交流をまちづくりの基本理念とした

ヨーロッパ型の農村づくり「ブナ北限の里づくり構想」を策定し、各種事業をスタートい

たしました。 
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 交流施設を繋ぐ 

  点から線へ、そして面へ 

地道な活動  

「地域に定着」 

官民一体  

フットパスの今後  
知名度の向上  

全国的な広がり 

「日本フットパス協会」 

 

まちづくりの目標を、「定住人口の増加」から「交流人口の増加」に置き換え、ヨーロ

ッパのように週末や長期休暇を田舎でのんびりと過ごしていただくために、最初にこの宿

泊施設「歌才自然の家」を整備しました。 

以来、ブナセンター、オートキャンプ場、温泉、道の駅といった各種交流施設整備を行

い、合わせて、ブナウォッチングツアー、ビーフ天国などのソフト事業にも取組んでまい

りました。 

その最中、フットパスは、今ある道を活用し、下草刈り

する程度で、自然に負荷をかけることなく、これら交流施

設を繋ぐ役目を成し、点から線へ、そして面への広がりに

結び付けることができることを小川様よりアドバイスい

ただき、活動がスタートしました。 

当初は、町内では「フットパス」という言葉に、馴染み

がなく、認知度はとても低いものでしたが、町民からボランティアを募り、調査研究事業

として除草作業、案内看板・道標の設置、コースマップの作成などといった地道な活動を

重ねてきた結果、三つのコースが整備され、定期的なイベント開催など、子供からお年寄

り、そして健常者から障がいを持った方まで、多くの方に楽しんでいただける取組みとし

て地域に定着し、今では旅行会社からツアー企画が組まれるなど、道内におけるフットパ

ス先進地として認められるまでになりました。 

行政だけでは推進できないのがソフト事業でありますが、本町フットパスボランティア

によるフットパス活動は、本町まちづくりにおける官民一体となった取組みの成功事例と

して、高く評価されているところであります。 

今後は、フットパスを推進する仲間の一員として、フッ

トパスの知名度の向上と、取組みを全国的な広がりとする

ため、来年２月に予定されている「日本フットパス協会」

の設立に、本町としても積極的に関わって参りたいと考え

ております。 

最後になりますが、本日、ここに御参加の皆様方が、フットパス国際フォーラムｉｎ黒

松内を通して、フットパスの魅力や楽しみ方についてヒントを得て、今後とも各地で先進

的に御活躍されることを御祈念申し上げ、歓迎のごあいさつといたします。 

■■■■  講師紹介講師紹介講師紹介講師紹介  

【司会】  

ありがとうございました。  

それでは、基調講演に先立ちまして、講演いただきますマイク・ミルズ様の御紹介をさ

せていただきます。 

 マイク・ミルズ様は、イギリスのウェールズランブラーズ協会に所属しております。  

ランブラーズ協会とは、田舎歩きを楽しむ人たちの権利と利益の保護拡大に、積極的に取

り組んでいる組織です。  

ランブラーズ協会の活動は、国立公園化の支持、長距離フットパスの指定、誘導標識の

設置を促進するなど、イギリス国内における、フットパス網の維持発展させるために大き

な役割を果たしています。  

ミルズ様は、こうした活動に取り組む協会の「フットパス監督官」として、ウェールズ

地方における、通行権のあるフットパスの監督に関することと、訴訟問題を担当されてお

ります。  

また、フットパスウォーキングの方針づくりや、フットパス整備の指導にも従事してお

ります。  

本日は、『ウェールズにおけるフットパスとウォーキング事情』と題しまして、御講演を

いただきます。なお、随時通訳は、小田高史様にお願いをいたします。  

それでは、マイク・ミルズ様、よろしくお願いいたします。  
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地主たちと衝突 

「市有地に入るな！」 

1935 年ランブラーズ協会誕生 

 1949 年 10 個の国立公園誕生 

1965 年長距離フットパス誕生  

「フットパスが地図に明記」 

基基基基基基基基基基基基            調調調調調調調調調調調調            講講講講講講講講講講講講            演演演演演演演演演演演演            111111111111444444444444::::::::::::444444444444555555555555～～～～～～～～～～～～            

「「「「ウェールズにおけるフットパスとウォーキング事情ウェールズにおけるフットパスとウォーキング事情ウェールズにおけるフットパスとウォーキング事情ウェールズにおけるフットパスとウォーキング事情」」」」    

ウェールズランブラーズ協会ウェールズランブラーズ協会ウェールズランブラーズ協会ウェールズランブラーズ協会    フットパス監督官フットパス監督官フットパス監督官フットパス監督官        Mike MillsMike MillsMike MillsMike Mills    氏氏氏氏  

 

【DVD を再生しながら通訳の小田氏が内容を解説】 

イギリスでは 77％の人たちが、歩くことを郊外スポ

ーツとしてもっとも楽しんでいます。 

しかし、19 世紀以前は屋外を歩くということは、あ

まり楽しんで行うこととは考えられていませんでした。 

ところが、産業革命以後、人々は都市に集まるよう

になりました。 

しかし、都市では自然が少なく雑然としていたので、

屋外へ出て自然を楽しむことがポピュラーになってきました。 

人々は、郊外に散策のために出ていきますが、そうなる

と地主たちと衝突が起こりました。 

映像の通り『ここは私有地なので入るな！』という看板

があります。 

囲い込みや私有地に人を入れないという動きが広がり、守り番や狩猟番が不法侵入者と

争うことが多くなってきました。 

私有地で締め出されることになってしまいましたので、人々は怒りを覚えました。 

『郊外に出て自由に歩きたい』と、感じ始めました。 

守り番と歩いている人たちが、衝突している映像です。 

イギリスの中央部付近のダーウィッシャーにあるキンダースカウトで、1930 年代に起こ

った意図的に人々が不法侵入をした事件の映像です。 

1935 年にランブラーズ協会が、全国組織として誕

生しました。 

当初は 1400 人のメンバー、300 グループ以上の提

携グループがありました。 

トム・スティーブンソンは、1948 年にランブラー

ズ協会の会長に就任しました。 

彼は、イギリスで始めて長距離フットパス（後のナショナルトレイル）の創設を訴えた

人物です。 

そのキャンペーンの結果、30 年後の 1965 年にイギリス中部からスコットランドへ延び

るペナインウェイという長距離フットパスが誕生し

ました。 

黄色の部分は、国立公園になっています。 

1949 年には 10 個の国立公園を誕生させました。 

そこでは自由に歩くことができます。 

それ以来、法律的に効力のある地図に、フットパ

スが明記されるようになりました。 

オーディナルサースデイとは、日本の国土地理院

に当たります。 

この地図にフットパスを載せるように、ランブラーズ協会が働きかけました。 

これも 1960 年代からの出来事です。 

今イギリスのフットパスを歩くと、このような表示があちこちで見られます。 

これは、郡や市町など役所に働きかけ、建てさせたものです。 

Footpath International Forum in Kuromatsunai 
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Mike MillsMike MillsMike MillsMike Mills 氏から寄贈された氏から寄贈された氏から寄贈された氏から寄贈された     

通行権に関する法律の解説書通行権に関する法律の解説書通行権に関する法律の解説書通行権に関する法律の解説書  

2000 年 CRW-ACT 確立 

「歩くために人々に開放」 

今後の目標 

「海岸線を全て歩けるように」 

「歩くこと」 

最も愛する活動  

今では、スタンダードです。 

2000 年にイギリス流でいう荒地、ムーアやヒースやダウンといった大きな草地・湿地も

人々が歩くために開放されました。 

このためにできた法律が、頭文

字をとって CRW-ACT（クローア

クト：Countryside and Rights 

of Way ACT 2000）と呼ばれています。 

直訳すると、田園地方通行権条約と訳せると思います。 

CRW-ACT が確立される前の 2000 年以前は、コモンと呼ばれる入

会地などの所有者が「人を入れない」と言ってしまうと、法律的

に争うことができませんでした。 

しかし、2000 年以後は、法廷で争い入会地を回復することが

可能になりました。 

この DVD が完成した時点での会員数は約 14 万人、提携グル

ープが 800 以上あります。 

1935 年に誕生してからランブラーズ協会は、大きくなりま

した。 

現在は、ウェールズの海岸線を全て自由に歩くことは出来ません。 

これからランブラーズ協会が目標としているのは、

海岸線を全て歩けるようにすることです。 

古くからあった古街道は、2026 年までに存在して

いたということを証明しなければ、フットパスとしての効力を失ってしまいます。 

ランブラーズ協会では、古街道に通行権があったということを証明しようと努力してい

ます。 

ウェールズの白い海岸線は、イギリス政府が 1999 年に国立公園にするという方針を打ち

出しましたが、まだ国立公園にはなっていません。 

ランブラーズ協会としては、方針を思い出させ、国立公園になるような働きかけをして

います。 

ランブラーズ協会は、もっとも会員の多い慈善団体です。 

会費によって運営されています。 

事業に賛同されましたら会員になっていただけると幸いです。 

【DVD 視聴終了、ミルズ氏講演】 

先ほど紹介していただきましたマイク・ミルズです。 

ウェールズのランブラーズ協会を代表してきました。 

話を始める前に、私を黒松内に呼んでくれた皆様にお礼を申し上げます。 

私は、北海道に来てウェールズに非常に似ていると感じました。 

天気までもウェールズのようです。 

 ランブラーズ協会やフットパスの歴史を、お話します。 

そのようなお話をすると「ランブラーズ協会とは？」や「会員の人たちは？」などと、

よく聞かれます。 

ランブラーズ協会の会員は、仲間のような人たちです。 

私たちにとっては、「歩く」ということが最も愛する活動ですの

で、その活動を推進していく団体です。 

イギリスで、もっとも大きなボランティア団体に成長しました。 

イングランドとウェールズ合わせて約 14 万人の会員がいます。 

会員数が 14 万人といいましたが、提携している団体の人たちも加えると約 18 万人にな

ります。 

私たちの仕事のほとんどは、ボランティアの方々にお願いしています。 

ウェールズでは、7 千人の会員数でフットパスの距離は 2 万キロあります。 
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「歩くこと」の推進 

歩きやすい道 

“美しい田園地方” 

・環境を守る 
・マナーを守る 

『歩く権利』の背景 

中世の封建時代 

小作人の生活から 

“自分が小作して入った土地は 

自由に歩くことができる“ 

【フットパスの概念】 

ボランティアの仕事は、40 以上のカテゴリーに分かれて、私たちの目となり耳となり仕

事をしていただいています。 

私たちの活動は、「歩く」ことを推進していくことです。 

フットパスが歩きやすい道ですと頻繁に使用してもら

えますが、歩きにくい道ですと使用してもらえなくなり

ます。 

喜んで歩いてもらうのが私たちの仕事です。 

そのためには、通行権のある道を喜んで使ってもらえる

ような状況にすることが大事です。 

フットパスのある田園地方が美しくなければ、人々はフットパスを歩きに来ませんので、

田園地方の環境を守るということも私たちの大事な仕事です。 

フットパスを歩く上でのマナーを守る活動なども推奨しています。 

先ほど私の役割に触れていただきましたが、通行権を守っていく上で、法的・保障的な

問題も発生し、そのような責任や問題にも私たちは真剣に取組んでいます。 

新聞には、そういった法的な問題でよく取りあげられます。 

ただ、法に訴えるのは私たちとしては、最後の手段にしたいと考えています。 

ランブラーズ協会を支えてくれるボランティアは多いのですが、法的な意味を理解して

もらっているのが一番重要です。 

ウェールズでフットパスを保護・推奨していくためのフレーム作りが、私の仕事です。

フットパスを取り巻く政治的状況は変わりやすいので、常に私たちは、1 歩先に行かな

ければいけません。 

イギリスのフットパス地図には、ユナイテッドキングダムという文字がありますが、フ

ットパスに関してはイングランド、スコットランド、ウェールズがバラバラに活動してい

るので外しました。 

今日は、イングランドとウェールズはある程度一体となって活動していますので、今日

はスコットランドのお話はあまりしません。 

地方分権が進んでいてウェールズは、イングランドからかなり独立しています。 

そうはいっても法律は、ロンドンで作られています。 

ウェールズの首都・カーディフでは、法律を我々なりに解釈しています。 

私たちがどのようなことを行い、なぜそのようなことを行っているのかといったもう少

し細かいところを話します。 

過去 75 年間に、私たちが成功したことにスポットライ

トを当てます。 

今日お集まりいただいた皆様のように、みんながひと

つになって行おうとした時、どのようなことが達成でき

るのかを示したいと思います。 

文脈に沿ってフットパスを考えるために、中世まで時

代を遡ります。 

中世の封建時代の土地は、一握りの地主によって

所有されていました。 

荘園主などが、村ごと所有している時代です。 

そういった荘園に、小作人が住んでいました。 

その小作人たちが、土地を長く使い続けることに

よって、ある種の権利を権利のようなものを発展さ

せていきました。 

家畜に餌を与えたり、森に入って薪にしたり、家

の修理に使う材木を取ってくるなどということはで

きました。 

山に入り、石などを持ってくることもできました。 
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“囲い込みが始まる” 

小作人の入会地が私有地へ 

小作人の追い出し 

“歩く権利の制限” 

一般の人々が独立した生活を営むためには、そのような権利を行使していかなくてはな

りません。 

こういった背景から、フットパスといった概念が出てきました。 

自分たちが小作して入っていた土地は、自由に歩くことができると彼らは考えました。 

使われた道は、明確な道になっていきました。 

しかし、大きな変化が訪れます。 

エンクロージャーという名の囲い込みが始まりまし

た。 

囲い込みと言うのは、400 年にわたって起きた史実

です。 

囲い込みが行われると、小作人たちが使っていた入会地が私有地に変わってしまいまし

た。 

囲い込みは、議会でも承認されてしまいました。 

いろいろな人が土地に出入りすることによって、たくさんの揉め事を起こすというのが、

議会で承認された口実でした。 

議会が下した決断は、正しかったのかどうか疑問が残ります。 

小作人を追い出したことで、農地は生産高がより高くなりました。 

多くの小作人が同じ土地に入っていると、能率が悪くなってしまうことがあります。 

囲い込みは、その能率低下を防ぐ目的もありました。 

ところが、小作人を追い出し一人の地主が全てを所有してしまうと、いろいろな人から

意見を聞くという場を奪う結果にもつながりました。 

一般の人々には、非常にきつい現実でした。 

囲い込みが行われた結果、小さな村は経済的に成り立たなくなってしまいました。 

農業ができなくなった人々は、他の働き口を探し賃金を得る必要に迫られました。 

仕事を得たとしても、非常に低い賃金で働かされることも多々ありました。 

囲い込みが始まると、フットパスを使って色々なところを歩いて行くという権利も制限

されるようになりました。 

私たちのフットパスを獲得していく運動の出発点は、エンクロージャー（囲い込み）ま

で来ると思います。 

一般の人々が自分たちの権利を回復していく過程が、フットパスを獲得していく過程で

もあります。 

ここまでがフットパスの進化の過程です。 

通行権を失ってしまいましたので、それをまた獲得するため、法によって通行権を回復

しようと考えました。 

ところが法廷で争うためには、費用がかかります。 

そのため多くの訴訟を起こすことは不可能でした。 

イギリスの田園地方というのは美しく、精神的に

も歩くことで幸福感を与えてくれます。 

時代が変わり郊外を散策する価値も認識も高まり

ましたが、通行権もなく田園地方を歩くことができ

ないならば“印象派のモネの絵を持っているのに、

納屋に置いたままにしてある”と例えられるように

なりました。 

そこから色々なところへ入っていこうという運動

につながっていきました。 

法的な権利を回復していく、非常に厳しい戦いが始まりました。 

民事法で戦ってもなかなか勝ち目がないので、議会に何とかしてもらおうという動きに

変化していきました。 

人々は入りたい場所へ入ることができないので、議会に訴え掛けるのが最後の手段でし
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『通行権』 
歩くことによって 

権利を施行する 

歩くことの本当の価値 
『楽しむために歩く』 

   ：持続可能な移動手段 

・観光分野での経済効果 

・健康促進の側面 

「社会的・経済的価値」 

た。 

そして議会を通していくつもの法律が作られ、フットパスに関する法律のフレーム作り

を進めることになりました。 

今ではフットパスは、通行権という形で法律の中に組み込まれています。 

私の講演では「フットパス」という言葉を使いましたが、ここからは通行権という言葉

を使って話を進めたいと思います。 

「権利」という言葉にアンダーラインを引きました。 

これは、歩くことによってその道を歩くという権利を施行する

「通行権」ということです。 

今日の通行権についてお話しようとすると、１週間かかってし

まいますので、ハイライトだけ見てみたいと思います。 

先ほど DVD でも出てきましたが、1949 年に国立公園を設立することになった「国立公園

と田園地方へのアクセス法」が議会で可決されました。 

この法律は、私たちの歩く権利を考える上で土台となるものです。 

この法律が出来、通行権のあるフットパスを測量して地図に載せなければならなくなり

ました。 

その地図を最初に地主に見せ、反論をさせるようにしました。 

1959 年には「公道法」が議会で可決されました。 

この法律は、フットパスがどこに在るのかをはっきりと記録し、それを守る公的機関が

明記され監督させる責任を与えた法律です。 

1981 年には「野生生物と田園地方法」が可決されました。 

これは、フットパスの記載された地図が、常に更新され続けなければいけない法律です。 

新しい通行権のあるフットパスが出てきたときに、その道を地図に記載していく権利も

明確になりました。 

先ほど DVD にも出てきた CRW-ACT が、法律の上では我々の 75 年間の活動の中では頂点に

値します。 

これは、英国の田園地方を自由に散策する権利を与えられたことになります。 

イングランドとウェールズの山、荒れ地、湿地帯も自由に散策出来る権利を獲得しまし

た。スコットランドでは、これを補助する「土地改正法」という法律が 2003 年に通過しま

した。これが可決されると、スコットランドはヨーロッパで最も進歩的な歩く権利が与え

られることになります。 

イングランドとウェールズでは、この法律と同じような権利を確立したいと思っていま

す。法的な歩みは、今お話しした通りです。 

この法律等は、私たちにどのような意味を持ってきたのでしょうか？ 

そこで歩くことの本当の価値をお知らせしたいと思います。 

歩くことは、戸外活動の中で最もポピュラーな活動です。 

今まで歩くことをしなかった人たちまで、歩くようになってきました。 

この人気は、高まるばかりです。 

楽しむために歩くということは、非常に持続可能な移動・交通手段です。 

運動するために、スポーツジムなどに通うとお金が

かかってしまいます。 

ところが、歩くことは資金を必要としません。 

そして、1.6km 以内なら 80％の人が歩き、イギリス

の 77％の人が楽しみのために歩いています。 

その他にも、歩くことによって観光分野での経済効

果も生まれています。 

ウェールズだけでも、1年間に 5億 4800万ポンド（約

1100 億円）もの経済効果になります。 

以前は、歩かせまいとしていた農家や酪農家もこの経済効果を喜んでいます。 
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【英国フットパスが抱える問題】 

・通行妨害   ・劣悪な表示 

・設備の劣化 ・耕作による消失 

・車両進入による損傷 

・海岸浸食・洪水による消失 

“メンテナンス・資金不足” 

今では、農家や酪農家は、自分たちにも経済効果があるので、フットパスを広げる活動

に参加しています。 

また、歩くことによって健康促進という隠れた側面もあります。 

歩くということは社会的、経済的にとても価値のある活動だということが解ってきまし

た。随分と歩く権利を語ってきました。 

イギリスは、歩く点ではとても良い環境が揃っていると思われる方は、この中にいらっ

しゃいますか？ 

ところが、フットパスを維持するには非常に厳

しい状況にあります。 

北海道の方々は、毎年イギリスのフットパスを

歩きにいらしているようですが、ここにいる何名

の方が歩きにこられましたか？ 

イギリスを歩いてみて、問題に気づきませんで

したか？ 

あんまり、いないというのは嬉しいことです。 

とても良いところを歩かれたのか、ガイドの方

が素晴らしかったのでしょう。 

ウェールズのフットパスの 60％が、あまり良い状態にありません。 

イングランドでは、40％のフットパスが歩くことができない、または難しい状況です。 

そのフットパスのうち、３分の 1 が過去 2 年間でさらに劣化していきます。 

通行権のある道が、ボランティアの方々の協力によって維持されなければ、どのように

なってしまうでしょうか？ 

フットパスは、様々な問題を抱えています。 

ひとつは、フットパスに妨害物が置かれることです。 

このように、あからさまに通行妨害されています。 

この土地の地主が、人を歩かせたくないということ

は明確です。 

次に、これは非常に悪い掲示板です。 

このコースサインは、どの道も示していません。 

フットパスには、スタイルというフェンスを越えるための階段の様な設備やキッシング

ゲートなどがありますが、これらは非常に劣化しています。 

ここを越えようとすると、ケガをしてしまいます。 

これはゲートなのですが、以前ゲートと言った方が良いでしょう。 

これらのように通行を妨害することは、法律ではっきりと禁止されています。 

フットパスは、畑にあることもしばしばですので、畑が耕されてしまうこともあります。 

しかし、このような問題は、農家の人たちの生活に関わる問題ですので、非常にデリケ

ートです。 

イングランドやウェールズの多くのフットパスは、畑を通るようになっています。 

畑が移動する時に、それに合わせてフットパスは移されなかったということや、フット

パスが畑の真ん中で無くなってしまうこと、農作物が大きくなった時に道を見つけづらく

なってしまうこともあります。 

ただ、私たちが心がけているのは、畑を横切るのではなく、畑の端を歩くようにしてい

ます。それから、車が入ってしまいフットパスを傷めてしまうことなども起こります。 

このフットパスは、イギリスの山岳地帯なのですが、四駆の車が入ってしまい、このよ

うに傷んでしまいました。 

他にも、家畜がいる場所を通っていて、そこで問題が生じる場合もあります。 

あるフットパスを通ろうとした時に、非常に危険な犬が放し飼いにされていたことがあ

りました。通ろうとすると、唸るなどするので通行出来ないと伝えられました。 

イギリスの警察署には犬に対処する部署があり、その警察官たちと私は現場へ行きまし

▲▲▲▲多多多多くのくのくのくの参加者参加者参加者参加者がががが挙手挙手挙手挙手    
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より多くの人に 

 利用してもらうためには・・・ 

「「「「作作作作るときにるときにるときにるときに様様様様々々々々なななな    

状況状況状況状況をををを考考考考えることえることえることえること」」」」    

た。そこで私はこのような光景に出会いました。 

このような畑には、雄牛がいる場合などもあります。 

イギリスでは 10 ヶ月以下であれば雄牛を放牧しても問題はありませんが、本当にこの雄

牛が 10 ヶ月以下なのかはチェックしに近くまではいけません。 

その他、誤解を生じる様なコースサインをわざと掲示している場所もあります。 

この看板は「ここは私有地で通行権は終わり」と書いてあります。 

これは「飛行機が低空飛行するので進入禁止」というような、おかしな看板もあります。 

ここはタイルがあるので入ることが出来るのですが「ここから入ることは許可されてい

ない」と書かれています。 

次は「ここは保護地区なので進入禁止」と書かれてある嘘くさい看板です。 

これはキャトルブリッドといい、鉄の柵のようなものがあると家畜は通れません。 

犬がいないにもかかわらず、人を入れたくないため「犬がいるので入らないで下さい」

という看板もあります。 

フットパスに自然に木や草が生え通行が難しくなった道もあります。 

海岸沿いで崖が浸食されフットパスがなくなってしまう場合もあります。 

最近までは、浸食により海岸沿いのフットパスの消失はそこで終わりでした。 

ところが、半年前にイングランドとウェールズの消失した海岸沿いを歩くことが認めら

れるという法律が作られている最中です。 

落石により、道を塞いでしまうこともあります。 

他に、自然災害の洪水でフットパスがなくなってしまう場合もあります。 

ウェールズは、降水量が大変多いのでこのような問題が起こります。 

メンテナンスがされていない場合や、修繕の資金不足といった問題もあります。 

これは洪水により橋が流されてしまったのですが、

橋を修理することは大変な費用がかかってしまいま

す。 

これは、つい最近なのですが、架かっていた橋が

なくなってしまいました。 

ここに橋を架け直す場合、50 万ポンド（約１億円）

かかってしまいます。 

この郡では、フットパスの修復予算が 70 万ポンド（約 1 億 4000 万円）なので、その中

から、この橋を修復することは困難です。 

フットパスをより多くの人に利用してもらうためには、

作る時に様々な状況を考えることが大切です。 

ウェールズのある町ではフットパスを歩く身障者のため

に 16 カ所のキッシングゲートを作りました。 

ところが車イスが通るためには 1cm 幅が足りませんでし

た。 

随分長く話してしまい私に与えられた時間をオーバーし

ているようなのですが、質問をいくつか受け付けたいと思

います。 

【参加者からの質問：草苅氏】【参加者からの質問：草苅氏】【参加者からの質問：草苅氏】【参加者からの質問：草苅氏】    

大変興味深いお話をありがとうございました。 

私から 2 つ質問させて頂きます。 

ひとつ目ですが、フットパスは魅力的でなければな

らないと明言されましたが、今日歩かれたフットパス

の河畔林のブッシュを刈り取ることが魅力的でしょう

か？ 

この質問の意味は、北海道では植生がとても豊かで

非常に成長が早いので、フットパスの整備に追われま
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『歩くということ』 

・自然環境を楽しむ！ 

・その土地を楽しむ！    

す。 

その戦いの跡が今日のフットパスに如実に現れていたからです。 

二つ目は、イギリスでは農家の方がフットパスは自分たちの利益になるとおっしゃいま

したが、それはファームインや B&B といった収入につながってきたということでしょう

か？ 

それとも、他に農家の方がゲレジットを受けることがあったのでしょうか？ 

【ミルズ氏の回答】【ミルズ氏の回答】【ミルズ氏の回答】【ミルズ氏の回答】    

一つ目の質問ですが、ウェールズのフットパスに似ていて美

しいと思いました。 

歩くということは、自然環境を楽しみ、その土地を楽しまな

ければならないと思います。 

ですから、フットパスのすべての箇所が美しくなければなら

ないとは私は考えていません。 

イギリスには、都市近郊にもフットパスがあり

ますが、そこには特に美しいと思えないところも

多々含まれています。 

今日は、スタートとゴールが別でしたが、周遊

するサーキュラーパスというスタートとゴールが

一緒のフットパスがあります。 

このサーキュラーパスを作る場合、いろいろな

自然環境などを組み込むと良いと思います。 

また美しさとは、人によって異なるのでないでしょうか。 

私たちは多くのルートを作ってきましたが、もう一度最初から作り直せるのであれば、

もっと早い時点から地主や農家の方たちを巻き込んで一緒にフットパスの計画を立てたか

ったと思います。 

フットパスがあり、それが収入につながると考えた先見の明のあった地主や農家の方た

ちは、B&B（民宿）やファームパークといったイギリスで人気のある農場のテーマパークを

作りました。 

農業をやるよりも観光業をする方が、収入が上がるということが分かってきました。 

 皆さんどうもありがとうございました。 

【司会】  

ありがとうございました。もう一度、盛大な拍手をお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mike MillsMike MillsMike MillsMike Mills 氏から寄贈された氏から寄贈された氏から寄贈された氏から寄贈された     

ウェールズのフットパスコースが記されているマップウェールズのフットパスコースが記されているマップウェールズのフットパスコースが記されているマップウェールズのフットパスコースが記されているマップ  
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国国国国国国国国国国国国内内内内内内内内内内内内事事事事事事事事事事事事例例例例例例例例例例例例発発発発発発発発発発発発表表表表表表表表表表表表            111111111111666666666666::::::::::::111111111111555555555555～～～～～～～～～～～～            

○○○○    町 田町 田町 田町 田 市市市市    みどりのゆび事務局長みどりのゆび事務局長みどりのゆび事務局長みどりのゆび事務局長        神神神神    谷谷谷谷    由紀子由紀子由紀子由紀子    氏氏氏氏    

○○○○    根 室根 室根 室根 室 市市市市    ＡＢ－ＭＯＢＩＴ代表ＡＢ－ＭＯＢＩＴ代表ＡＢ－ＭＯＢＩＴ代表ＡＢ－ＭＯＢＩＴ代表        伊伊伊伊    藤藤藤藤    泰泰泰泰    通通通通    氏氏氏氏    

○○○○    黒松内町黒松内町黒松内町黒松内町    黒松内町フットパスボランティア会黒松内町フットパスボランティア会黒松内町フットパスボランティア会黒松内町フットパスボランティア会長長長長        新新新新    川川川川    幸幸幸幸    夫夫夫夫    

【司会】  

只今より、国内の事例発表を始めます。 

町田市、根室市、黒松内町の順に行います。 

まず初めに、町田市の神谷由紀子さんからお願い致します。 

■■■■    町 田町 田町 田町 田 市市市市        

東京の都市から電車で 30 分の場所で、フットパス活動を行っております「NPO 法人 み

どりのゆび」から来ました、神谷由紀子と申します。 

今日歩いた黒松内町も参加している日本フットパス協会について、話をさせていただき

ます。 

北海道に初めて来ましたが、北海道とのお付き合いは、小川さんと 2006 年に長井市で御

一緒してからになります。 

それをきっかけに、小川さん御一行が去年 4 月にいらっしゃり、多摩丘陵を御案内させ

ていただきました。 

その時は、とても歩くのが上手な方たちだという印象を持ちました。 

また、根室市・伊藤さんの AB-MOBIT のコメントをポルカという雑誌でコメントを書かせ

ていただいたこともあり、その時も、とても興味深いフットパス活動をされているのを見

て北海道は純度の高い場所なのだと思い、楽しみにしてきました。 

そして、今日初めて黒松内で北海道のフットパスを歩かせていただき、とてもハイセン

スな場所なのだと確信しました。 

イギリスからはミルズさんがいらしていますが、左側はランブラーズ協会のロンドンオ

フィスです。 

右側は、ナショナルトラストです。 

ナショナルトラストには、以前フットパスシンポジウムの時にいらしていただき、日本

フットパス協会の運営や問題点などについて相談いたしました。 

私たちの町田とは「どこにあるのか？」とよく聞かれますが、黄色い部分が東京で、赤

い部分が町田です。 

東京半島と言われ「本当に東京？」などと

言われます。 

その町田の 80～90％が多摩丘陵です。 

その中でも一番緑が残っている場所が、私

たちのフットパスです。 

多摩丘陵は、東京都の中で貴重な緑の資源

となって残っています。 

多摩丘陵は、北海道の景観を凝縮したよう

な場所です。 

山や自然が、住宅の目の前まで迫ってきて

いるような場所です。 

幹線道路を一歩入ると景観が変化し、そこは有名な方が通ったといわれている道なので

すが、幕末の古道がそのまま残っていて多摩丘陵の玄界灘と呼ばれています。 

Footpath International Forum in Kuromatsunai 
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郷土の美しい景観があり、郷土の歴史がある地域です。 

ここに出ているのは、私たちが管理している緑地です。 

私たちは保全団体で、この古道をいかにして残すかが問題です。 

バブル経済が弾ける前は、衝突もありました。 

そんな中でどうやって自然、景観、歴史を残していくかを考え、色々なことをやりまし

たが、一番私たちに合ったのがフットパス活動でした。 

現在、私たちは、自然観察会という名目で、1 ヶ月に 3～4 回フットパスを歩いています

が、一番即効力があるのは、景観の問題でした。 

また、その中でも一番評価されたのが「フットパス祭り」という私たちが 5 年ほど前か

ら始めているイベントでした。 

これは 100 人募集し、お一人から 1,000 円いただき、午前と午後に分けて合計 8ｋｍほ

ど歩いてもらいます。 

昼食には、地元の方にスローフードの郷土食を作っていただき、専門家の解説を付けて

歩くのが非常に評判が良かったです。 

毎年 1～2 回行っているのですが、すぐに定員に達してしまうほどの人気イベントです。 

このような内容とイベントが、私たちを理解してもらうために有効だったと分かりまし

た。 

そのためには、良い道を作ることが大事だと思います。 

町田の色々な道を全て歩いて、歴史の専門家に調査してもらい、専門家からの目から道

というものを考えてもらいます。 

非常にセンスのよい道だけを選び、それをメインルートにします。 

その他にも、フットパスマップを作ります。 

これは評判が良く、現在第 2 版を作っている最中です。 

イギリスのフットパスマップに習った個所もあり、現在は、12 地域のフットパスがあり

ます。 

町田市の依頼で、さらにマップを作成していますので、来年には町田市は、フットパス

を 25 コース持つことになります。 

また、このようなシンポジウムなどの情報発信も行っています。 

こちらの写真は、多摩三浦丘陵を考える会です。 

国土交通省、農水省、環境省、川崎市、横浜市、東京都、鎌倉市、町田市、小田急電鉄

と一緒になっての運動もしております。 

その運動の甲斐あってか、こちらの赤い部分が区画整理にかかっていたのですが、私た

ちの運動もありまして１８０度転換しました。 

他にも、全国的にフットパスが盛り上がってきております。 

こちらは、最上川沿いのフットパスをお持ちの山形県の長井市です。 

こちらからも視察に訪れます。 

そこで 2006 年にシンポジウムを行いまし

た。 

そこで小川さんとも出会いました。 

とても歓迎して頂いたのをおぼえています。 

続いては、山梨県の勝沼町です。 

ブドウによる観光が盛んでしたが、ここ最

近は、陰りが見えてきてフットパスを導入し

ました。 

そこでも黒松内町のように、キーマンにな

る方がいらっしゃり「フットパスは魅力どこ

ろか魔力がある」と言われました。 

地元と地域を結びつけようと活動されています。 

こちらでは、トンネルを主体としたフットパスを歩かせて頂きました。 
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こちらは大阪です。愛知万博を行いましたところです。 

このように、全国的にフットパスの芽吹きが見られています。 

こちらはエコ・ネットワークからこられた方々が、北海道はタケノコがないと聞いたの

で、一緒にタケノコ掘りをしたところ、大変喜んでいただきました。 

このようにフットパスは、大変素晴らしい魅力がありますので、昨年の 11 月にひとまず

町田市、甲州市、長井市でフットパスの準備会を発足することになりました。 

その後、黒松内町にも加わっていただき、行政とそれを支えるフットパスの NPO が核と

なって、日本フットパス協会を作ることになりました。 

フットパスは、なぜ重要なのかと言いますと、イギリス型とは違いますが、今まで知ら

なかった自分たちの身近な歴史や文化、自然などに非常に興味が湧いてくるからです。 

参加者の方たちは、自分の住んでいる地域を知り、愛せるようになりました。 

これはカブトムシを配っているのですが、自然にも当然目がいくようになります。 

最も大事なのは、地元でおもてなしの料理を作っていただくのですが、参加者ばかりが

喜ぶのではなく、地元のおばさんたちが、喜ぶ参加者を見て地元に誇りを持つことができ、

愛情が湧いてきました。 

100 人が参加するフットパス祭りでは、お赤飯とけんちん汁とお惣菜を３日も前から真

剣に作っていただきました。 

そうすることで、地元での機運も高まります。 

その他に、地元の方たちが日頃何気なく食べていた郷土食が実はスローフードで、この

ような民家で土鍋を使い、コトコトと煮たものを食べると、とてもおいしく同じことをや

っているのにも関わらずリピーターがとても増えました。 

おもてなしにもとても気を配ってやっています。 

イギリスは、100 年ほど前に産業革命が起きフットパスの様なものが出てきたのですが、

私たちもバブルがはじけてからこのような動きが出始めたのではないかと思います。 

私たちは、イギリスの 100 年後を生きているように思えます。 

これはイギリスのフットパスマップで、こんなに分厚いのですが、1 枚のマップです。 

このようなマップを 240 カ所すべてに作られていて、私たちもこのようなマップを作り

たいと思いますが、100 年かかるかも知れません。 

これは北部のフットパスです。 

こちらはリッチウェイです。 

今、私たちの 100 年後、イギリスでは１５万人の会員と約 5000 の関連団体あわせて 400

万人が毎年約 10000 円会費を集めている大きな組織となっています。 

私たちは日本フットパス協会を力強いものにしていきたいです。 

上からの力ではなく、自分たちのフットパスの魅力を知っている自治体と一緒になって

活動していくのが限界だと思っています。 

それを私たちは、限界集落型フットパスと呼んでいます。 

しかし、今は町田市と一緒になって日本に 7500 ある限界集落にフットパスのノウハウを

お伝えすることが出来れば、日本中が活性化するのではないかと夢見ております。 

農業はとても重要なものなので、一生懸命フットパスと農業をつなげるよう努力してお

ります。 

これで終わらせていただきます。 

ありがとうございました。 

【司会】 

ありがとうございました。 

続きましては、根室市から AB-MOBIT 代表の伊藤泰通さんです。 
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■■■■    根 室根 室根 室根 室 市市市市        

今回は、私どものフットパスを紹介させていただく場をいただき、ありがとうございま

す。 

早速始めていきます。 

まずは、パワーポイントからお願い致します。 

AB-MOBIT の活動の原点を話していきたいと思います。 

こちらは、MOBIT の 5 人です。 

これは、私たちの持っている航空写真です。 

約 2km の防風林に囲まれた草地地帯が根室です。 

AB-MOBIT の大きな特徴は、5 人の一人当りの草地が約 70ha 所有しています。 

私たち 5 人だけでも、既に 500ha の土地を所有しています。 

国内でも優秀で、牧草の自給率は 100％です。 

この牧草自給率 100％は、根室、釧路、そして天北の一部で、これだけ優位性を持って

います。 

逆を返せば、牧草以外の他の作物が育たない地域でもあります。 

この牧草から得られるものは、生クリーム、バターの原材料として使われています。 

皆さんの飲んでいる牛乳にはなっていませんが、海風によりミネラル豊かな牧草ができ

ます。 

菓子業界、特に製パン業者に大人気の生クリーム、

バターです。 

ハーゲンダッツの東南アジアの原材料になっていま

す。 

防風林に囲まれているので、はっきりと植生が草地

と森林に分かれています。 

根室市の場合は、水産が主体ですので、酪農の場合

は、昭和 58 年に基盤整備が終わったのが現状です。 

その後、一切手を掛けられておりません。 

風蓮川から流れてくる流域の水系が、河川改修され

ない昔ながらの地域でもあります。 

野生動物も非常に豊かで、ここにはヒグマも通りま

す。 

このような特有な土地を、どのようにして知っても

らうかを考えた時に、AB-MOBIT を作ることを考えまし

た。 

私たちの厚床も、いろいろな問題を抱えています。 

まず地域の過疎化です。 

交流人口を増加させなければいけません。 

次に、高齢化をどうにかしなければいけません。 

AB-MOBIT には、まだ若い人間がいますが、すでに 40 代になっています。 

都市部からの若者を移住させようと思い、学生主体のワークショップを展開することに

なりました。 

また、酪農は、3K というイメージが土木・建築業界よりも強いですから、農村文化の情

報を発信して、オシャレな農村を目指しています。 

このオシャレがポイントとなります。 

最後は、農業理解の欠落です。 

昔は、都市部の近郊に酪農家、農業家がいましたが、今では全くいません。 

農業が、どのような仕組みになっているのかが、全く理解されません。 

それこそが、農村と都市部を遠ざけるものですので、それを身近に感じさせる体験メニ
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ューを作っています。 

このような土壌が、フットパスを産み出させた過

程です。 

 私たちの活動の方向性ですが、各牧場が素晴らし

い景観と約束された景観があるということをみんな

で認識することから始めました。 

牧草を主体とした地域特有の景観タイプがあると

いうことを、地域の皆さんと共有することにしまし

た。 

歩くことで、地域の歴史、私たちの生活の営みが

体感出来るフットパスを作り、それを結んでいくこ

とで最初の一歩を踏み出しました。 

これは、私たちだけでは出来ませんので、地域の

観光協会や産業課などと連携しなければなりません。 

その他、専門家などにも加わっていただき形を作っていきました。 

厚床、別当賀、初田牛にフットパスを作ることにしました。 

AB-MOBIT の頭文字の A は厚床、B は別当賀です。 

富岡牧場から、山を通り海沿いを歩き約 40km を整備する構想です。 

実際のフットパス部分は、先ほどミルズさんも言われていました地権者の問題があり一

部不通になっていますが、ほぼ歩き通せることが出来ます。 

また、フットパスワークショップを全国の 87 大学に案内を出し、平成 15 年から年に 3

回行いました。 

第１回目はフットパスの整備、第 2 回のワークショップですが図面を用いてフットパス

を歩くための宿泊施設を作りました。 

このように、学生たちも参加することによって 2 名の定住者と、たくさんの若者のサポ

ーターが私たちの大きな力になっています。 

また、私たちの他の活動として、JR 厚床駅にフットパスギャラリーを開設しています。

これは厚床駅を周遊するコースです。 

必ず JR の駅に出るように、コース作りをしています。 

駅でもフットパスの地図を販売しています。 

もちろん、地域の景観についての集会や森林管理署による枝打ちなどの森林学習も、フ

ットパスのコースの中で行っております。 

また、地域の歴史ある資料のデジタル化も行っております。 

 残り半分のパワーポイントで AB-MOBIT の道を体感してもらいます。 

まず、根室 M の村島です。O の小笠原です。B の馬場です。I の伊藤です。T の富岡です。

この頭文字で MOBIT となります。 

私たちのフットパスの出発点は、厚床駅から始まり

ます。 

そこから旧標津線の跡をスタートします。 

こういった藪を漕ぎながら道は進んでいきます。 

ここは、私のもの思いにふける丘です。 

牧草の収穫時期にはこういった景観になります。 

この後は、私のレストランに入ることになります。 

パブを作って欲しいという要望がありましたので、

本当にパブにしました。 

ここでは、ベーグルサンドを食べれますし、ビール

も出します。 

食べ終わった後は、うちの「ワカ」と遊んでいただきます。 

馬などとも触れ合うことが出来ます。 
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再度歩き始めますと、私の牧場を通りますので牛に挨拶します。 

これがホームページにも掲載していますが、イギリスのキッシングゲートです。 

歩いているうちに牛も近寄ってきますが、程よい距離でそれ以上は近寄ってきません。 

ミルズさんのパワーポイントに出ていたのは肉牛ですが、これは乳牛ですので獰猛では

ありません。 

こちらは、開拓を歩いています。 

ここからは、駅に戻ることもできますし、次の富田ファームに向かうこともできます。

このような湿地でも歩きやすいよう工夫しております。 

その後、再度牧場に出てキャンプ場に辿り着くようになっています。 

キャンプ場では、トイレやコテージもしっかりとあります。 

キャンプ場でもしっかりと楽しめるようになっています。 

食後には、夕日を見ながら 1 日が終わります。 

次の日ですが、やはり駅から出発いたします。 

お参りをして、エンレイソウを見ながら進みます。 

ここは、日本野鳥の会の保護区内で川を見ながら歩いていきます。 

昔、小笠原が生活していたサイロが出てきて、その後ろには太平洋が見渡せます。 

このサイロは、いずれ修理するつもりです。 

この海岸は「お台場」とシャレた名前を付けています。 

ここは明治時代にあった国道の後を歩きます。 

このような砂浜も歩きます。 

この海岸では、私たちを見習って、浜松に漁師の方々が道を作ろうとしています。 

この写真は、つい 2、3 日前に修学旅行の体験で乳搾り体験をしにきた学生です。 

これは、牛の視覚について勉強しています。 

人間の視野は 180 度ほどですが、牛は 270 度まで見渡すことができます。 

こういったことを学生たちに教えることもあります。 

今回は、なぜ私一人しか来られなかったのかを説明します。 

現在 AB-MOBIT のキャンプ場に、麦わらで作ったストローベイルハウスを学生を呼び建築

中です。 

根室から黒松内まで来るまでに 10 時間かかりました。 

こんなに遠いところから、黒松内の方たちは 2 回も AB-MOBIT に訪れていただきありがた

く思います。 

車でたったの 10 時間ですので、是非、またいらしていただければと思います。 

ありがとうございました。 

【司会】 

ありがとうございました。 

最後に、黒松内町フットパスボランティア事務局次長の辻野から報告していただきます。 

■■■■    黒松内町黒松内町黒松内町黒松内町    

こんにちは。黒松内町フットパスボランティアの辻野

と申します。 

本日は、遠いところありがとうございました。 

午前中は、チョポシナイコースを歩き、明日もまた歩

きますが楽しんでいただければと思います。 

黒松内町では「ブナ北限の里づくり構想」というもの

があります。 

都市と交流することによって、地域を活性化させると

いうものです。 
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その一環として、フットパス作りをしております。 

平成 16 年にフットパスを作ることになりました。 

そこで、どのように作っていくかということになり、町民からボランティアを募り、役

場と一緒にフットパスを充実化していくことになりました。 

現在、町民のボランティアは 21 名おります。 

官民が一緒になってフットパスを作っています。 

官民が一緒になってフットパスを盛り上げているのは、黒松内町の特色ではないかと考

えています。 

黒松内町のフットパスが突出しているのは、官民でやれることを行っていくことがひと

つだと思います。 

まず始めに、道を作らなければなりません。 

そこで考えたのは、交流施設をつなげることが大切なのではないかと考えました。 

そして、今日皆様に歩いていただいたチョポシナイコースを作りました。 

道の駅と市街地をつなげるために廃道同然の町道を、町民のボランティアスタッフとエ

コ・ネットワークで募集した札幌方面からの参加者と、剪定バサミと鎌という手作業で除

草作業をし、整備を行いました。 

その道を使い、平成 16 年の 10 月に「黒松内のフットパスを歩く」イベントを開催しま

した。 

今から 5 年前でしたので、フットパスという

言葉の意味が分からない方が大半でした。 

まずは、フットパスを伝えていくことから始

まりました。 

「わんぱく探検団」という子どものグループ

があります。 

「わんぱく探検団」とは、黒松内町教育委員

会が小学生を対象に募集している自然探検やお

年寄りとの交流、地域の文化等に触れ合うこと

を目的に募集された探検団です。 

今回も探検団の子どもたちが参加してくれました。 

フットパスを作りましたが、整備もしなければいけません。 

そこで桜の植樹を行いました。 

「北海道千本桜運動」という道民の運動があり、そこから寄贈していただき植樹いたし

ました。 

コースの整備は、草刈りが重要な整備になります。 

左側が谷口町長です。右側がボランティア会長の新川さんです。 

フットパスの整備は、健康にも良いことなのでやっていただければと思います。 

第１回のフットパスのイベント後、毎年春と秋にフットパスを歩くイベントを行ってお

ります。 

今日皆さんにも歩いていただいた 1 本目の橋がある場所には、以前は何もありませんで

したが、土木現業所の方に廃材を利用した橋を作っていただきました。 

２年目は、全道フットパスの集いを黒松内で行いました。 

全道からフットパスに関心のある方達が集まり、2 日に分けてチョポシナイコースと西

沢コースを歩いていただき、各地の事例発表などをしていただきました。 

フットパス行事開始から 2 年目に全道フットパスの集いを行うことによって、黒松内で

のフットパスの知名度を上げることもでき、その後につなげることができました。 

こちらは、スキー場から見た黒松内市街地です。 

これは、各地の事例発表です。 

そしてこれは明日皆さんに歩いていただく西沢コースです。 

これも明日歩くことになる森林公園です。 
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この写真も、年に２回行っている黒松内町フットパスイベントの秋の黄葉の時です。 

こちらは、翌年の春のフットパスイベントです。 

次は、その年の秋のフットパスイベントで、多少趣向を凝らし今日休憩した「岡本橋」

でジンギスカンとビールでお腹を満たしました。 

フットパスボランティアは、現在 21 名いますが、今日のように御案内するため、自ら学

習会をブナセンターの方に来ていただき行っております。 

右下の写真ですが、今日歩いていただいたコースの斜面が、実はスキー場だということ

が分かります。 

これは去年の春のイベント風景です。 

小川さんがいらっしゃる時は、なぜか晴れることが多いのですが、この時天気は良くあ

りませんでした。 

これは、フットパスの整備風景です。 

整備や草刈りは欠かせないものになっています。 

こちらは、案内板の設置をしています。 

できるだけ私たちもエコを目指しています。 

柱の支柱は道の駅の整備をすることにより、いら

なくなった廃材を利用しております。 

これは 4 カ所設置しました。明日見ることができ

ます。 

次は、去年の秋のイベントです。 

そして、次が今年の春のイベントです。 

次もフットパス整備の写真です。 

冬を越すとどうしても道標が痛み、補修が必要になります。 

この道標のデザインは、フットパスボランティアで今日ビールを販売していた宮川さん

によるものです。 

この道標は、冬になると痛むので外し、春になると道を整備して立てます。 

今日皆さんにも座っていただいたと思いますが、道端のベンチも私たちで運び設置しま

した。 

また、私たちは、本場イギリスのフットパスを歩きに行き、黒松内のフットパスをより

良い、魅力的なものにするため努力しております。 

ボランティアの中から自費や町からのお金で毎年参加し、現在 21 名中 5 名がイギリスの

フットパスに行っています。 

エコ・ネットワークのイギリスフットパス体験は、毎年 6 月頃に行っています。 

その時に一緒に行き、様々な勉強をしています。 

その他、新規コースの調査も行っています。 

4 月 2 日に雪の降る中、夏は歩けない場所を歩きましたし、歌才ブナ林を使ったコース

の調査もさせていただきました。 

本来、私たちもイギリスのフットパスと同様に様々なコースを天気や季節によって使い

分けていきたいと考えています。 

このような活動を実践しておりますので、これからもよろしくお願い致します。 
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■■■■    コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター    エコ・ネットワーク代エコ・ネットワーク代エコ・ネットワーク代エコ・ネットワーク代表表表表        小小小小    川川川川            巌巌巌巌    氏氏氏氏    
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                    みどりのゆび事務局みどりのゆび事務局みどりのゆび事務局みどりのゆび事務局長長長長        神神神神    谷谷谷谷    由紀子由紀子由紀子由紀子    氏氏氏氏        

                    ＡＢ－ＭＯＢＩＴ代ＡＢ－ＭＯＢＩＴ代ＡＢ－ＭＯＢＩＴ代ＡＢ－ＭＯＢＩＴ代表表表表        伊伊伊伊    藤藤藤藤    泰泰泰泰    通通通通    氏氏氏氏    
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【司会】  

それでは、パネルディスカッションに入ります前に、本日のコーディネーターとパネリ 

ストの御紹介をさせていただきます。 

コーディネーターは、環境市民団体「エコ・ネットワーク」代表の小川  巌様です。  

信州大学 農学部 林学科を御卒業後、北海道大学 大学院 農学研究科を修了され、

北海道庁の職員として勤務されました。 

1984 年に、道庁を退職され、野生生物情報センターを設立されました。 

８年間の活動後、1992 年に、新たに「エコ・ネットワーク」を設立され、代表を務めら

れております。 

黒松内町とは、北限のブナ林が縁となりまして、20 年前から本町のまちづくりに関わっ

て頂いております。 

現在は、黒松内町のまちづくりアドバイザーを務められております。 

次に、神谷  由紀子様を御紹介します。  

現在、東京都町田市にあります、ＮＰＯ法人「みどりのゆび」で事務局長を務められて

おります。 

1997 年に、東京都町田市の「鶴川地域まちづくり市民の会」を立ち上げられ、町田市と

の協働パートナーとして、市政に参加されたのち、2002 年に、ＮＰＯ法人「みどりのゆび」

を設立されております。 

「みどりのゆび」の活動は、フットパス振興による啓発、緑地保全の基金設立、農業支

援、人材育成のための環境教育などであります。 

2007 年には、「日本フットパス協会」の設立準備会の発足にも参画されております。 

次に、伊藤泰通様を御紹介します。 

伊藤様は、現在、酪農家集団ＡＢ-ＭＯＢＩＴの代表を務められております。 

昭和 39 年、根室市生まれで、昭和 63 年に帯広市民生協に入社されたのち、1996 年に、

家業であります酪農業を引き継がれ、2001 年、近隣の酪農家と共に AB-MOBIT を設立され

ました。 

2003 年からワークショップを開き、フットパスコースの整備をはじめ、地域活性化のた

めの活動に積極的に取組まれております。 

最後に、新川幸夫様を御紹介します。 

新川様は、平成 16 年 6 月からフットパスボランティアに参加され、現在、町民ボランテ

ィアスタッフ２１名と事務局６名の計 27 名で活動しております黒松内町フットパスボラ

ンティアの会長を務められております。 

フットパスボランティアは、黒松内町に点在している既存の各種交流施設や、移住され

てきた方々が営まれている雑貨店など、町内にあるたくさんの地域資源をフットパスで結

ぶ、本町流のフットパスづくりに取組んでいます。 

新川様は、現在、まちづくり推進委員会委員、第３次黒松内町総合計画審議会会長、黒

松内岳ブナ再生プロジェクト実行委員会会長など、多数の団体の代表を務められています。 

Footpath International Forum in Kuromatsunai  
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【司会】  

それでは、パネルディスカッションを始めてまいります。  

小川コーディネーター、どうぞよろしくお願いします。  

 

小川：最初にミルズさんのお話を聞きました

が、神谷さんの言われたようにイギリス

のフットパスは日本の 100 年先にいます。 

  つまり我々が遅れをとっていると言っ

ても過言ではありません。 

フットパスが北海道で言われるように

なり７年ほどです。ちょうど 2000 年を越

えたあたりから私も旗ふり役と言われる

ようになりました。 

その短い期間の間にかなり浸透してき

ました。 

「北海道にフットパスはどれ位ありますか？」とよく聞かれますが、私も性格には

把握仕切れませんが、おそらく実際の数で言えば 30 ほどの市町村の中にあると思いま

す。そのうち行政が関わっているのは少ないと思います。 

黒松内町のように住民主体のフットパスボランティアと役場が両輪として機能して

いるのはこちらだけだと思います。 

これからフットパスを進めていく上でひとつのモデルになると思います。 

前置きはこのぐらいにします。 

神谷さんは 30 分以上話せるボリュームがありそうでしたので、言い足りないことが

ございましたらどうぞ。 

神谷：千歳から黒松内まで乗せていただき、タウンウォッチ 

  ングが好きな私は「ここは違う！」と思いました。 

フットパスをやっている自治体は他の町とは違い、キ 

ーパソンになる人が必ずいて、それを支える団体があ 

ります。 

どこのフットパスを見ても、このような町は住民の力  

が強いと実感しています。 

黒松内町はとてもセンスの良い町だと思いました。 

小川：少し持ち上げ過ぎの様な気もしますが（笑）。 

先ほど会場の中から神谷さんの団体「NPO 法人みどり 

のゆびとはどういった団体？」という声が聞こえてきま 

したので、説明していただけませんか。 

神谷：「みどりのゆびは宗教団体ですか？」と聞かれることも 

あります（笑）。 

50 年ほど前にフランスの童話で「みどりのゆび」という

ものがありました。 

ある時、みどりのゆびをした男の子が自分のゆびを押し付けると、花や草などが咲

かす能力があると分かりました。 

そのゆびを、街の悲しい場所や汚い場所に押し付けると、緑が溢れ出します。 

そして兵器メーカーの自分の父親の作った兵器にも押し付けると、その兵器から花

や草などの緑が溢れて、その街が幸せになるというお話です。 

そのお話に感動して、今の日本の状態に合っているのではないかと思いこの名前を
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つけることにしました。 

小川：そうでしたか？伊藤さんの AB-MOBIT とは、何かというのもお話の中で分かりました。

「AB」が地名、「MOBIT」が関わっている 5 人の名前の頭文字でした。 

驚いたのが 5 人の酪農家の所有する土地の合計が 500ha だということです。 

先ほどの「もの思いにふける丘」は、伊藤さんの牧場のど真ん中です。 

伊藤：あそこだけで 24ha あります。 

小川：私たちも行かせてもらうと、本当にそんな気分になってしまう丘でした。 

前から気になっていたのですが、周りの酪農家からは何か言われたりしませんか？ 

伊藤：今は言われることはありませんが、はじめのうちの評判はあまり良くありませんで

した。 

小川：ここではどこ歩いてもいいわけです。 

フットパスは踏み跡を歩くものなのですが、そのような意味ではイギリス以上のフ

ットパス歩きができる場所です。 

伊藤：自由にといっても一定の線を引いた地図がありますので、その範囲内であれば大丈

夫です。 

私たちの場所では生産物が牧草です。 

それを理解してもらうには歩いてもらうのが一番だと思います。 

例えば 1000 人が歩いても収穫に影響が出ませんので、その辺は気にしていませんが。 

小川：文字通り太っ腹です（笑）。 

新川さんはミルズさんのファームパークのお話がありましたが、あれは私からは皆

さんにとんだ話だと思ったのですが。 

新川：今日歩かれた方で気付かれた方もいると思いますが、黒松内ではイモの生産をして

います。 

イモと言っても種芋の生産をしています。 

その栽培のためシストセンチュウという虫が入らないように、畑のそばを立ち入り

禁止にしています。 

今日もそのような問題があり、若干コースを変えて、水路沿いを歩きました。 

草苅さんからも指摘されましたが、多少歩きにくかったのではないかと思います。

あそこでは土砂をくみ出したところを今年から歩き始めました。 

それがまだ固まっていなく、凹凸があったり、刈り後が目立ったのではないでしょ

うか。だんだんよくなってくると思います。 

今日歩いたコースは、本当に廃道になった場所を札幌のボランティアの方々のお手

伝いを得て、本当にジャングルとの戦いでした。 

5 年目になり、ようやく歩きやすくなったように思います。 

年に 2 回整備を行っています。 

問題は雑木です。周りの景色が見えない状況になってしまいます。 

今日は、途中で遠くに寿都の風車が見えました。 

ミルズさんの言われたように魅力あるコースとは緑だけでも、景観だけでも魅力が

なく、その辺りのバランスが悩みどころです。 

この当たりを皆様からご指摘いただきたいと思います。 

自然がなくても、整備しすぎても良くはならないと考えます。 

小川：ミルズさんは今日歩かれて、インプレッションを感じましたか？ 

ミルズ：今日歩いてみて、随分たくさんの作業がここでされたと感じました。 

今日の道の様な場所を維持するには、なるべく多くの人にたくさん歩いてもらうこ

とです。歩いてもらうことで道が道として残っていきます。 

イギリスの行政は、ある一定の景観が良いフットパスにだけお金をかけるというこ
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とで避難されることがあります。 

本当は全てのフットパスに手が行き届くのが良いのです。 

そのためには、前もってフットパスのビジョンを持つことが鍵となります。 

私は、フットパスを作る場合地図に円を描き、その地域の商業、特産物、文化、遺

産などを確認します。 

自分たちで歩かないような地主や酪農家、農業家をプランニングの段階から加わっ

てもらうことが大事です。 

あるところまで進んでから、話を持っていっても仲間には入ってきません。 

小川：今の話を聞いていますと、神谷さんのところも調整するいろいろな問題が出てきた

と思いますが、どうでしたでしょうか？ 

神谷：ミルズさんが言われたのはイギリスの問題ですね。 

イギリスと違い日本では、国道は国が管理しているので誰でも歩くことができます。 

それ以上に私は、まちづくりという観点からいつも考えます。 

もう少し人を呼ぶには、どういった道づくりかと思っています。 

フットパスとは都会型ではなく都市型の道づくりではないでしょうか。 

かなりセンスの良い道づくりでなければ衰退するのではないかと考えています。 

今日 12km 歩きましたが、途中でエスケープポイントを作ったり、どこからでも引き

返すことができる場所や、疲れる拠点で何かを置いてみるなどすると、多くの人を吸

引できると思います。 

ミルズさんとは異なりますが、ただ歩ければフットパスとは私は思いません。 

感性のよい道づくりが大切なのではないでしょうか？ 

小川：伊藤さんが感性が良いかは置いといて、とてもセンスの良いものをたくさん作って

いますよね。私はとてもセンスの良い道づくりだと思います。 

伊藤：酪農家というものはトラクターに乗っている時、自

分でもほれぼれする場所を持っていると思います。 

そこを観光協会や市民とすべて歩きました。 

次の段階では私たちは 5 カ所の景観を、どのように

結びつけるか公園作りの専門家や景観アドバイザーの

協力を得て、視野の上下や広がりも考えて作りました。 

そうして伊藤牧場を 4.5km 歩いて、ちょうどアイス

が食べたくなった時にレストランを置いたり、休みた

いところにキャンプ場を作るなどしました。 

ミルズさんのようにすべての調査を終えた後に、道

作りを始めました。 

先ほど地図を起こすにしても歴史文献をデジタルに

まとめたと言いましたが、そこに厚みを持たせるため

にかなり文献調査をしています。 

非常に短い文章でも中身を濃くしています。 

そういった面では歴史的にも生物的にも飽きさせないようにしています。 

小川：AB-MOBIT では景観アドバイザーや研究者も入りフットパスを作っていますね。ラン

ブラーズアソシエーションも専門家が入りフットパスを作っているのでしょうか？ 

神谷：今、通訳されている最中にお願いしたいことがございます。 

歴史的な道ばかりに特化するのはどうかと思います。 

景観的に良い道があり、そこに寄り道する歴史的遺産じゃないと良い道にならない

と思うからです。 

小川：もう少し分かりやすくお願いできますか？ 
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神谷：なぜ今観光がダメになっているかと言うと、先に歴史的なポイントを前面に出しす

ぎるからだからではないでしょうか。 

そうではなく、良い景観がありそれに近い歴史的スポットを取り込むというように

しないと、良い道にならないと経験上考えます。 

ミルズ：景観アドバイザーを使うということは、私たちが積極的に行うのではなく、自然発

生的に起こっていると思います。 

前もって使いやすさを考慮に入れてフットパスを計画し、作るということはとても

大事だと思います。良いアイディアだとも思います。 

私たちもなるべく地主など多くの人を仲間に入れるようにしていますが、黒松内に

きてランブラーズ協会が勉強になったのは、私たちがイギリスで戦っている酪農家た

ちがフットパスを作ることを行っているからです。 

そして使いやすさや景観までも考えているとは驚きました。 

小川：ということです伊藤さん。これは誇っていいのではないでしょうか（笑）。 

今、黒松内町では 4 本目の２km のフットパスを作っています。 

そこで今言われたような専門科にも入ってもらうということも必要になってくるか

も知れませんね。 

新川：地元では今のところ、専門家を招くことは考えていません。 

私たちにとっての一番の専門家は小川さんだと思っていますので（笑）。今後ともよ

ろしくお願い致します（拍手）。 

先ほどの挨拶の中でも触れましたが、黒松内では

今日歩いたチョポシナイコースは、町の廃道を整備

しました。狙いは道の駅を活用しての町おこしです。 

明日歩く西沢コースは、農村地帯を歩きます。 

今現在では成功していませんが、近い将来にはで

きるだけ農家を巻き込んでいきたいと思っています。 

家畜も飼っておりますので、そこで触れ合いも行

っていきたいと考えています。 

牛乳などを提供しそこを休憩場所にします。 

そしてゴールが、ハムやチーズなどを作っている

トワ・ヴェールというレストランです。 

西沢コースの狙いは、そのレストランの活用です。

また、今年新たに作ったのは歌才森林公園です。 

本日宿泊もされていると思いますが、歌才自然の

家をスタートとします。 

既にルートは整備されていますので、新たな整備の必要はありません。 

そのコースの丘を上がっていくとブナの木を身近に見ることができます。 

なんといっても黒松内の特色はブナですので、「ブナ北限の里」として身近にブナ林

を歩き触れてもらうのが狙いです。 

本日の会場の歌才自然の家を巡っていくと、黒松内温泉やパン屋、駐車公園にはト

イレもあります。 

こちらは迷うことなく歩けるようになっていますので、1 人からでも歩くことがで

きます。 

もう一つは常設のコースではありませんが、10 月に歩く黒松内岳の山腹にある林道

です。 

こちらのコースは、年 1 回だけのイベントコースで、今年初めてです。 

ブナの黄葉を御覧頂けるコースとなっております。 
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昨年下見に行きましたが、素晴らしい黄葉を楽しめると思います。 

本日参加された皆様なら 20km は歩けると思いますので、御参加お待ちしております。

このように特色のある黒松内らしいコースを考えております。 

小川：伊藤さんのところも、どんどん数が増えているようですね。 

伊藤：私たちのところは MOBIT としては現在のコースで限界です。 

ただ、同じ根室地方の落石地域の漁業者の方たちが、厚床よりずっと景観が良いと、

私がアドバーザーとしてフットパス作りをしています（笑）。 

今年の９月にテストウォーキングを行います。 

現在、私たちのキャンプ場の管理人をしている松村という若い女性がいますが、彼

女は、川沿いに学生たちとフットパスを作り始めています。 

このように MOBIT としては 3 コースですが、周りとつながり始めています。 

小川：皆さん全く違うフットパス作りをしています。 

道内のフットパスを歩いてみますとそれぞれ個性がしっかりとしています。 

それをどのようにつなげていくかが問題です。 

その辺は神谷さんが頭を悩ませていますね。 

もう一つ、食べることが出てきました。また、飲み物などもそうですね。 

例えばイギリスであれば、歩いていくとパブがあります。 

食事をした後に飲んで楽しめます。 

黒松内にもありますし、町田にもオロシリを旧家で味わえます。 

このように食べ物を加えることによって、よりコースだけにとどまらず魅力的なも

のになると思います。食などの観点からはどうでしょうか。 

神谷：食べ物を付けることにより農家の方たちが少しでも現金が潤います。 

これはものすごい力になると体験しました。 

以前戦っているときは全く受け入れてもらえませんでしたが、地元のために協力す

ることによって力になってもらえます。 

お金のことで恐縮ですが、地元のことを常に考えているということを示すことが大

切だと思います。 

素晴らしいところだということを伝え、話すことによって地元の方々も誇りを持つ

ことができます。 

今では積極的に意見を言ってもらえるまでになりました。 

それはものすごいパワーです。 

小川：そこ行くと伊藤さんのところは、すべて自分の中で作って、食べさせてしまうとい

うシステムを作っていますよね（笑）。 

伊藤：小川さんの言われた通り行っただけです（笑）。 

小川：ただ、ビールの小瓶は、なんとか変えていただけませんか（笑）。 

大瓶で一つお願いします（笑）。 

伊藤：わかりました。キャンプ場も飲食店の許可をもらいまして、飲み物を出しています。 

キャンプしながら樽生を飲めるところはなかなかないと思います。 

積極的に地元のお菓子屋やパン屋にレシピを提供して作ってもらったりもしていま

す。そこから取り巻きを増やしています。 

すべて自分たちでやってしまうとそこで終わってしまいますが、できるだけ外注し

て作ってもらい、仕入れてお互いが力を合わせています。 

新川：黒松内では、先ほど紹介したコースが既にありますが、検討しているコースがあり

ます。 

終点となるトワ・ヴェールに、添別ブナ林を取り入れたコースを作ろうとしていま

す。 
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食べ物では今年新たに移住者の方が和菓子屋さんを開業されました。 

その方のお店の前を通るコース、また環境雑貨店をやっている今日パブを出しても

らった宮川さんのお店の前も通ります。 

また、大勢で歩くところではありませんが、お寺の境内にカタクリがきれいな場所

もあります。そのようなところと町有林のブナ林を結んでいきたいと考えています。  

食というのは私たちの中では重要な要素ですので、フットパスを作っていく上で重

要な要素になってきます。 

神谷：あまり専門家でなくてもいいのではないでしょうか。私たちのところでは地元の人

たちが受け入れてくれた感じのおもてなしがウケています。 

ミルズ：先ほど神谷さんが農家の方たちが活動へ接近

してくれたのは大変よいことだと思います。 

ジャムを作っている果樹園の近所の農家や蜂

蜜を作っている方、ワインを作っている方がフ

ットパスのコース上にいます。 

そこの人たちはフットパスを歩く人たちのた

めに作っています。パブにつきましては、イン

グランドとウェールズにはパブがありすぎます。

パブに入るとそこで歩くのを止めてしまう人が

います（笑）。 

小川：パブでお昼に食事をして２、３杯ビールを飲

みます。そうして歩き出すと、トイレをしたくなります。 

そこでまたパブに入る訳です。これは通訳しなくても構いません（笑）。 

これからイギリスを歩きに行く時は、そのような店を探すようにします。 

楽しみが一つ増えてきたように思います。そろそろ時間が迫ってきました。 

パネリストの皆さんで、どうしても話しておきたいことはございますか？ 

伊藤：ミルズさんにお聞きしたいのですが、私たちは道を作り管理する団体なのですが、

事故が起こると管理者の責任になってきます。 

そこでイギリスでは、どのような対応になってくるのかをお聞きしたいのですが？ 

ミルズ：イギリスは、地主が歩きやすいフットパスを作る責任があります。 

ただ、歩く側も責任を持った態度で歩きます。 

安全にするためだけを考えると、アスファルトを敷くなどとなってしまいます。 

そうなりますと、何のために田舎に行くのか分からなくなります。 

そのバランスをとって行くのが重要になります。 

新川：今日歩いていてたくさんの褒め言葉をいただきましたが、改善点を指摘していただ

ければ大変ありがたいと思います。 

小川：それはお酒を飲んだ方が言いやすいと思いますので、交流会の席でお願いします。

褒め言葉だけでは進歩がありませんので、率直で前向きにご意見をお願い致します。 

小川：短い時間の中でいろいろなお話をしていただきました。 

それをまとめることはしませんので、皆さんの持ち味を出していただければ私の役

目は済むと勝手に思っております。 

私の仲の良い友人が長野からきました。 

彼に長野にフットパスはあるのかと聞くとほとんどないとのことでしたが、「トレイ

ル」はいくつかあるとのことでした。 

どのようなところがトレイルかと聞きますと、今まで道がなかったところ、林道と

して使わなくなった場所を、中にはフットパスもあるだろうと言っていましたが、ト

レイルと呼んでいるそうです。 
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例えば中山道や熊野古道を今更フットパスと

は言いません。 

名前のついた街道を何々フットパスと呼ぶの

はおかしいですよね？ 

その点、北海道で道を開き、つなげフットパ

スと呼んでも誰も文句は言わないと思います。 

このように北海道では、フットパスを展開し

やすいのではないでしょうか。 

神谷さんの本拠地を追い越して、フットパス

王国になれればいいと思っておりますが。 

それには皆さんがいろいろな場所を歩き楽し

んでいただければよいと思います。 

伊藤さんのフットパスは、ほとんど本州の方

が歩きにくるそうです。テレビなどに紹介され本州の方が多く北海道の方の反応は鈍

いそうです。 

このようでは良くないので、是非伊藤さんのフットパスを歩きに行きましょう。 

また東京町田に 4、5 日歩けるフットパスがあるとは誰も考えません。 

しかし、しっかりとあります。 

それは神谷さんのような方々が一生懸命に地道な活動を行い、市役所や農家の方た

ちといい関係を築いてきたからです。このようになれれば良いですね。 

ミルズさんのお話でも、意外と建物のことや農家との付き合い方でも共通項が見え

てきたのではないでしょうか。ということで、私が勝手にまとめてしまいましたが、

続きは交流会でお願い致します。 

神谷さんのところで作られたフットパスの地図等が、書籍販売コーナーにございま

すので、是非買って歩かれてみてはどうでしょうか。 

神谷：このマップは非常に評判がよく駅前の本屋に積んであります。 

皆さんマップは、無料配布ではなく売っていきましょう（拍手）！ 

小川：本当にありがとうございました。 

１８：０５１８：０５１８：０５１８：０５    １日目終了１日目終了１日目終了１日目終了    

【司会】 

もう一度パネリストとコーディーネーターの方々に盛大な拍手をお願い致します。 

それでは、これをもちまして本日のプログラムを終了致します。 

皆様ありがとうございました。 
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Footpath International Forum in Kuromatsunai 

メニューメニューメニューメニュー  

大成小坂さんちのホエー豚、トワ・ヴェールのハム・ウィンナー、歌才タンポポハウ

ス田中さんちの走る鶏の卵使用のオムレツ、町内産のジャガイモ・赤井川三浦さんちの

ざる豆腐、朱太川産の鮎塩焼き・ヤマメ甘露煮、近海産の新鮮なイカ・ほたて・貝など、

黒松内の美味しいものフルコース。 

 

交流会交流会交流会交流会  

７５名が参加し、黒松内の食材にこだわった逸品を堪能しながら、各地のフットパス

情報や相互の活動について意見交換。黒松内のフットパスを一緒に歩いた仲間が交流を

深め、フットパスの魅力や可能性についてそれぞれ熱く語り合っていました。 

 

Footpath International Forum in Kuromatsunai 
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フットパス国際フォーラムフットパス国際フォーラムフットパス国際フォーラムフットパス国際フォーラム inininin 黒松内黒松内黒松内黒松内    2008.8.242008.8.242008.8.242008.8.24    

 

 

フフフフフフフフフフフフッッッッッッッッッッッットトトトトトトトトトトトパパパパパパパパパパパパススススススススススススウウウウウウウウウウウウォォォォォォォォォォォォーーーーーーーーーーーークククククククククククク            888888888888::::::::::::333333333333000000000000～～～～～～～～～～～～            

■■■■    西西西西沢コース沢コース沢コース沢コース    

   ２日目は、あいにくの雨でしたが、歌才自然の家を 8:30 に出発し、森林公園、ブナ

センターを経由して、素朴な農村風景を楽しみながら歩き、中谷牧場での休憩・参

加者全員での記念写真を交えて、トワ・ヴェールまでの約 10 ㎞を歩きました。 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Footpath International Forum in Kuromatsunai  

あいにくの雨だが、ＦＶ宮川氏をあいにくの雨だが、ＦＶ宮川氏をあいにくの雨だが、ＦＶ宮川氏をあいにくの雨だが、ＦＶ宮川氏を  
先頭にいざ出発！先頭にいざ出発！先頭にいざ出発！先頭にいざ出発！  

中谷牧場で休憩中谷牧場で休憩中谷牧場で休憩中谷牧場で休憩  
 “ホットミルク”“ホットミルク”“ホットミルク”“ホットミルク” で至福のひと時で至福のひと時で至福のひと時で至福のひと時  

体も温まった。体も温まった。体も温まった。体も温まった。  
トワ・ヴェールは、もう少しだ！トワ・ヴェールは、もう少しだ！トワ・ヴェールは、もう少しだ！トワ・ヴェールは、もう少しだ！  

雨にも負けず、楽しんでますよ。雨にも負けず、楽しんでますよ。雨にも負けず、楽しんでますよ。雨にも負けず、楽しんでますよ。  
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２２２２２２２２２２２２日日日日日日日日日日日日間間間間間間間間間間間間のののののののののののの一一一一一一一一一一一一ココココココココココココママママママママママママ            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Footpath International Forum in Kuromatsunai 

トワ・ヴェール特製ランチを頬張り、全プログラム終了トワ・ヴェール特製ランチを頬張り、全プログラム終了トワ・ヴェール特製ランチを頬張り、全プログラム終了トワ・ヴェール特製ランチを頬張り、全プログラム終了  

ゆるやかな丘に広がる牧草地に囲まれた「トワ・ヴェール」で、トワ・ヴェール特

製のハム・チーズ・特大ウィンナー、トワ・ヴェールⅡ製のパン、フットパスボラン

ティアのおもてなし料理の焼きそばなどを味わいながら、参加者それぞれが２日間の

フットパス国際フォーラムを振り返り、今後の各地での活動について意見を交わして

いました。 

 

Footpath International Forum in Kuromatsunai 

２３日 

▲▲▲▲        自分自分自分自分のペースでのペースでのペースでのペースで歩歩歩歩きましょきましょきましょきましょうううう    

▲▲▲▲     ２２２２日間日間日間日間フットパスをフットパスをフットパスをフットパスを楽楽楽楽しむぞしむぞしむぞしむぞ！！！！    

２４日 

▲▲▲▲     壁面壁面壁面壁面 にににに 魚魚魚魚 のののの 化石化石化石化石 か・・か・・か・・か・・？？？？     

▼▼▼▼トウキビがトウキビがトウキビがトウキビが穂穂穂穂をををを出出出出すすすす時期時期時期時期    

▲▲▲▲     まだまだまだまだまだまだまだまだ全然全然全然全然へっちゃらだよへっちゃらだよへっちゃらだよへっちゃらだよ    ▲▲▲▲     北海道遺産記念碑前北海道遺産記念碑前北海道遺産記念碑前北海道遺産記念碑前でツーショッでツーショッでツーショッでツーショットトトト    

▲▲▲▲     温泉温泉温泉温泉のアトリウムでのアトリウムでのアトリウムでのアトリウムで昼食昼食昼食昼食    

▲▲▲▲トワ・ヴェトワ・ヴェトワ・ヴェトワ・ヴェールールールール特製特製特製特製ランランランランチチチチ    

▲▲▲▲     上富良野上富良野上富良野上富良野でもでもでもでも何何何何かやりましょうかかやりましょうかかやりましょうかかやりましょうか？？？？    

▲▲▲▲     ニワトリさんニワトリさんニワトリさんニワトリさん、、、、こんにちこんにちこんにちこんにちはははは    

▲▲▲▲     雨雨雨雨のためのためのためのため、、、、室内室内室内室内でででで開会開会開会開会    
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フットパス国際フォ－ラムフットパス国際フォ－ラムフットパス国際フォ－ラムフットパス国際フォ－ラム in 黒松内黒松内黒松内黒松内  参加者一覧参加者一覧参加者一覧参加者一覧  
 

 

 

 

 

【町外】  

秋田  実  

今井寿満子  

大島 智子  

岡村 武志  

小川 裕司  

折内えつ子  

葛西 純子  

葛西 宏記  

北友美恵子  

北友 卓也  

北室かず子  

草刈  健  

工藤 正司  

黒田ますよ  

小林 和幸  

小林 克子  

小林 伸一  

近藤長一郎  

近藤 佳子  

紺野 裕乃  

斉藤海三郎  

斉藤うめ子  

佐川 泰正  

佐川 典子  

桜居 幸子  

佐々木 勉  

札場 義章  

佐藤 俊子  

佐藤 文雄  

里城 雅文  

志田 博明  

進藤 芳彦  

鈴木 純一  

高橋久美子  

田渕 立幸  

 

対馬 勝義  

辻  紀子  

常川 泰以  

殿田 悦子  

谷藤  将  

谷藤 幸子  

中村  隆  

中村 廣子  

南部 宏之  

南部江利子  

南部 明音  

新岡 幸一  

野坂 尚子  

波多野信夫  

早坂 淳一  

桧山由美子  

平原 弘美  

平原 健三  

平山 淳也  

平鍋 洋一  

深沢 典子  

伏島 信治  

益子 亮介  

益子 信子  

柳田 和美  

柳田 弘子  

山本 昌子  

山谷 明弘  

山谷 智子  

横山 浩二  

和田 信彦  

矢木野まち子 

安達  稔  

安達由起子  

国田  

横山林太郎  

 

【町内：一般】  

谷口  徹  

佐藤 雅彦  

若見 雅明  

明石かおる  

鎌田 瑞穂  

黒田 邦利  

小林 憲子  

小林 正幸  

佐々木智美  

佐藤美弥子  

茂尾  実  

曽根 康子  

平手 和仁  

平手  香  

津田 利幸  

中川  満  

畑井 信夫  

松田 政敏  

三浦  賢  

宮川  楓  

宮川  森  

山田 介子  

 

【講師等】  

Mike Mills 

小川  巌  

神谷由紀子  

伊藤 泰通  

小田 高史  

小川浩一郎  

長谷川 理  

(神谷奈央子 ) 

(長谷川斐月 ) 

【黒松内町フットパスボランティア】  

新川 幸夫  

辻野 治子  

笠間サチ子  

工藤 睦美  

澤田世津子  

辻野 健治  

新川 祥子  

花田 忠雄  

花田 妙子  

松本  誠  

宮川 哲治  

山本ふくみ  

【 黒松内町フットパスボランティア事務局】  

小畠 博幸  

新川 雅幸  

出口  巧  

津谷 教宣  

寺尾英一郎  

本間 一平  

桜井 淳一  
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ポスターポスターポスターポスター  ちらしちらしちらしちらし  

プログラムプログラムプログラムプログラム  
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パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット  
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 フットパスウォークフットパスウォークフットパスウォークフットパスウォーク    １日目１日目１日目１日目    チョポシナイ・寺の沢コースチョポシナイ・寺の沢コースチョポシナイ・寺の沢コースチョポシナイ・寺の沢コース 

特産物展示販売施設 
トワ･ヴェールⅡ 

黒松内温泉 ぶなの森 

自然体験学習宿泊施設 
歌才自然の家 

黒
松
内
町
役
場

黒
松
内
町
役
場

黒
松
内
町
役
場

黒
松
内
町
役
場

    
 出発出発出発出発 

到着到着到着到着 

東山東山東山東山 

岡本橋岡本橋岡本橋岡本橋 
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フットパスウォークフットパスウォークフットパスウォークフットパスウォーク    ２日目２日目２日目２日目    西沢コース西沢コース西沢コース西沢コース 

ブナセンター 特産物手づくり加工センター 
トワ･ヴェール 

中谷牧場中谷牧場中谷牧場中谷牧場 

黒松内市街地黒松内市街地黒松内市街地黒松内市街地    
出発出発出発出発 

到着到着到着到着 

歌才自然の家歌才自然の家歌才自然の家歌才自然の家    
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広報広報広報広報    くろまつないくろまつないくろまつないくろまつない    【平成【平成【平成【平成 20 年９月号】年９月号】年９月号】年９月号】 
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グリーン・パワーグリーン・パワーグリーン・パワーグリーン・パワー    【２００８年１１月号】【２００８年１１月号】【２００８年１１月号】【２００８年１１月号】 
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ＪＲ北海道ＪＲ北海道ＪＲ北海道ＪＲ北海道    情報誌情報誌情報誌情報誌    【２００８年１０月号】【２００８年１０月号】【２００８年１０月号】【２００８年１０月号】 
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２００８２００８２００８２００８年８月年８月年８月年８月１５１５１５１５日日日日    

読売新聞読売新聞読売新聞読売新聞    朝刊朝刊朝刊朝刊    

２００８２００８２００８２００８年８月年８月年８月年８月１２１２１２１２日日日日    

北海道北海道北海道北海道新聞新聞新聞新聞    朝刊朝刊朝刊朝刊    

２００８２００８２００８２００８年８月年８月年８月年８月１９１９１９１９日日日日    

北海道北海道北海道北海道新聞新聞新聞新聞    朝刊朝刊朝刊朝刊    

新新新新    聞聞聞聞    掲掲掲掲    載載載載    記記記記    事事事事 
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２００８２００８２００８２００８年８月年８月年８月年８月２６２６２６２６日日日日    

北海道北海道北海道北海道新聞新聞新聞新聞    朝刊朝刊朝刊朝刊    
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