
「みんなでつくる水源の森実施計画（仮称）」素案に関する

御意見募集の結果について

平成 29年２月 21 日
東 京 都 水 道 局

東京都水道局では、平成 28年 12 月 20 日から平成 29年１月 12日までの期間

において、「みんなでつくる水源の森実施計画（仮称）」素案に関する御意見募集

を行いました。

その結果、本件に関して、29名の方から延べ 74件の御意見等をお寄せいただ

きました。

お寄せいただいた御意見等の概要と、それらに対する当局の考え方を別紙のと

おり取りまとめましたので公表いたします。

なお、御意見等の原文について、複数の内容が含まれる場合は項目ごとに分割

し、同趣旨の御意見を概要としてまとめた上で、それぞれ当局の考え方をお示し

しました。

御協力いただき、誠にありがとうございました。



別紙

御意見の要約 件数 当局の考え方

計画全体

ホームページだけでの広報ではなく、広報の
多様化も検討するべき。

1
ホームページでの広報に加え、広報誌の活用
やイベントなどを通じて、多様な広報を実施
することとして、実施計画に記載しました。

水源の安定的確保と豊かな自然環境維持のた
め、本素案で提案している実施計画は早急に
実施してほしい。

1 本実施計画を着実に実施してまいります。

計画の実施状況等を公開するなど、透明性を
重視した運営に取り組むべき。

2

実施状況等をホームページを通じて公表する
とともに、様々なイベントを活用してPRに努
め、透明性を重視して取り組んでまいりま
す。

施策の実施にあたっては、関連各局と調整し
たうえで着手すべき。

1
事業目的等を踏まえた上で、東京都環境局や
東京都産業労働局などと連携し、計画を推進
してまいります。

大規模なキャンペーンを行い、認知度を高
め、協力者・支援者の拡大、資金確保を図っ
てはどうか。

1
本計画を着実に実施し、認知度を高めてまい
ります。

多摩川上流域における民有林の保全・管理

　民有林の積極的な購入、購入が難しい民有林への対策、民有林の公募購入

民有林重点購入地域に加え、甲州市の民有林
も早く購入するべき

1
甲州市の一部も対象としている公募購入につ
いて積極的に広報して対応することとして、
実施計画に記載しました。

所有者が保全に手の回らない民有林や購入困
難な民有林は理由を分析して対応策を検討す
るべき。

3
個々の状況を踏まえた上で、対応を行うこと
として、実施計画に記載しました。

民有林の積極的購入に賛同する。 2 本実施計画を着実に実施してまいります。

多摩川水源森林隊の活動や民有林の公募購入
など従来の取組を継続して行ってほしい。

1 従来の取組も継続して行ってまいります。

民有林の購入については、外国資本による森
林買収を考慮し、迅速かつ丁寧に実施する必
要がある。

1 本実施計画を着実に実施してまいります。

民有林の購入可能な場合でも、直ちに購入で
はなく、税控除の伴う寄付やネーミングライ
ツの付与の誘導を検討すべき。

1

将来にわたり、水道局が保全管理を行ってい
くには、購入可能な荒廃した民有林は早急に
購入し、適切に管理していきたいと考えてお
ります。

「みんなでつくる水源の森実施計画（仮称）」素案に対する御意見一覧
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別紙

御意見の要約 件数 当局の考え方

「みんなでつくる水源の森実施計画（仮称）」素案に対する御意見一覧

民有林の購入予算はどれくらいか。 1
購入計画に基づき、適切に予算措置をしてま
いります。

　森林の再生

ダムの堆砂率比較表での他のダムの水道水源
林の現状が少しでもあると堆砂率3.3%がより
目立つと感じた。

1
今後の広報誌等の作成の参考にさせていただ
きます。

購入した森林の再生を委託できる公社のよう
な組織の立ち上げも必要ではないか。

1
当局の事業所と既存の監理団体等により対応
可能と考えております。

間伐により発生した木材は森林の再生に際
し、どのような処理がされているのか。

1
間伐材は、歩道整備用の木柵などの土木資材
などに可能な限り活用しています。

多様な主体と連携した森づくり

　全般

多様な主体との森づくりを行う上で、事業紹
介や実施状況などを広報して、広く参加を促
してほしい。

2
ホームページやリーフレットなどを活用し
て、積極的に広報を行い情報発信をすること
で、企業の参加を促進します。

多様な主体と連携した森づくりの構想に賛同
する。

1 本実施計画を着実に実施してまいります。

多様な主体と連携した森づくりについて、小
中学生を対象にした課外活動をさらに充実さ
せるべき。

1
第11次水道水源林管理計画に基づき、小学生
を対象とした環境学習の支援活動を実施して
います。

　都民と連携した森づくり

都民に水源地保全の重要性を理解してもらう
取組を実施すべき。

2

都民サポーター制度や多摩川水源森林隊、水
源林ふれあいウォークを着実に推進して、都
民に水源地保全の重要性の理解促進に努めて
まいります。

都民サポーター制度は検針票の裏面を活用す
るなど登録者を増やす工夫が必要。

1
検針票の裏面活用は、登録者を増やすための
手法として参考とさせていただきます。

　企業と連携した森づくり

企業の森（ネーミングライツ）の取組におい
て、適切に水源地保全が行われる取組となる
よう配慮が必要。

1
参画企業は水源林の機能に支障をおよぼさな
い範囲の活動を行っていただくこととして、
実施計画に記載しました。
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別紙

御意見の要約 件数 当局の考え方

「みんなでつくる水源の森実施計画（仮称）」素案に対する御意見一覧

企業の森（ネーミングライツ）の取組におい
て、現地に看板を設置し、企業PRに活用した
い。

3

当局広報施設（水と緑のふれあい館前）に、
取組をPRする看板を設置する予定です。
企業により現地エリア内に看板を設置する場
合は、水源林の機能に支障を及ぼさない範囲
で、看板の設置が可能であるとして、実施計
画に記載しました。

企業に対して具体的なメリットやインセン
ティブを提示してほしい。

2
試行段階における企業へのヒアリングなどを
踏まえ、連携する企業にとってメリットのあ
る取組となるよう検討してまいります。

企業と連携した森づくりを積極的に進めてほ
しい。

2 本実施計画を着実に実施してまいります。

企業と連携した森づくりで、水道局はどのよ
うな広報を行うのか。

1

当局ホームページに企業の森の概要と協賛企
業一覧を表示し、そこから企業のホームペー
ジへのリンクを張ることを予定しておりま
す。

企業協賛金制度で、企業は独自にPRできるの
か。

1 企業独自のPRも可能です。

企業が「森林保全有給休暇」制度を導入する
よう働きかけるべき

1
休暇制度については、各企業において検討す
べき事項と考えております。

企業の森の場所や面積は、企業が選択できる
のか。

2
安全性や利便性を考慮して、当局が予め複数
の候補地を選定し、その中から参画企業と協
議して決定します。

企業の森で企業が行う森林保全活動の内容や
水道局のサポート内容、企業の費用負担等は
どのようなものか。

7

当局が定める条件の範囲内で活動が可能であ
り、当局も可能な限りサポートを行います。
企業と連携した森づくりの概要は実施計画に
記載してございます。その他詳細について
は、事業説明会での説明を予定しておりま
す。

企業独自の広報活動をするにあたり、広報内
容は事前承認等必要なのか。

1

森林など周囲の環境に影響のない当局が定め
る条件の範囲内で活動していただけますが、
あらかじめ活動の概要についてお知らせして
いただくことにしています。
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御意見の要約 件数 当局の考え方

「みんなでつくる水源の森実施計画（仮称）」素案に対する御意見一覧

企業の森は交通機関（電車、バス）で行ける
場所か。

1
現在、予定している場所は、車でアクセス可
能な場所ですが、公共交通機関でのアクセス
は困難です。

企業の森は試行期間（２９年度）から３ヵ年
の導入となるのか。

1 平成29年度から原則3か年となります。

企業の森の試行期間開始は29年度の何月頃の
予定か。

1 平成29年度6～7月頃を予定しています。

企業の森に係る費用はいつまでに支払うこと
になるのか。

1
協定締結後速やかに、一年分の費用をお支払
いいただく予定です。

企業連携について、内容がまとまったら説明
会を開催してほしい。

1
実施計画策定後、事業説明会を予定しており
ます。

企業の森について、試行期間から参画した場
合、費用は4年間となるのか。

1
平成29年度の試行期間からの参画企業とは29
年度から31年度の3か年（延長可）の協定とな
ります。

　大学と連携した森づくり

水源地保全の認知度が低い学生などの年齢層
からどのようにボランティアを集めるのか。

1
共同研究を実施する大学等を通じて森林保全
活動への参加を働きかけていきます。

学生による森林保全活動は卒業後も活動を継
続できるよう工夫するべき。

1
学生が卒業後は、既存事業である多摩川水源
森林隊を紹介し、継続して森林保全活動がで
きるフィールドを提供してまいります。

大学と連携した森づくりについて、企業との
連携同様、ネーミングライツ制度を導入して
はどうか。

1
大学と行う共同研究や森林保全活動は、エリ
アを限定した取組でないため、ネーミングラ
イツの導入は考えておりません。

　地元自治体や関係機関等との連携

水源地への興味をもってもらうため、特産品
をPRするなどの取組を行うべき。

3
地元自治体との共同イベントを実施する際
は、地域の特産品を含めた地元の特色を紹介
し、地域振興にも貢献してまいります。

この計画を機に水源地の地元施設の活用やイ
ベントでの地元交流を通じて地元自治体を
知ってもらうことを期待する。

5 本実施計画を着実に実施してまいります。
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御意見の要約 件数 当局の考え方

「みんなでつくる水源の森実施計画（仮称）」素案に対する御意見一覧

森林整備が進めば、住民の安心感が増すと思
う。

1 本実施計画を着実に実施してまいります。

子供たちが水源林に親しみを持てるイベント
を実施するべき。

1

水源林ふれあいウォークの他、地元自治体と
の共同イベントなどでも、子供たちが水源林
に親しみを持てるようなイベントを実施して
まいります。

地元自治体の伝統・文化の次代への継承にも
力をいれてほしい。

1
多様な主体と連携した森づくりの各取組の実
施にあたり、地元自治体と連携して、伝統・
文化に触れる機会を創出してまります。

 その他

水源林の保全作業で発生する木材を有効活用
してほしい。

3
間伐などの水源林の保全作業で発生する木材
は、治山工事用の資材や広報グッズの材料な
どに可能な限り活用しています。

他の地域でも導入できる施策とするべき。 1
他の地域でも参考となるよう、本実施計画を
着実に実施し、この取組を広報してまいりま
す。

川の源流部分の民有地は都の所有地として保
護してほしい。

1
森林であれば、本実施計画に基づき水道局で
対応いたします。

民有林の購入に当たり、外国人の水源地買収
もあることから、行政とも連携し用途制限な
どの法的処置も検討してほしい。

1
用途制限等は慎重な対応が必要なため、今後
の検討課題とさせていただきます。

所有者が行う林業、観光業を支援し、購入し
なくても水源を維持できる方法を考えるべ
き。

1
小河内貯水池への影響が大きい地域について
は、当局が所有し、適切に管理することが最
も有効な方策と考えております。
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