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もと計画したいと思いました。高知出身でも、案外知

特集「森に入って楽しく学びませんか？」の感想

らないスポットがたくさんあるので、今回のような

自然が大好きで、山や川、海活動は小さい頃からよく

記事はすごく嬉しいです。（室戸市・32 歳）

参加していました。
「グリーンパークほどの」でキャ
ンプ体験をし、バウムクーヘンも作りました。森林情

親になり、子どもの頃に森林に触れる機会がほとん

報センターでピザ作りやアスレチックも楽しかった

どなかったので、自然に触れさせたくても、どう関わ

です。（高知市・23 歳）

っていいか分かりません。特集の学校のような取組
みがあれば、子どもの想像力や創造力が広がり、視野

学校の森で遊びながら学べる東又小学校の子どもた

が広がります。経験できる事は大人になっても生き

ちが楽しそうで幸せそうで。すべての学校はこうは

るから、素敵な事だと思いました。自然と学びのスポ

できない。その恵まれた環境ならではの取組みが素

ットを参考に、山とキャンプからはじめてみようと

晴らしいですね。他校が遊びに来たりすれば、尚、楽

思う事ができました。（野市町・42 歳）

しい交流が生まれそうですね。（四万十町・57 歳）
表紙から興味を持って、見ようと思えました。
「学校
もっと山に皆が親しめるよう、森の学校のような所

の森で学ぼう」では、実際に木を切ったり、看板を作

が増えたらいいと思った。勉強になるし、分かりやす

ったりと、楽しそうな様子が伝わってきました。私は、

いです。
（四万十市・18 歳）

このような体験をした事がないので、とても読むの
が楽しかったです。（宿毛市・14 歳）

今回、初めて手にしました。また道の駅や直販所で見
かけた際は読みたいと思います。
「自然と学びのスポ

コロナのこの時に、おでかけスポットがとても良か

ット」がとても面白かったです。
（高知市・25 歳）

った。（高知市・87 歳）

小学生の保護者です。学校林では学習や伐採など、

私は高知県に 3 年前、転勤で引っ越してきました。

色々な体験ができ、子もたちが大好きな場所です。う

森林が豊かですが、遊び場所として使う所が少ない

ちの子どもは水晶がたくさん見つかるスポットで休

のがもったいないなと思っていました。本誌にある

みの日でも水晶探しに行きます。私も一緒に行くと、

自然と学びのスポットのような場所が増えていくと

キラキラの水晶を見つけて嬉しくなります。これか

いいと願います。（安芸市・49 歳）

らもみんなで守っていこうと思います。
（四万十町・
41 歳）

もっと自然と遊びのスポットを紹介してほしい。
（梼
原町・15 歳）

色々な場所があったので行ってみたいです。（香美
市・11 歳）

木を通じて遊びや学び、いろいろ気付くことが本当
の教育のような気がします。（香美市・42 歳）

自然と学びのスポットが参考になりました。学年行
事や休日に利用できそうだと思いました。（中土佐

with コロナの今、子どもを連れてお出かけできるス

町・44 歳）

ポットの紹介は良かったです。季節柄、キャンプ場や
グランピング施設などの情報も欲しかったです。
（土

高知に U ターンしてきたばかりで、子どもをのびの

佐市・32 歳）

び自然の中で体いっぱい遊ばせてあげたいと思って
おり、今回の学びのスポットはまさに体験させてあ

自然と共に生きているっていうことを、小さいうち

げたいと思う物ばかりで、全制覇できるように子ど

から感じさせてあげることが大切だなと思いました。
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特集されていたスポットに、家族で行ってみたいと

町・56 歳）

思います。
（高知市・39 歳）
幡多のスポットがなかったのが残念。（大月町・27
子供には自然に少しでも触れてほしいので、小さい

歳）

頃から森林センターによく連れて行っています。ロ
ープ渡りなど、楽しくできます。
（香美市・35 歳）

キャンプ場や公園、体験施設についてもっと詳しく
知りたいと思いました。（安芸市・36 歳）

おすすめのおでかけスポット、月見山こどもの森し
か知らなかったので、元気いっぱいボーイズをつれ

自然と遊べるスポットをおすすめしてくれるのはあ

てほかの８ヶ所もいってみようとおもいます（南国

りがたいです。とても参考になります。
（南国市・13

市・35 歳）

歳）

初めて読みました。お出かけスポットは参考になり

高知県は森林面積が多いということは知っていまし

ました。何より、四万十町の地域と小学校の取り組み

たが、正直、木をたくさん切ってもっと遊ぶところや

に感動しました。なかなか、こういった機会もないの

住宅宅地を増やして欲しいなぁ。と強く思っていま

ですが、自分の子供にも経験させてあげたいです。手

した。ですが、本誌を読んで、私たちが納めている税

作り遊具、羨ましいかぎりです！（南国市・37 歳）

金が森を綺麗に保ったり教育に使われていたりする
のだと初めて知りました。高知県にいるからこそ、森

スポット紹介のページで、バードウォッチングが凄

林や自然にもっと触れ合うことが子供たちにとって

く気になりました。こんな星が見えるなら見たいっ

もとても良いことだと考えが変わりました。このコ

て気持ちです。
（高知市・35 歳）

ロナの自粛期間にショッピングではなく、自然と学
びのスポットに行きたいなと思いました。
（宿毛市・

高知は自然と触れ合えるところや施設がたくさんあ

28 歳）

るのに、ネット検索ではうまく探せないので、紙媒体
で分かりやすい施設情報は嬉しいです。
（高知市・36

学校に森があるのは素敵だと思った。子供たちが自

歳）

ら考えて動くことができていて素晴らしい。（香南
市・45 歳）

自分たちが、小学校の時に行っていた、甫喜ヶ峰森林
公園や、月見山のアスレチックは本当に楽しかった

お出かけスポットを１つピックアップして特集をく

し、そんな所が増えて森林浴を楽しめると、良いと思

んで欲しい！遊び方などの。（高知市・26 歳）

う。
（香美市・42 歳）
自然と学びのスポットそれぞれに QR コードがあり
コロナが流行っているので外で遊べるところをもっ

より詳しく知れるので便利だなと思いました（高知

と知りたい。子供がパンフレットを見てここに行き

市・36 歳）

たいと言ってくれました。（佐川町・39 歳）
学校林を使った森林環境教育、と言うのを初めて知
孫が遊びに来てくれても、密になっては行けないと

りました。学校の中だけでなく、地域の方々も含めて、

遊びに行くところを悩んでいました。ちょうど道の

色々な教育ができる、子供達にとっても、学び場がい

駅でこのパンフレットを手にし、グリーンパークほ

くつもあるというのは良いですね。
（佐川町・40 歳）

どのへ行きました。密にもならず、孫は大はしゃぎで
走り回っていました、ありがとうございます。
（いの
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達が大人になった時に自然が少なくなっていないよ

「森林環境税って何？」の感想

うに、私達が今できる事をやっていきたいです。それ

今回の森林環境税の特集を読んで、別のところで補

には、この本誌でいろいろ知れるので良いと思いま

助が出ているのかもしれませんが、林業大学校等の

した。かわいい絵があちこちに載っているので、子ど

担い手育成・確保がもっと必要だと感じました。せっ

もと一緒に読んでいます。（高知市・40 歳）

かく森が多いので山に携わる人が増えたら嬉しいで
すね。特集の自然と学びのスポットを見て、
「グリー

森林環境税が 500 円なのは知らなかったので、ワン

ンパークほどの」に行きたくなりました。楽しかった

コインだということに驚きました。予算額の内訳も

です。（津野町・22 歳）

見やすく分かりやすかったです。
「森を学ぶ教育をす
る」というのは、私達も子どものときに習ってきた事

環境税はもう少し上げてもらってもいい。それで、林

だったのだと。森や森林を学ぶ大切さについて、本誌

業なら高知という程、発展していってもらいたいで

を読むことによって、また勉強になりました。山が多

す。
（四万十市・38 歳）

い高知県なので、もっと木材を使った素敵な商品が
広まればいいなと思いました。（高知市・30 歳）

もともとは災害の為に引かれていた税金を、今度は
森林を守るお金として税金にまわされている事を知

森林環境税という言葉を初めて知りました。スマホ

りました。高知県は森林率が全国№1 と小学校の頃

で調べて納得。4 歳の子どもがいますが、木のぬくも

から聞かされていたので、ぜひ、これからも活用して、

りのある、積み木などのおもちゃで遊んでいます。

土砂災害から命を守るため、森林の環境を整える事

（高知市・45 歳）

業に使ってもらいたいです。
（四万十市・29 歳）
マモルンが森の税について教えてくれて、分かりや
森の手入れの県の予算が 9,386 万円と知り、市町村

すかったです。（四万十市・11 歳）

の予算と足し合わせたとしても、広大な高知の森林
の維持に、思ったほどお金がかかっていないという

今回、この冊子を読んで初めて「森林環境税」がある

印象をもちました。
（高知市・39 歳）

事を知りました。予算や使いみちも知る事が出来ま
した。主人が香美市で狩猟をしており、シカによる森

森林環境税というものがある事を初めて知りました。

林被害の話を聞いていたので、森林環境税を支払う

私は正社員で働いているのですが、どのように徴収

事で、少しでも森林保全に役立てれば幸いです。
（香

されているか不明でした。木を使用せずに生きてい

美市・37 歳）

く事は不可能なので、森林環境を維持していく上で
必要な税金なので年収に応じてなど、徴収税を上げ

まんがで、森林環境税のことがよくわかりました。

ていくなどしていく必要があるのではないかと思い

（高知市・8 歳）

ます。（高知市・39 歳）
森林環境税はいい取り組みだと思っています。しか
高知県の税制度というフレーズが目に入ったので、

し、印象に残るような伝え方がされていないのか、何

どういう事か知りたかった。6 歳の保育園児がいつ

にどの様に使用されているかが私は分かっていませ

も You tube を見ています。森林環境税として、1 人

ん。多くの山の木が放置されています。ぜひ、その再

500 円を納めている事を知りませんでした。納めて

生への取り組みを記事にしてください。
（高知市・73

いるのなら、そのお金を役立ててほしいと感じまし

歳）

た。なので、森林を守って、これからの緑を絶やさな
いで行こうと心に認識しています。今よりも子ども

森林環境税はただ取られている感じでしたが、考え
3
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てみれば高知の森林％を考えると必要。でも、税金と

育にも繋がるかなぁと。また個人的意見ではありま

して取るとなると抵抗があります。
（高知市・37 歳）

すが、キャンプ場での木工イベントなどがあれば自
然のなかでより木を身近に感じられるかなと思いま

最近、嶺北の方に紅葉を見に行きましたが、もりりん

す。（香美市・31 歳）

を読んでいたので、森林が手入れされているのは、き
っと森林環境税のおかげなのだろうと思いました。

県の独自の森林環境税と国の森林環境税と使い方に

（高知市・43 歳）

違いがあるのか、それぞれ同じように使われるのか
知りたい。（高知市・40 歳）

いつも学校で配られているのですが、中身を読んだ
ことはなく、今回初めて読みました。特集「おしえ

森林環境税というものがあることを恥ずかしながら、

て！マモルン」は漫画だったので、私の妹も分かりや

初めて知りました。使い道も示してあり、わかりやす

すいと言っていました。森林を守ることで、その森林

かったです。（高知市・32 歳）

にすんでいる動物や昆虫などを守れるので、私も出
来る限りのことは、積極的にやっていきたいと思い

森林環境税がどのように使われているのかをはっき

ました。
（高知市・17 歳）

り公表し、その取り組みの結果どのような効果があ
るのかまで県民に知らせてほしいです。それによっ

森林の大切さを守るために、高知県がいち早く森林

て県民の理解が深まります。（高知市・42 歳）

環境税を導入したことには、先見の明があるとさえ
思う。（四万十町・67 歳）

何に使われているか明確な税金でいいと思います。
（香南市・45 歳）

森林環境税のことについて、漫画で分かりやすく教
えてもらった。これは子どもたちでも気軽に分かり

森林環境税はいい制度だなと思います。森林は生活

やすく学べるものだと思うので、とても良いと思う。

の中になくてはならないものですが、一個人で率先

大人も子どもも高知県の森林問題について、どんど

してアクションを起こすのはなかなか難しいです。

ん学んで大切にしていくべきだと思うので、本誌を

こうやって税としてとってもらうと、少しでも役に

続けてほしい。
（四万十市・36 歳）

立てていると思うので、安心します。500 円という価
格も負担が少なくて良いと思います。（高知市・40

森林環境税はまだどのように使われているか分から

歳）

ない。（高知市・38 歳）
観光者からも徴収すべきだと思う。
（愛媛県・54 歳）
森林環境税の 500 円の周りの木のイラストがかわい
い。
（宿毛市・41 歳）

もっと色々な所へ冊子を配置してみては…
目につかなかっただけかも)

森林環境税は地球温暖化対策においてもなければな

(私が

森林環境税なんて全

然知らなかった（高知市・55 歳）

らないものだと考えます。特に森林の多い高知県は
世話をするのに数多くの手間、人手が必要です。近年、

森林環境税の使い道を限定せず、もっと自由に使っ

災害が多発するなか、森林を世話し、安全に保つこと

て欲しい。補助金だけではなく、登山道の整備等にも

は重要と思います。
（安芸市・31 歳）

使って欲しいと思います。（高知市・47 歳）

本誌を通じて環境税があることを知りました。まだ
子供が小さいので、どんぐり銀行が身近にあれば木
4
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その後、新たにできた建築物もあるのではないでし

「木の家が持つ魅力をチェック。
」の感想

ょうか。（高知市・57 歳）

光と風が抜ける家。もっと早くこういう記事を見て
いれば、今住む家も違っていたのかもしれません。と

今度は木彫りの作品や木製品を載せてください。
（高

てもステキな家でした。
（高知市・35 歳）

知市・35 歳）

県からのお知らせ・補助金制度は参考になりました。

木工品に興味が沸く内容で凄く良かったです。
（須崎

P10、11 の商品の値段が知りたかったです。（高知

市・53 歳）

市・76 歳）
プラ製から、木材の製品に切り替えたいので、どうい
うちは森川海でゆったり遊ぶ事が好きで、友達を誘

う製品があるか特集してもらいたい。(歯ブラシにも

うと喜んでくれます。今、家を建てる前で、木の家の

竹製があるとか)（高知市・48 歳）

ページの写真のように縁側がある家がいいなあと思
いました。木のグッズもかわいくて、見ると楽しかっ

補助金がでることがわかり役立ちました（高知市・54

たです。
（高知市・12 歳）

歳）

木の家が持つ魅力をチェックのページに出ていた竹

木製品に興味を持ちました。（宿毛市・37 歳）

村さん一家の家を見てとても素敵だなと感じました。
居心地が良すぎてと書いていた文章を見て、納得で

木の魅力を再発見できました（中土佐町・35 歳）

す。YouTube チャンネルの家もとても素敵でした。
私の知り合いの方が竹村さんを知っていた事から、

県産の木材を使った助成金に興味あり。いい取り組

この記事を知り、見せていただきました。
（宿毛市・

みと思います。（四万十市・46 歳）

32 歳）
今回の配布で木製品に興味を持ちました。
（大月町・
木製品を作っている会社が想像したより多く、デザ

27 歳）

インもかわいくて興味をもちました。杉やヒノキの
香りが好きなので、買ってみたいと思いました。
（高

ぼくもこの本を読んで木はいいなと思った。間伐材

知市・29 歳）

を使って、テーブルとか棚を作ってみたいと思った。
（佐川町・10 歳）

県産材を使用した木製品の PR をもっとすべきだと
思います。素晴らしいものばかりなので、もっと県民

保育所に勤めていますが、いま現在、子どもたちが遊

に知ってもらうべきです。（高知市・18 歳）

ぶ玩具には、既製品のものがほとんどです。プラスチ
ックでつくられた既製品の玩具にはない、木の温か

将来、高知県産木材を使った家を建てたいです。
（高

さや優しい手触りなど、木製品でないと感じられな

知市・15 歳）

い魅力がたくさんあります。また、子どもの手に触れ
るものとして、安全面でも安心して使えるところも

高知県は木を使った公共の建物が多いので、訪れる

いいですね。保育所でも様々な素材を使った手作り

楽しみがあります。
（徳島県・70 歳）

玩具の製作などにも日々取り組んでいます。木を活
かした家づくりの記事も、マイホーム検討中だった

高知県の木材を使った施設等の紹介特集をしてみて

ので、とても興味が湧きました。
（四万十町・29 歳）

はどうでしょうか。過去にあったかもしれませんが、
5
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表紙の写真が良かった。（高知市・69 歳）

もりりんについて
いつも楽しみにしています。高知県の林業の事が良

こちらの本、初めて読みました。小学生の子どもでも

く分かって勉強になります。
（須崎市・57 歳）

楽しく読んでいました。（香美市・28 歳）

森林業の事が詳しく書かれていて読みやすい。
（須崎

もりりん自体が立体的に見えるように工夫してくだ

市・79 歳）

さい。アピール感が薄い。（香川県・63 歳）

今後も続けてほしいです。（高知市・8 歳）

楽しく拝見させていただいています。木の温もり、自
然を人とつなげる役目をしている冊子だと思います。

普段、聞いた事のない森林についての情報が、分かり

（高知市・46 歳）

やすく記載されていて助かっています。
（田野町・38
歳）

読みやすく、表紙も引かれるデザインです。（高知
市・26 歳）

いつも身近な情報が分かりやすく載っていて見やす
いです。森や木がおしゃれな感じで載っていて良い

もりりんを読む以外に高知の森林環境について知る

と思います。
（土佐市・37 歳）

機会もないので、少しずつでも学べるのはいいと思
います。（高知市・42 歳）

いつも眺めるだけで癒される誌面で、楽しみにして
います。県外から来ましたが、高知の木は本当に大き

もりりんは、いろんな観点から木のことを取り上げ

な宝ですね。また楽しみにしています。
（香南市・49

ていて、興味深いです！（梼原町・33 歳）

歳）
あまり目にする機会がないです。（三原村・32 歳）
高知県は森林がたくさんあるのに、知らない事がた
くさんあって、もりりんですごく勉強になりました。

森林面積 No.1 の高知が森林をどれだけ大切にして

森を大事にする事で、海もきれいになると聞いた事

いるか毎回読ませていただいております。
（土佐市・

があります。子ども達が大人になっても、自然環境を

15 歳）

大切にしていこうと教えてくれるいい本だなと思い
ました。
（中土佐町・41 歳）

本誌を初めて読んでから森林環境について興味がす
ごくでてきて自然のありがたさが増しました。次号

もりりんを読んで楽しかった。森と自然を守りたい。

も楽しみにしています。（須崎市・45 歳）

（高知市・5 歳）
今現在の人だけでなく未来の子供達の為に重要だと
香川県はこのような活動の冊子がなく、高知県の森

感じています（高知市・42 歳）

林について勉強になるし、いろいろ考えさせられる。
子ども向けに、もっと字を大きくして見やすくして
みてはどうか。
（香川県・54 歳）
まるごと高知のお店でいつも本誌をもらって読んで
います。
（東京都・79 歳）
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自然災害が増えてきている中、災害に強い森づくり

意見・感想等

（砂防ダムや林道）の整備をお願いしたい。（高知

木材を使用した DIY 教室を誌面で教えていただけれ

市・64 歳）

ば嬉しいです。
（いの町・60 歳）
山の頂上付近の杉やヒノキの植林に税を使って広葉
木を使った物作りなどの体験イベントの情報があれ

樹の森にかえていけたら。動物たちも住みやすくな

ば、ぜひ参加したいので載せてください。
（安芸市・

るし、大雨でも土砂崩れが起きにくくなるのにな、と

31 歳）

思います。（大豊町・46 歳）

高知県の木材を安く購入し、子どもが参加できる木

森を守るお手伝いができるお年寄りが増えているよ

工教室や森について学べるイベントを増やして発信

うに思います。広報等を活用して、ボランティアを募

していただきたいです。
（土佐清水市・41 歳）

り、森林環境税から飲み物、お弁当は提供し、高知県
内の各地で下刈り体験とかをたくさん実施してみて

森林県ですが、どっちかというと海の方がアピール

はどうでしょうか。（いの町・64 歳）

や知名度が高い気がします。もう少しアピールし、魅
力を教えていただけたらと思います。
（土佐清水市・

年寄りも行ける山を教えてください。近くの山で、ど

43 歳）

こかいい所はありませんか。（宿毛市・63 歳）

子どもといつも一緒に読んでいます。私も勉強にな

自伐型林業に興味があるのでこの冊子にも興味があ

ります。森を守る授業をもっと行ってほしいです。

ります。もっといろいろなところに置いて手軽に手

（高知市・49 歳）

に入るようにしていただきたいです。（須崎市・45
歳）

森林は空気を浄化してくれるし、また、水もたくさん
貯え、浄化した上で私達に恵みを与えてくれるので、

現在の取り組みは素晴らしいと思います。 素人考え

末永くこの活動は続けていかなくてはならないと思

ですが、せっかくの森林環境なので壮大な森林アト

います。
（四万十市・61 歳）

ラクションのような施設が出来れば、観光客の誘致
にも繋がるのではないかと常々考えています。キャ

デジタルを活用した木の細工、佐川町のまちおこし

ンプ施設は県内各地にありますが、大きなアスレチ

協力隊に興味がある。（高知市・56 歳）

ック施設と県の建材を使った宿泊施設や森林にまつ
わる体験の施設など、さまざまな施設が複合してい

娘たちがよくテレビを見ていて、森のアスレチック

れば、移動が少なくて済むので便利だと思います。せ

へ行きたいと言います。そのたび、高知にないものか

っかくの財産なので、県民だけでなく県外の人にも

とネットでさがしますが、森林の多い高知なのに本

注目して欲しいです。（香美市・52 歳）

格的なものが全くありません。もっと身近に森林や
税を感じるためには、本格的な、小さい子だけでなく

森を守るためにしていることが多いことが、すごく

大人も楽しめる景観も良い森のアスレチックを作っ

いいなと思いました（高知市・12 歳）

てはいかがでしょうか。
（高知市・46 歳）
こどもが楽しめるようなイベントがもっと安価にあ
山を守る仕事をしている人の特集をしてほしいです。

ればいいと思います。カブトムシやクワガタさがし、

（土佐清水市・61 歳）

幼虫の育て方、キノコがり、素麺長し、饅頭作り(葉
を収穫)など（高知市・43 歳）
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