大きな成果収めた「JATAの森」活動
秩父エリアのさらなる観光振興に期待
JATAは今年4月、埼玉県長瀞町と
「森林（もり）づくり看板設置及び森の見守り協定」を締結しました。
ほ ど さん
2009年から環境保全活動の一環として、長瀞町の里山である宝登山を色彩豊かな森にすることを目指し
て、会員会社とともに植樹や下草刈りを行う森づくり活動として実施されてきた「JATAの森」は、8年間に
わたって延べ1000人以上が参加し、昨年7月に行われた下草刈りで終了しましたが、今後は協定に基づい
て植樹した木々の成長を見守っていくことになります。長瀞町の大澤タキ江町長とJATA社会貢献委員会
の黒川惠副委員長に、
「JATAの森」や長瀞観光の今後などについて語り合っていただきました。
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「森の見守り協定」
を締結した埼玉県長瀞町

大澤タキ江町長＆JATA社会貢献委員会 黒川惠副委員長
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2016年07月 「JATAの森」下草狩りを実施。47人が参加
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2010年11月 「JATAの森」間伐作業を実施。16人が参加
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方をするという手法もあるかもしれませ

《
「JATAの森」
活動年表》
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から来たコースと合流し︑
宝登山山頂を目
大澤町長「地域全体として観光振興に取り組み」

黒川副委員長「宿泊観光の開発へ旅行業界も工夫」

