農山村の活性化に向けた地域資源の発掘
－岩手県二戸市金田一温泉地区での調査事例－
○比屋根哲（岩手大連合農）・神山麻緋（岩手大農）
Ⅰ

はじめに
今日，多くの農山村地域では過疎化，高齢化が進行し，地域をいかに活性化していくかが課題

となっている。農山村地域の活性化のためには，そこに存在する地域資源「それぞれの地域が有
する地形，自然環境，人的資源，伝統文化，その地域を支える市民・住民などそれぞれの地域の
特性」を把握・活用していくことが重要とされている（環境省，アンダーラインは筆者）
。
本稿は，岩手県二戸市金田一温泉地区を対象に，地区に暮らす人々が地域活性化の取り組みに
積極的に参加していくことが重要（李・村山，2004）との観点で，地区住民のヒアリング調査を
実施し，同地区を中心とした地域資源の発掘を試みた調査報告である。とくに本調査では，地区
に対して様々な思いを持ち，様々な意見や願望を持つ「その地域を支える住民」を，同地区の重
要な地域資源の１つと捉え，調査を実施した。
Ⅱ

金田一温泉地区の概要
本研究の調査対象地である金田一温泉地区は，岩手県二戸市北部，馬淵川の東側の中山間地域

に位置している。農林業センサス（2015 年）によると，人口 481 人（206 戸）
，耕地面積 19.2ha
（樹園地 11.3ha，水田 5.1ha，畑 2.8ha），農家は 15 軒（うち 8 軒は果樹栽培農家）で，主な農産
物はリンゴ，米等である。同地区は古くから南部藩の指定湯治場となり「座敷わらし」伝説でも
有名な温泉地で，1951 年までは数軒の旅館が存在するのみであったが、温泉ボーリンク調査の
進展に伴い 1960 年代の最盛期には 24 軒の温泉旅館が軒を連ね，現在も 6 軒が営業している。
この他，同地区はユダクサガメやデスモスチルス等の化石の名所としても知られている。
金田一温泉地区は二戸市が地域資源を活用し，公共と民間がそれぞれの役割を担いながら持
続可能な地域をつくることを目的とした二戸市公民連携基本計画（2018 年 6 月）の推進地区の
1 つに指定されている。同計画により，金田一温泉地区は同地区内の老朽化した金田一温泉セン
ターの建て替えを中心とした，温泉と地域資源の融合によるまちづくりを進めることとされ，現
在，株式会社カダルミライが Park-PFI 制度のもとで二戸市と協定を締結し，2023 年春の開業を
目指して宿泊も可能な温泉施設（カダルテラス金田一）の建設事業を進めている。
Ⅲ

調査方法
調査は，地区住民を戸別訪問して話を聞くインタビュー形式で，2019 年 12 月下旬から 2020

年 4 月上旬の期間で実施した。調査は，まず 2019 年 12 月に地区自治会が企画した新温泉施設
説明会とその後の懇談会に調査者が参加し，会合に参加した地区住民数名に調査への協力を依
頼し，後日，個別訪問調査を行った際に別の対象者を紹介してもらう方法で徐々に調査対象者を
拡大していく方法をとった。
インタビュー調査では，対象者の性別，年齢，職業，地区内の所属団体等の基本属性のほか，
自然，歴史，伝承，農産物，人物等，地区内に様々な形で存在する地域資源について尋ねた。ま
た，地区に対して様々な思い，意見，願望を持つ地区住民そのものが重要な地域資源であるとの
観点で，対象者が同地区で楽しかった思い出の内容と体験した年代，地区で自慢できること，
2023 年にオープン予定の新しい温泉施設（カダルテラス金田一）に対する意見，要望について
も尋ねた。調査は，紋切り型の質疑応答ではなく，調査対象者との信頼関係を重視した対話形式

44

で，1 人につき 30 分から 120 分の時間をかけて実施した。
Ⅳ

調査結果

表－１ 調査対象者の属性
男性
26 （ 68
女性
12 （ 32
インタビュー調査は， 38 名（地区内世帯の約 18％）
会社員・公務員
13 （ 34
から回答を得た。調査対象者の属性は表－1 の通りであ
自営業
9 （ 24
職業
農業
6 （ 16
る。表中の団体活動の項目は地区の自治会や温泉組合
パート
1（ 2
等で役員を務める等，活動に積極的に関わった経験の
無職
9 （ 24
30代以下
7 （ 18
有無を示しており，調査方法で述べた対象者拡大の経
40代
5 （ 13
50代
6 （ 16
緯から，対象者は地区内でも地区活性化に対して積極
年齢層 60代
10 （ 26
的な意思を持つ住民が多い。しかし，年齢層では 60 代
70代
4 （ 11
80代
4 （ 11
が最も多いものの，30～50 代（全体の 47％）から高齢
90代
2（ 5
経験あり
31 （ 82
者まで幅広い世代から話を聞くことができた。
団体活動
経験なし
7 （ 18
2．地区住民が見出した地域資源
注）数字は人数。（ ）内は割合を示す。

1．調査対象とした地区住民の属性

性別

％）
％）
％）
％）
％）
％）
％）
％）
％）
％）
％）
％）
％）
％）
％）
％）

表－2 は，対象者に対して「金田一地区で自慢できる
こと，今後も残したいこと」の質問に対する口述回答を
ジャンル別にまとめたものである。述べ 59 件の回答が得
られたが，中でも「温泉・旅館」は旅館と関係の深い「座
敷わらし」とあわせると全回答の 4 分の 1 を占めた。次
にリンゴ，ブルーベリー，米等の農作物があげられた。
3 位の「人」は，地区の人々のことだけでなく来訪者を含
めた回答もあった。

表－２ 地区で自慢できること・残したいこと
温泉・旅館
11 （ 29 ％）
農作物
11 （ 29 ％）
人
10 （ 26 ％）
自然・風景・雰囲気
7 （ 18 ％）
座敷わらし
4 （ 11 ％）
地質
3 （ 8 ％）
その他
13 （ 34 ％）
＊偉人，プール，歴史，イベント，大沼，
ユダガメ，市民の森，ティラピア，音など。

また，表－3 は地区内の文化として，神社や言い伝えに関
わり調査対象者が回答した「物」をまとめたものである。
インタビューでは，たとえば大沼神社には大蛇の言い伝え
があり，毎年 5 月 3 日にお祭りが開かれ，昔は屋台が出て
地区外からも多くの人が集まり，地区の人々は祭りの日に
花餅を食べた等の話を聞くことができ，他の神社にも祭り
などの行事や儀式が伝えられていることが把握できた。
さらに，表－4 は「地区内で特技を持
つ人や特色ある人」を挙げてもらった結
果である。回答の多くは，その地区の住
民の中で知られている方々で，観光に関
わる地域資源として位置づけられるも
のは多くないが，中には「地区内に存在
する歌碑に刻まれた詩を歌える唯一の

表－３ 地区の神社・言い伝え例
＜神社＞
＜言い伝え＞
不動神社
権現様の頭
薬師神社
舟場屋敷
馬の神社
地蔵様
温泉神社
明神様
馬淵苑近くの神社
八幡様
大沼神社
山神
馬の墓

表－４ 地区で特技・特色などを有する人材
・地区の郷土料理を作れる人
（70代女性）
・歌碑に刻まれた詩を歌える唯一の人
（60代男性）
・地区に縁のある文学者に詳しい人
（70代女性）
・昔から地区に伝わる慣習を続けている人
（70代女性）
・地区に生息する生き物に詳しい人
（80代女性）
・地区で最初にりんごのわい化栽培を始めた人 （70代男性）
・地区の古い新聞や文書を収集している人
（70代男性）
・地区の農業を守るために起業した人
（60代男性）

人」といった地区の文化伝承上の貴重な人材も含まれている。
3．地区住民の同地区での思い出
本調査では，地区に対して様々な思いを持ち，地区の活性化に向けて様々な意見や願望を持つ
地区住民そのものが重要な地域資源と捉えていることから，調査対象者には同地区での思い出
の話とその頃の地区の様子についても詳しく尋ねた。その理由は，地区住民の思い出に残る当時
の状況を現在にそのまま再現することは難しいものの，そのエッセンスは将来の地域づくりに
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役立つ情報になると考えたからである。インタビュー調査では，各対象者の地区の思い出につい
て，体験した年代を特定しながら具体的に内容を把握した。図－1 は，対象者から得られた 22 件
の口述回答をもとに，地区の思い出として残る「もの」や「こと」
，あるいはその「状態」を表
すキーワードを拾い上げ，関連するキーワードを繋げて年表にしたものである。図中の「状態」
を示すキーワードには側線を付けて示した。また，
「プール」のように一部実際の設置年と思い
出の年代とが異なるものも見られたが，年表は口述回答のままの年代で作成した。

図－1 からは，まず「温泉」
，
「露天風呂」
，
「旅館」
，
「下駄の音」，
「浴衣姿の人」といった温泉
地としての特色を表すキーワードが思い出として多数語られていることがわかる。また，
「花見」
，
「盆踊り」，
「運動会」等，地区の年中行事をキーワードとする思い出も多く語られた。
「プール」
は，1954 年に開設され 2019 年に新たな温泉施設の建設によって取り壊されるまで地区内で営
業していた金田一プールを指しており，開設時には有名な水泳選手が来たとされ，地区住民には
思い出のある施設である。
温泉地や地区内の様々な行事に跨る「状態」を示すキーワードには，
「人がいる」
，「賑やか」
，
「地元の人の交流の場」があげられ，その多くが「旅館で友達と飲み食いした」，
「友達とお風呂
に入った」，
「旅館に泊まらなくても声をかけてくれて楽しい」
，
「地元の人々が集まる交流の場だ
った」等の発言の中で，
「楽しみ」をキーワードとした文脈で語られていた。
図－1 の年表から読み取れる最大の特徴は，温泉地や地区行事に関わる思い出と，その状態を
示す人が集まる「賑わい」は，特定の世代の人々に偏ることなく，幅広い世代で共有されている
ことである。このことは，地区住民の幅広い世代が将来の地区のあるべき姿についても共通のイ
メージや価値観を持っている可能性を示している。
4．新たな温泉施設に望むこと
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2023 年春の開業を目指す新たな温泉施設（カダルテラス金田一）の事業者である株式会社カ
ダルミライによれば，カダルテラス金田一は「地域の“宝”を時代に合わせたコンテンツとして
再編集。
“贅沢で楽しみある日常”を生み出す核として機能。民間自立で安定的・持続的に経営
していく。金田一温泉周辺地域の暮らしと産業の豊かさへつなげる」（同社プレゼン資料）をコ
ンセプトに，温浴，飲食，宿泊，プール，公園の各施設の設置が計画されている。
表－5 は，この新しい温泉施設に対する調査

表－５ 新しい温泉施設への期待・要望
利用者向けサービス・アイディアの提案

対象者からの期待，意見，要望などのインタビ

・観光案内機能を備える ・地区周辺に道の駅をつくる
・地区を紹介する展示スペースを設ける
・無料送迎バスを運行する
・キャンプ場や子どもが遊べる場所をつくる
・低温でも楽しめる等，温泉の種類を増やす
・温水を活かしてバナナやナッツを栽培する
・プールは夜間の利用も可能にする

ュー結果をまとめたものである。
地区住民からは新しい温泉施設に対し，主と
して観光振興に関わる様々なアイディアが寄
せられるとともに，地区住民が利用する立場か

住民利用の立場からの意見・施設に対する要望等

らも，あまり期待しない声がある一方で，「友

・新しい施設は行きにくい
・自分の住んでいるところから遠い

達に会える場所」，「若い人でも行きやすい場
所」，
「地区の集まりで利用できる場所」といっ

・一日中遊べる
・静かにゆっくりできる
・子どもと楽しめる
・親戚が来た時連れていける
・おいしいものが食べられる
・友達に会える場所に
・若い人でも行きやすい場所に
・地区の集まりで利用できる場所に

た機能を，新しい温泉施設に求める意見が出さ
れている。また，表には示していないが，新し
い温泉施設ができることで既存の温泉旅館と

競合するのではないかとの調査者の問いに対しては，まずは同地区への来訪者の増加を期待す
る意向が強く，温泉組合関係者からも否定的な意見は聞かれなかった。
注目したいのは，表－5 でアンダーラインを付けた地区住民からの要望の声が，図－1 で示し
た対象者の同地区での思い出の語り，「旅館で友達と飲み食いした」，
「泊まらなくても声をかけ
てくれて楽しい」，
「地元の人々が集まる交流の場」等の「楽しみ」をキーワードとした文脈と符
合していることで，今後の同地区の活性化に向けた重要なポイントの１つになると思われる。
Ⅴ

おわりに
本調査では，金田一温泉地区を対象に，同地区の活性化に向けて様々な意見や願望を持つ住民

も地区の重要な地域資源として位置づけ，同地区の地域資源の発掘を試みたものである。調査の
結果，今後は新設される温泉施設と同地区に存在する様々な地域資源を活かしたマイクロツー
リズムの仕掛けをはじめ，地区住民が期待し参加できる地区の「賑わい」を再現していくための
方途を検討していくことが重要と考えられた。
ところで，同地区には地域資源として数百 ha の森林が存在し，利用者は少ないものの近くに
「二戸市民の森」もある。今回のインタビュー調査では，残念ながら地区内の森林の活用に関す
るアイディアや意見はほとんどみられず，地区住民には森林が重要な地域資源とは認知されて
いないように感じられた。将来的には，地区内の森林資源をどう活かしていくかが課題といえる。
引用文献
李芳、村山元展「地域活性化の実態と課題―内発的発展論を中心に―」『地域政策研究（高崎経
済大学地域政策学会）
』6（4），2004 年，3-9 頁
（連絡先：比屋根哲

hiyane@iwate-u.ac.jp）
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林業の歴史・文化的価値を高めるための政策のあり方
－台湾における林業遺産の保全・活用事例に学ぶ－

○ 柴崎茂光（国立歴史民俗博物館）・平野悠一郎（森林総合研究所）
・竹本太郎（東京農工大学）・八巻一成（森林総合研究所）
１．はじめに
1996 年に登録文化財制度、2007-08 年度に近代化産業遺産制度が創設されるなど、20 世紀末
から、近代化遺産を保全・活用する動きが強まっていく。林業部門においても、2013 年度から
日本森林学会が「林業遺産」選定事業を開始し、保全に向けた動きが少しずつ始まってきた。し
かし林業遺産の保全・資源化に対する公的支援体制は依然脆弱である。本報告では、台湾におけ
る林業遺産の保全・活用事例を紹介しながら、日本における林業の歴史・文化的価値を高めるた
めの政策のあり方を論じることを目的とする。2017 年 2 月に台湾を訪問し、行政院農業委員會
林務局（以下、「林務局」）、國立台灣師範大學、國立嘉義大學などでの聞き取り調査や資料収集
を行った。こうして得られたデータに加えて、ウェブから得られる情報を含めて報告を行う。

２．台湾における林業遺産の保全・活用のあり方
（１）森林鉄道の観光資源化
日清戦争後の 1895 年から 1945 年まで日本の統治下にあり、台湾総督府拓殖局が主導する形
で、インフラ整備が進められた。森林鉄道に関しては、台湾総督府の直営事業によって嘉義と阿
里山地域を結ぶ「阿里山森林鉄道」や、羅東と太平山地域を結ぶ「羅東森林鉄道」などが敷設さ
れた。現在、森林鉄道の旅客輸送利用は、林業遺産の観光資源化として指摘できる。
阿里山森林鉄道の事例を紹介すると、1902-04 年にかけて台湾総督府からの委託を受けて、東京
帝国大学教授の河合鈰太郎といった林学関係者が現地調査を行い、森林鉄道の敷設やルート設
計を行った。予算不足や難工事といった危機を乗り越え、嘉義‐二萬平間（66.6km）が開通した
のは 1912 年だった。ただし、1920 年代には早くも資源の枯渇が懸念され始め、伐採後に

植林し

樹木が成長するまで、観光地として阿里山の再資源化を図る事が検討されるようになる。1928
年には台湾総督府からの依頼を受けた田村剛が現地調査を行い、1937 年には新高阿里山国立公
園が誕生した。第二次世界大戦後には、林務局が森林鉄道の運営を引き継いだが、1963 年に林
務局直営の伐採事業が終了し、その後は旅客運輸を主とする鉄道利用に方針が変更された。阿里
山森林鉄道の運営については、ごく一時期を除いて、林務局が直営で行ってきた。
（２）林業文化園區（以下、「林業文化園区」）
経済発展が進む中で、台湾においても歴史的遺構が消失していった。こうした状況の中で林務
局は、林業に関連する多様な資産を保存・修復した上で、地域経済の発展につながる形で資源化
を進めてきた。具体的には、
「既存の林業文化スペースを利用して、
「保存・復旧・再利用」の活
動を展開」
（行政院農委会林務局、2018）するために、林業文化園区制度を発足させたのである。
2020 年 4 月現在、2001 年に誕生した「林田山林業文化園区」（14ha）を皮切りに、「羅東林業文
化園区」
（16.1ha）、
「東勢林業文化園区」(18.5ha）、
「阿里山林業村及び檜意森活村」
（13.6ha 及
び 3.4ha）の計 4 か所が、林業文化園区となっている。「東勢林業文化園区」を除く３つの林業
文化園区については、日本統治時代に建設された官舎群、製材工場、貯木場などが構成資産とし
た
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ば、大平山から森林鉄道を使って運ばれてきた木材の貯木場跡に建設さ
れたのが、「羅東林業文化園区」である。阿里山から運ばれた木材は、嘉義貯木場に運ばれた。
貯木場に隣接して、官営の製材工場「阿里山作業所嘉義出張所」があったが、この嘉義出張所の
幹部官舎跡が現在の「阿里山林業村及び檜意森活村」である。一般的な保全・活用に向けたプロ
セスを紹介すると、資産の保存状態を明らかにした上で、修復に向けた学術調査の結果に基づい
た「林業文化園区計画」が策定される。この計画に基づいて修復作業が進められ、建築物内部は、
展示や商業スペースという形で資源化が進められていく。林業文化園区内では、林業用具の使い
方を来訪者に伝える教育活動が行われ、また売店では、林務局が編集した民俗誌（映像を含む）
が販売されるなど、無形の林業遺産の保全・資源化も積極的に進められた。さらに林務局は、林
業文化園区の修復に対して相応の支出を行ってきた。
て含まれている。たとえ

３．考察‐台湾の制度は日本に導入可能か‐
日本版の林業文化園区制度（仮称：林業遺産地域）」の創設の可能性や、同制度を担うべき管
理主体を検討する。担い手として、国立公園を含む自然公園制度を所管している環境省が、担う
べき管理主体として考えられるが、自然保護官（レンジャー）の人員が 346 人（2019 年）に過
ぎず、現実的には厳しい。文化庁についても、文化財は点的（スポット的）な管理が中心であり、
また実際の文化財の行政は県 ・市町村教 育委員会が 担っていることから 担い手 となることは厳
しい。所管する国有地で国有林野事業を行い、なおかつ国有林内に残る林業の遺構・遺物は、林
野庁の所有・占有物である林野庁が担い手として最も考えられる。ただし近年の林野行政をみる
と、林業遺産を含む歴史・文化的資産の保全・資源化・活用への関心があるとはいえない。2015
年に保護林設定管理要領の制定を契機に「郷土の森」は削除された。また森林・林業白書で紹介
される事例も、民間・地域団体が主導する事業であり、林野庁自身による価値創造の動きは鈍い。
こうした直営で森林レクリエーション事業を行うことに消極的な理由としては、①予算・人員削
減によって、歴史・文化的資産の保全・資源化・活用といった新規事業まで手が回らない、②2003
年 8 月に奥入瀬渓流で発生したブナ落枝による人身事故に伴う損賠賠償金の発生によって、森
林レクリエーション事業への関与に消極的になったこと（皆上ら、2015）などの理由がある。
４．おわりに
日本統治時代を含む林業遺構や人々の記憶を、林務局が主導する形で、資源化・活用してきた。
日本の場合には、森林鉄道車両が動態保存されている事例をみると、市町村等の地方公共団体や
観光組織、NPO、地元組織が主導して森林鉄道を動態保全してきており、台湾と大きく状況が異
なる。ただしこうした資産は、経年劣化や消失のリスクを常に抱えており、大規模な修繕等が必
要となる。国有林野事業が一般会計化され多面的機能の発揮がさらに求められている中で、林業
の歴史・文化的価値を高めるための林野庁直営の事業が検討されても良い。
引用文献（ウェブ情報は、2020 年 10 月 28 日取得）
(1) 行政院農委会林務局（2018）
「林業文化」
．https://recreation.forest.gov.tw/JP/Forestry/About
(2) 皆上伸・柴崎茂光・愛甲哲也・柘植隆宏・庄子康・八巻一成・山本清龍（2013）
「十和田八幡平国立公
園奥入瀬渓流におけるリスクマネジメントの現状と課題 -利用者と管理者の視点から-」
『林業経済研究』
Vol. 59（3）, 2013 年, 10～20 頁

（連絡先：柴崎茂光 shiba@rekihaku.ac.jp）
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「林業経済学」を問い直す
○ 峰尾

恵人（京大院農）

はじめに
筆者は本学会・分野の名称・あり方問題の再論を訴え，活動を継続すると述べた (1) が，
十分に活動を展開できなかった。進捗を気にかけて下さっていた方々にお詫び申し上げ る。
この度，京都大学での大会開催が延期されたのは残念であるが，筆者の考えを体系的に
提示し，双方向的に対話する好機でもあると考え，本稿を準備した。なお本稿は，
「林業経
済学」の問題の指摘と今後の指針および具体案の提示を目的とするエッセイ調の論文であ
り，学会・分野の変動を体験した先輩方が引退しつつある中，議論の機会の喪失を避けな
ければならないという問題意識に立って執筆したものである 。
名称問題としての「林業経済学」再論
「林業経済学」は，①学会，②分野，③学問体系の名称として用いられており，字義通
り解釈すると林業を対象とする経済学の応用分野である。一般に，林業は森林を仕立てて
木材を生産する産業，経済学は経済活動を対象として「経済学」として体系化された，固
有性と独立性，抽象的思考や演繹的推論等の特徴を持つ学問領域のことである。一方，今
日の「林業経済学」は，森林・林業・山村に関わる人文・社会科学系 学問全般と定義され
ている。この名称と実質の乖離は，混乱の種であり，学問の体系化の障害である。
本学会の名称問題は，分野と学問体系の名称論にも影響が及ぶ重要なものであると考え
るが，筆者がその再論を訴えた際の会員の反応は，三つに大別される。①なぜ大きな問題
と考えるのか理解できない；筆者の説明不足が原因であろう。②名称より学会として何を
するかが重要である；組織の名称は活動の検討の際に必ず参照されるから，名称への態度
が中途半端ならば続く議論も必然的に中途半端になる。③他に適当な案がなく，関係者の
合意形成コストが大きい；本学会は，森林・林業に関わる社会科学の専門家としての役割
を期待される人々の集団である。そのような集団が，自らの名称問題から逃避するとは情
けない限りである。一構成員として異議を申し立てざるを得ない。
日本学術会議（2017） ( 2) では，農業経済学は「世界と日本の農業，食料，農村，資源，
環境等に関わる諸問題を対象とし，経済学を中心とする人文・社会科学の方法により分析
し，現実社会の実態の解明を図るとともに，問題解決のための方法と手段を導く 分野」と
定義されている。文言を少し変更すれば，我々の分野を「林業経済学」と呼ぶことができ
ると考えられなくもない。しかし，農業経済学の諸課題は農業という産業なしに存在しえ
ないが，我々が扱う諸課題は林業という産業を必ずしも媒介としない。従って，我々の分
野を「林業経済学」と呼び，狭義の林業経済学を柱として体系化することには決定的な無
理がある。林業や経済学を広義に解釈できるという説に筆者は同意しない。我々が社会常
識を覆すことが可能だとも，そのような努力がなされているとも思っていないためである。
学会・分野・体系の新名称は，「林政学」が有望と考える。これは，2008 年「新『林政
学』宣言」 ( 3) と同様の結論である。しかし，この宣言は情緒的で論理を欠き，林政学とい
う名称でなければならない根拠やその具体像が示されていない，という短所がある。
「林業，林産業，山村さらには人間と森林との幅広いかかわりに関する社会科学および
人文科学」
（本会会則）を端的に表現する語は林政学の他に見当たらない。語のなじみの薄
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さや堅苦しさは，十分な説明・定義と，
「林業経済」を学会か学会誌の名称に残すことで補
完できる。
「林政学」は過去の否定の対象であり，復活には賛同できないという意見がある
(3) が，その過去の否定の原因は，戦後期における狭義の林業経済学の立ち遅れへの強い認

識と，官房学を批判するマルクス（派）の思想 ( 4) だろう。時代状況は大きく変化したし，
マルクスの考えに従わねばならない理由はないから，この意見を問題にする必要はない。
林政学は，例えば「森林や林業に関わる諸問題を，社会科学や人文科学の方法により分
析し，現実社会の実態の解明を図るとともに，問題解決のための方法と手段を導き，さら
には森林と人間・社会との望ましい関わり方の構想を目指す学問分野」と定義できる。学
会名はわかりやすさを重視して現状を維持し，学会誌名を「林政研究」ないし「林政と林
業経済研究」 に変更することでメルクマールとし，林政学と林業経済学の再定義や，今後
のビジョンに関する声明を発表する，というのが一つの望ましい形であると考える ( 補 論

1) 。

2009 年特別委員会報告における学会あり方論の批判的再検討
筆者がこの文書 ( 3) を初めて目にしたのは学部 4 回生の頃であった。読後に違和感を持ち，
それを解消するために，林業と経済学について自分なりに勉強してきたが，学べば学ぶほ
ど違和感は強まった。その後筆者が理解したのは，
「林業経済学」は，
「林政学」とでも「森
と共に生きよう学」と呼んでも差し支えないような曖昧なものであり，体系がなく，学会
員の大半はそのような現状に問題意識を持っていないということである。
第一に，現在の学会は熱意が失われているとし，それを基本的問題とする論調には同意
できない。①研究者の成果は学術的基準で問われるべきで，熱意 の有無は別次元の問題で
ある。②熱意は測定不能で，それが失われたとする根拠も不明である。③批判が林業経済
研究者の役割と考えられていたかもしれないが，今は 実務参与機会が増え，役割も変化し
ている。④現代の若手・中堅は厳しい状況に置かれ，「熱意」を表に出しにくい。
第二に，体系の存在が科学の要件であることに異論はなかろうが，この報告は，
「林業経
済学」には，「コア」（中核），「スタンダード」（標準），「ディシプリン」（規律） がないば
かりか，それを整えることは困難だと述べている。つまり，林業経済学が科学の要件たる
体系を具えておらず，自浄作用にその改善を期待できないことを露呈している。
第三に，上述の致命的欠陥に向き合わずに小手先の議論がなされているが，無意味であ
る。①若手の業績確保のために採択基準を下げることが選択肢の一つであるというが，本
末転倒であり，条件整備が先である，②「林政学」で食べて行けるのは半分くらいだから，
研究の幅を広げることが重要だというが，本質は本分野の学修を通じて社会科学の素養を
身に着けられる保証がないことである，③社会的にインパクトのある活動を考えるべきと
いうが，学問的基礎なしに社会的活動を行っても意味がない。
第四に，過去の論争の再検討，課題や方法の時代別解析，かつて林業経済研究所で行わ
れたような座談会の実施，分野レベルの底上げのための論争を誘発する仕掛けが必要であ
る，といった提案がなされたが，筆者の知る限り顕著な成果を挙げたものはない。
第五に，定期出版物のあり方が議論されたが，年報の出版は困難であることが今や明ら
かだし，『林業経済』誌との役割分担論は放置されている。特に，『林業経済』誌の学術誌
化によって言論の場が失われ，それに対する手立てがなされていないのは残念である。
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林業経済学分野の社会科学的水準への懸念
林業経済学に体系性が存在しないとすれば，その分野ないし個別の研究の「水準の低さ」
が当然の帰結として懸念される。こうしたことは ，客観的な根拠が示しにくい上に，人間
関係の密接さ故に厳しい批判をしにくいためか，これまで正面から議論されたことはなか
った。黒川 ( 5,6) ，赤尾 ( 7) ，嶌田 ( 8) による，一般経済学を尺度とする批判が数少ない例だが，
「そのような狭義の林業経済学だけが林業経済学とは思わない」という言い逃れが予想さ
れる。ここでは，岡・石崎編『森林経営をめぐる組織イノベーション』 ( 9) とその評価を例
として，本分野における「水準の低さ」の危険性を検討する 。
本書は，本分野で欧米研究の経験を持つ研究者の大半が参加したもので，
「日本の林業経
済学・森林政策学分野を代表する中堅・熟練研究者らが集まって編んだ一冊」とも評され
ている ( 10) が，方法論の根幹に深刻な欠陥が見受けられる。第一に，欧州と北米を中心に近
年大きく進展した森林分野のイノベーション研究等の，当然参照されるべき文献が参照さ
れていない。第二に，欧州の先行研究から「イノベーションの概念は客観的な尺度を持た
ずに，かなり象徴的に使用されていることがわかった」とし，
「さまざまな質的にも規模的
にも異なるもの」をイノベーションと称することを正当化しているが，方法論的定義は先
行研究の別の箇所に記されており，この理解は全く不適当である ( 補 論 2) 。第三に，鍵概念の
定義がおかしい。引用したとされる研究 (11) では，イノベーション研究の標準を踏まえ，組
織イノベーションは「ある事業体で経営的な戦略的意思決定の結果として生じる，商慣習
や職場組織，外部関係における新たな組織的方法の実行」，制度イノベーションは「公的・
政策的領域における新組織の導入や既存組織による新たな適応，法令や政策における新た
な規定の導入や規定の顕著な改善，政策の開発や実行過程における新たな手順の導入や手
順の顕著な改善」と定義されている。本書の「大小様々な組織・制度の改革・革新」，「旧
来の枠にとらわれない民間の主体的な動きから生まれるというイメージ」 を込めたもの，
なる「組織イノベーション」の定義はここからかけ離れている。そして，根本の書評

( 10)

や

熊崎 (12) はこれらの欠陥に言及しておらず，肯定的に評価している。
以上のように，本書およびそれに対する評価は，本分野の方法論への関心への稀薄さと
相互批判の限界を示唆しており、本分野の「水準の低さ」への危惧を募らせるものである。
林業経済学分野の悪しき体質の原因と今後の道
上に述べてきた問題どれ一つをとっても，本分野の現状は惨憺たるものである。その内
部者がこのような現状に安住しえているのはなぜであろうか。
まず擁護として，ここ数十年間林業・林学が厳しい逆境に置かれ，それをしのぐことが
現実的課題であったことが挙げられよう。分野内の研究課題と方法の分散により相互批判
が起こらなくなった ( 13) ことも一因であろう。重要な要因として，外部からの監視の利きに
くさが挙げられる。林業経済学や林野行政は，神門善久 ( 14) が批判する農業経済学や農政と
同様かそれ以上に独自の語彙や論理にあふれている。林業構造や多面的機能といった基本
的な語彙すら，一般の人が意味を直ちに理解しうるとは思えないし，専門家の間でも意味
合いは一定しない。これが参入障壁となり，我々を閉じた世界に安住させ ているのである。
人的多様性の低さも自覚すべきである。学会員の大半は少数の国立大学出身で，国公立の
大学や研究機関，行政組織に所属している。この経歴や所属の多様性の低さは，我々が緊
張感を欠くなれ合い集団に転落するリスクを高めている。
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今後のシナリオは 3 つある。①現状維持＝衰退，②林業経済学という既存名称を指針に
再興を図る，③自己分析を踏まえて分野と学問体系を再編し，再命名とともに再出発する，
である。筆者が第三のシナリオを望ましいと考えていることは，既述の通りである。
我々の分野は，特定の理論的体系の学修から出発し，それに適合した課題を対象とする
のではなく，社会課題の認識が優先され，それに見合った方法論が後から検討される 点に
特徴がある。これは，教育課程や，扱う課題の幅広さや特徴に起因するものだろう。分野・
学問体系の再編にはこの点への認識が必要である。外部との緊張感を伴う交流も不可欠で
ある。外部との交流は手段であって目的ではない。意味のある交流のためには自己開示が
不可欠であり，そのような交流が自己認識と分野レベルの向上につながるはずである。
さらなる具体策として，3 点を提起する。①林業経済学会 50 年誌に続くマイルストーン
的書物の編集；学会 50 年誌は労作だが，全体的な解説や基礎概念の平易な説明を欠いて
いる。本分野を開かれたものにするとともに，内部者の意思疎通 の円滑化や生産性の向上，
若手の育成のために，林業経済学の通史，体系や基礎概念をなるべく平易に解説した書物
( 15)

の編纂が必要である。②学会長講演や受賞者講演の重視と記録；熟練した研究者が自ら

の研究や分野を振り返り，ビジョンを提示し，その記録を後世に残す機会として位置付け
るべきである。③『林業経済』誌が有していた開かれた言論の場の再興 ；筆者が研究や思
索を進める上で，
『林業経済』誌上の時評記事から得るものは極めて大きかった。このよう
な場が失われていることは大きな損失である。
注と参考文献
(1) 『林業経済』Vol.72(6)参照。
(2) 日本学術会議『大学教育の分野別質保証のための教育課程編成上の参照基準 農学分野』29 頁
(3) 「学会・学会誌のあり方等検討特別委員会報告」
『林業経済研究』Vol.55(2), 2009 年, 57～68 頁
(4) マルクスは，資本論第 2 版のあとがきにおいて，官房学を「いろいろな知識の混合物」と称するなど，
ドイツ官房学を批判している。マルクス著・向坂逸郎訳『資本論』岩波書店, 1967 年, 9 頁
(5) 黒川泰亨「林業経済研究の課題と日本林業の発展方策」
『林業経済』Vol.39(1), 1986 年, 2～4 頁
(6) 黒川泰亨「林業経済研究の展開と今日の課題」
『林業経済』Vol.43(6), 1990 年, 1～6 頁
(7) 赤尾健一「応用科学・社会科学としての林業経済学とその個人的展望」
『林業経済』Vol.47(4), 1994 年,
11～13 頁
(8) 嶌田栄樹「林業「経済学」による森林・林業政策の評価」
『林業経済』Vol.72(6),2019 年, 18～19 頁
(9) 岡裕泰・石崎涼子編著『森林経営における組織イノベーション』広報ブレイス, 2015 年, 331 頁
(10) 根本昌彦「岡裕泰・石崎涼子編著『森林経営をめぐる組織イノベーション-諸外国の動きと日本-』
（書
評）
」
『林業経済』Vol.68(11), 2016 年, 11～17 頁
(11) Rametsteiner E., Weiss G., Ollonqvist P., Slee B. (Eds.) (2010) Policy Integration and
Coordination: the Case of Innovation and the Forest Sector in Europe. COST Office, 199pp.
(12) 江原誠・石崎涼子・早舩真智「私の研究史〈熊崎実〉
」
『林業経済』Vol.69(10), 2017 年, 3～10 頁
(13) これを指摘した例として，土屋俊幸「90 年代の研究動向」林業経済学会編『林業経済研究の論点』
日本林業調査会, 2006 年, 89～101 頁 ; 柴﨑茂光「国有林の公共性を論じながら学会の公共性を考え
る」
『林業経済研究』Vol.61(2), 2015 年, 35～37 頁
(14) 神門善久「農業経済学の反省」
『農業経済研究』Vol.73(2), 2001 年, 63～72 頁
(15) 例として，中安・荏開津編『農業経済研究の歴史と展望』, 文化経済学会<日本>編『文化経済学 :
軌跡と展望』, 進化経済学会編『進化経済学ハンドブック』
，日本経済学会編『日本経済学会 75 年史』
。
(*) 補論は右記アドレスで公開している。https://sites.google.com/site/keitomineo
（連絡先：峰尾

恵人

mineo.keito.78n@kyoto-u.jp）
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中国の地域別森林資源動態に関する計量時系列分析
－U 字型仮説の検証－
○TAN JIAZE（筑波大院生命環境）
、立花 敏（筑波大生命環境）
はじめに
森林資源と社会経済の関係において, 永田信ら (1994) 1) は「森林資源の U 字型仮説」を提唱
した。その実証分析には, 中国を対象としたパネルデータ分析によって同国が U 字の後半局面
に位置することを明らかにした Zhang et al.(2006)2) や, これに対して反論した Wang et
al.(2007)3) がある。中国以外では Michinaka et al. (2013) 4) がカンボジアを対象とした研究を
行っている他, 世界各国を対象として森林面積と人間開発指数 (HDI) の関係に注目した研究

5)

も行われている。また, Miyamoto et al. (2014)6) はマレーシアを対象とした分析で, 赤池情報
量規準（AIC）を用いたモデルの選択を行った。最近では Tan ら（2020）7) が EKC 仮説に関す
る先行研究 8) で指摘されている N 字型カーブの存在を考慮した, 2 乗項や 3 乗項を組み込んだ
非線形のモデルを用いて分析を行った。
しかし, 従来のこうした森林資源の U 字型仮説に関する実証研究では, 時系列データの持つ
非定常性に関する対応が十分に行われていなかった。社会経済に関する時系列データを用いた
回帰分析において, 近年ではデータの定常性を確保することが必須となっている。非定常過程
のまま回帰分析を行うと, 本来は関係ない変数同士の組み合わせに誤った関係を見出してしま
う「見せかけの回帰」が発生する恐れがある。前述の先行研究では, こうした「見せかけの回帰」
に対する検定が不足していたと考えられる。そこで，本研究ではデータの定常性や変数間の共和
分関係の検定を踏まえ, ベクトル自己回帰（以下、VAR）モデルを用いることで, 分析の更なる
精緻化を図ることとする。この計量時系列分析の手法を取り込むことで, 著しい経済成長と共
に森林面積が急速に増加に転じている中国を事例とし, 森林資源の U 字型仮説の再確認と, そ
の地域性を明らかにすることを本研究の目的とする。
用いるデータと分析方法
中国にある 30 の省・自治区・直轄市

表－1 変数と符号条件

（以下, 省）を対象に 1993～2018 年を

変数名

符号条件

出典

分析期間とした年次のデータセットを

森林面積

＋

全国森林資源調査

PGDP

＋/－

中国統計年鑑

人口

＋/－

中国統計年鑑

丸太輸入量

＋

FAOSTAT

作成した。表－1 に示す変数には, 森林
面積, 1 人当たり GDP（以下、PGDP）,
人口, 丸太輸入量についてそれぞれ対
数変換した値を用いた。なお, 森林面積
については 5 年おきに中国政府が公表

注：全国森林資源調査の結果は, 中国統計年鑑
に記載されていたものを用いた。

する「全国森林資源調査」の結果を, 線
形補完することで年次データとしたものを用いた。丸太輸入量はデータの制約から, 中国全体
の丸太輸入量データを用い, 国レベルの丸太輸入が省に与える影響についての代理変数とした。
符号条件は表－1 に示す通りである。森林面積の増加には, 後述するように環境造林の影響が含
まれていると考えられる。環境造林の中には森林整備や林道建設といった投資も含まれている
ため, 森林面積の増加に対して正の影響をもたらすと考えられる。PGDP は森林資源の U 字型
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仮説に従い, 経済水準が低い段階では林産物需要の増加などに伴って伐採が森林面積に対して
負の影響を与えるが, 経済水準が一定水準に上昇すると林産物需要の増加が林産物価格の上昇
をもたらすことで, 経済目的の造林が増加して森林面積に対して正の影響をもたらすと考えら
れる。人口の増加は, 食料需要の増加に伴う森林の農地への転用などを通じて負の影響をもた
らす一方, 中国においては「植樹節」など大衆動員型の造林政策を通じて正の影響をもたらす可
能性も考えられる。丸太輸入量は, 中国における林産物の需給ギャップの解消を通じて, 森林
伐採圧の緩和と更なる造林の推進に繋がることで, 正の影響をもたらすと考えられる。
分析手法は, 単位根検

表－2 単位根検定と共和分検定の結果

定, 共和分検定, VAR モ
デルを用いた分析の 3 ス
テップからなる。単位根
検定では一般的によく使
われる ADF 検定を用い,
全ての省に対して変数ご
とに検定を行った。検定
の結果は表－2 に示す通
りであり, ほとんどの省
および変数には単位根が
あることが分かった。一
部では単位根なしの結果
も見られたが, 村尾
(2019)

9)

を参考に分析結

果における変数の解釈を
容易にすべく, 全て 1 階
の階差をとった。次に各
省に対して, 全ての 2 変
数の組み合わせに対して
共和分検定を行った。使
用可能なサンプル数が少

北京
天津
河北
山西
内蒙古
遼寧
吉林
黒竜江
上海
江蘇
浙江
安徽
福建
江西
山東
河南
湖北
湖南
広東
広西
海南
四川
貴州
雲南
西蔵
陝西
甘粛
青海
寧夏
新疆

注

単位根検定の結果
lnFA
lnPGDP
-3.113
-1.39
-0.951
1.069
-4.423
0.158
-3.245
-0.066
-1.975
-1.643
-1.492
-1.655
-1.38
-0.892
-2.755
-0.377
-2.569
-1.923
-3.965
-1.272
-2.024
0.145
-4.491
-4.145
-3.226
-2.738
-4.763* -2.102
-1.722
-0.345
-1.489
-1.653
-2.103
-2.049
-2.54
-2.38
-5.022* -1.249
-0.631
-2.324
-1.232
-1.726
-0.836
-2.33
-2.011
-1.938
-0.547
-1.758
-1.885
-2.669
-1.265
-1.511
-1.991
-0.046
-1.504
-1.497
-1.562
-1.756
-1.347
-1.003

lnPOP
lnIMP
-1.991
-1.713
-2.794
-1.713
-1.653
-1.713
-2.359
-1.713
-2.868
-1.713
-0.71
-1.713
0.633
-1.713
-1.025
-1.713
-0.496
-1.713
0.196
-1.713
-0.778
-1.713
-1.802
-1.713
-1.591
-1.713
-3.355
-1.713
-4.201
-1.713
-2.389
-1.713
-1.766
-1.713
-1.719
-1.713
-1.355
-1.713
-2.251
-1.713
-1.348
-1.713
-1.294
-1.713
-2.493
-1.713
-3.981* -1.713
-1.502
-1.713
-1.045
-1.713
-2.791
-1.713
-3.037
-1.713
-0.507
-1.713
-1.12
-1.713

共和分検定の結果
lnFA/lnPGDP lnFA/lnPOP lnFA/lnIMP
2.259
14.472
4.678
0.455
4.356
1.768
0.196
1.763
2.497
1.07
0.492
2.84
0.516
1.754
1.528
0.999
0.104
1.502
0.215
2.594
1.207
0.219
2.102
1.231
3.062
2.252
5.978
5.353
0.221
6.202
0.082
1.413
1.359
0.184
0.347
1.889
0.107
1.729
1.277
0.121
0.152
1.495
0.074
1.751
1.903
0.272
0.401
2.411
0.17
0.173
2.426
0.145
1.196
1.673
0.173
1.979
1.452
0.403
0.392
2.538
0.495
1.977
1.808
0.315
0.8
1.725
0.164
0.412
3.634
0.189
0.223
2.065
0.246
7.975
1.318
0.171
0.161
1.879
0.572
0.792
4.423
6.249
2.056
3.239
6.056
0.789
2.397
6.082
1.592
16.702

***は 0.1%水準, **は 1%水準, *は 5%水準, .は 10%水準

で統計的に有意であることを示す。

ないことを考慮し, 本研究では Phillips-Ouliaris の共和分検定を行った。検定の結果, 全ての
省および変数間に共和分関係は存在しないことが分かった。最後に, これまでの検定結果から,
ほとんどの省で単位根があることと, 共和分関係がないことが明らかにされたため, VAR モデ
ルを用いた時系列分析を行った。本研究で想定する VAR モデルを以下のように定式化した。
Δ𝑦𝑘 = 𝛼𝑖 + 𝛼𝑖 t + 𝛽𝑘+1 ∑𝑛𝑘=1 Δ𝑦𝑘+1 + 𝛾𝑘+1 ∑𝑛𝑘=1 Δ𝑥𝑘+1 + 𝑢𝑖
なお, 𝛼𝑖 は省 i の定数項, 𝛼𝑖 t は省 i のトレンド項, 𝛽𝑘+1 は k+1 次の変数 y のラグ項の係数,
𝛾𝑘+1 は k+1 次の変数 x のラグ項の係数, 𝑢𝑖 は誤差項である。ラグ次数については, 全て AIC を
用いて決定した。定数項とトレンド項については, 最初に定数項あり・トレンド項ありのモデル
で分析を行い, その結果が有意でなければ定数項あり・トレンド項なしのモデルで分析を行い,
それでも有意でなければ定数項なし・トレンド項なしのモデルで分析した。
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VAR モデルの結果と考察
分析結果の一部を表－3

表－3 VAR モデルの分析結果：lnFA および lnPGDP の場合

に示した。まず, VAR モデ
ルの分析結果からは, 多
くの省において森林面積
の 1 期前ラグ項が有意と
なった。符号は正で, 係
数の値は 1 より小さかっ
た。符号条件で述べた通
り, 中国の森林増加は大
規模な環境造林に支えら
れており, そのための投
資も急増している

10)

。中

国における森林への投資
には, 育苗や整地, 植
栽, 除草, 林道などへの
投資が含まれており

11)

,

これらの影響がタイムラ
グを伴って現れたものと
考えられる。また, 中国
では造林の際に活着率
85%を満たすことが条件
とされており, それ以下
の場合は不合格となって
捕植などの措置がとられ
ること

12),

北京
天津
河北
山西
内蒙古
遼寧
吉林
黒竜江
上海
江蘇
浙江
安徽
福建
江西
山東
河南
湖北
湖南
広東
広西
海南
四川
貴州
雲南
西蔵
陝西
甘粛
青海
寧夏
新疆

注

lnFA1
0.75***
0.446.
0.582**
0.872***
0.836**
0.133
0.87***
0.78***
0.601**
0.735***
0.898***
0.702***
0.765***
0.349.
0.732***
0.761***
0.844***
0.582**
0.619*
0.942***
-0.291
0.3
0.702**
-0.37.
0.219
-0.084
0.813**
0.283
0.426.
0.558**

lnPGDP1
0.009
0.004
0.109.
0.02
-0.002
0.005
-0.004
0.015.
0.492
0.204
0.007
0.045.
0.016
0.047.
0.02
-0.472
0.036
0.109.
0.017
-0.0002
0.046
0.003
-0.001
-0.034
-0.036
-0.064
0.107
1.082
0.127
-0.217

lnFA2
-0.054
0.019

lnPGDP2 lnFA3
0.003
-0.009
-0.26* -0.111

-0.142

0.048

0.027

0.011*

0.066
-0.107

0.049.
0.398**

0.213
-0.033

0.173

-0.021

0.003

-0.096

0.015

-0.014

0.04

0.066

0.551**
0.016
-0.052
0.076
-0.021

0.067
0.105*
-0.006
-0.299
-0.219

-0.11

lnPGDP3
0.132
-0.3*

定数項

トレンド項 ラグ次数 決定係数
3
0.94
0.006**
3
0.74
1
0.76
1
0.91
2
0.69
0.001** 0.00002*
1
0.39
2
0.99
1
0.84
1
0.45
1
0.86
1
0.99
1
0.92
1
0.92
-0.076**
3
0.92
-0.331**
3
0.87
0.002*
0.0001.
1
0.7
-0.161*** 0.001***
3
0.87
1
0.76
0.014
3
0.73
1
0.96
0.005*** -0.0001**
1
0.28
0.001.
1
0.09
2
0.88
0.006*** -0.0002***
1
0.6
2
0.76
0.002*
2
0.19
2
0.82
2
0.09
-0.54
0.023*
-0.001.
3
0.44
0.0088.
-0.0003.
1
0.51

***は 0.1%水準, **は 1%水準, *は 5%水準, .は 10%水準で

統計的に有意であることを示す。

活着率はそれほど高くないこともあり, 造林活動にはある程度のトレンドが存在す

ると考えられる。次に, PGDP はいくつかの省で有意になったものの, 係数の値は森林面積より
も小さく, 省によって符号は異なる結果となった。PGDP の増加によって森林面積が増加した
省では, 符号条件の通りに林産物需要の増加が林産物価格の上昇を通じ, 人工林造成をもたら
すパターンが考えられる。他方で, PGDP の増加によって森林面積が減少した省の中には PGDP
が中程度の省も含まれていたが, こういった省では経済建設に伴う林地転用を加速させる 13) パ
ターンが発生している可能性がある。どちらにおいても, PGDP の増加が森林面積に影響を与え
るまでには多少のタイムラグを伴うことが分かった。また, 人口は多くの省で有意にならなか
ったが, 一部の省では正に有意となった。人口増加が森林面積の増加に寄与する要因としては,
大衆動員型の植林政策などが考えられるが, 分析結果から大部分の省においては目立った効果
をあげていないことが伺えた。丸太輸入量については, 内陸部を中心にいくつかの省で正に有
意となり, 係数の値は 1 よりも小さかった。これは内陸部を中心に劣化した森林保護・造林政策
が行われ, それによって生じた林産物の需給ギャップをロシアなどからの丸太輸入が埋め合わ
せたことで, 更なる政策の推進というサイクルに繋がったと考えられ, 符号条件と整合的であ
る。タイムラグの存在は, こうしたサイクルの影響が反映されたものではないかと思われる。
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今後の課題としては, 分析手法の更なる精緻化が挙げられる。例えば, 今回の分析で使用し
た単位根検定である ADF 検定では構造変化が考慮されておらず, 誤った結果を導いている可能
性がある

14)

。そのため構造変化の存在を考慮した単位根検定である, ペロン検定や Zivot-

Andrews 検定を用いた分析を行う必要があると考えられる。
引用文献
(1) 永田信・井上真・岡裕秦 (1994) 森林資源の利用と再生－経済の論理と自然の論理－，農山
漁村文化協会，32-43 頁.
(2) Yufu Zhang，Satoshi Tachibana，Shin Nagata (2006) Impact of socio-economic factors on
the changes in forest areas in China. Forest Policy and Economics，9 (1)：63-76.
(3) Sen Wang，Can Liu，Bill Wilson (2007) Is China in a later stage of a U-shaped forest
resource curve? -A re-examination of empirical evidence-. Forest Policy and Economics，10
(1-2)：1-6.
(4) Tetsuya Michianka，Motoe Miyamoto，Yasuhiro Yokota，heng Sokh，Sethaphal Lao &
Vuthy Ma (2013) Factors Affecting Forest Area Changes in Cambodia: An Econometric
Approach. Journal of Sustainable Development，6 (5) : 12-25.
(5) Tetsuya Michinaka，Motoe Miyamoto (2013) Forest and Human Development：An analysis
of the Socio- Economic Factors Affecting Global Forest Area Changes. Journal Society of
Forest Planning，18 (2)：141-150.
(6) Motoe Miyamoto，Mamat Mohd Parid，Zakaria Noor Aini，Tetsuya Michinaka (2014)
Proximate and underlying causes of forest cover change in Peninsular Malaysia. Forest
Policy and Economics，44：18－25.
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(8) Billur Engin Balin，H. Dilara Mumcu Akan (2015) EKC Hypothesis and the effect of
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(9) 村尾博 (2019) R で学ぶ VAR 実証分析－時系列分析の基礎から予測まで－，オーム社，133143 頁.
(10) 森林総合研究所 (2010) 中国の森林・林業・木材産業－現状と展望－，J-FIC，207-208 頁.
(11) 国家林業局 (2004) 中国林業統計指標解釈，中国林業出版社，199-200 頁.
(12) 平野悠一郎 (2009) 中国における森林関連の公式統計の特徴と問題点－その集計基準・方
法からの考察－，林業経済，61 (11)：24 頁.
(13) 森林総合研究所 (2010) 前掲，J-FIC，239-249 頁.
(14) 黒住英司（2007）経済時系列分析と単位根検定：これまでの発展と今後の展望，日本統計
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北海道の国⽴公園における公開情報による管理有効性評価の可能性
○閻 安・愛甲 哲也（北海道⼤学⼤学院）
はじめに
生物多様性を長期的かつ有効に保護するために自然保護地域が指定されているが，自然保護
地域が適切に管理されておらず「ペーパーパーク」と称される状況になっている国も少なくな
い（Visconti et al., 2019）
。自然保護地域の管理実態を把握し，将来の管理運営の方向性を示す
ために，IUCN(世界自然保護連合)により「管理有効性評価(以下、MEE)」が開発され、生物多
様性条約の愛知目標 11 の評価項目ともなっている（CBD,2010. CBD,2020）
。MEE は，保護地域
の現状，計画，運営基盤，プロセス，取り組み，成果という 6 つの要素から，保護目標の全体
的な達成度を得点化し評価するものである（Hockings et al., 2006）
。
MEE は、現在まで 169 カ国で，2 万を超える実施例がある（UNEP-WCMC & IUCN,2020)。日
本は，IUCN による世界自然遺産の外部評価のみが実施されていたが (IUCN,2017)，2018 年よ
り環境省が国立公園の管理有効性評価を開始した。これまでに 6 つの国立公園の評価が完了し
たが，他国と比べて，評価数は少ない。
また、MEE には利害関係者の参画が必要とされる（CBD,2010）
。MEE の評価のプロセスに利害
関係者が参画している事例も少なくない。日本の国立公園は地域の協働型管理を目指している
が（環境省, 2014）
、現状の MEE は環境省，地方環境事務所の職員と専門家のワークショップ
により評価されており、地域の利害関係者の参画は考慮されていない（環境省, 2020）
。
そこで本研究では，国立公園の公開情報を活用し MEE の実施可能性を示し，６つの基礎要素
の評価状況と各国立公園の管理状況の関係を明らかにする。また，協働型管理に関する評価項
目の評価可能性を検討することを目的とする。
研究対象と⽅法
北海道において MEE が未実施の国立公園（利尻礼文サロベツ，知床，釧路湿原，支笏洞爺）
を研究対象とし，環境省及び地方環境事務所のウェブサイト，世界自然遺産や自然再生協議会
のウェブサイト，印刷物などの資料・文献を収集した。また、日本版 MEE シートにある 69 項
目から，協働型管理に関する項目を抽出した。収集した資料に基づいて、仮評価を実施した。
項目ごとに「公開資料から評価できる項目」
「事務所判断がなければ評価できない項目」
「事務
所の確認及び資料追加が必要な項目」に分類し，国立公園ごとに基礎要素と地域の協働型管理
に関する項目の評価状況を分析した。
結果
１ 対象国立公園全体の評価状況
研究対象とした国立公園の評価状況をまとめた結果，資料から評価できる項目の比率の平均
値は 71.4%で，その中で，最も高い国立公園は知床国立公園（79.7%）で，最も低い国立公園は
支笏洞爺国立公園（63.8%）であった。
２ 各要素の評価状況
６つの基礎要素のうち，
「基本情報」と「計画」の項目はほとんどが資料から評価できる項
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目であった。しかし，計画の進捗に関して具体的な成果指標の設定，計画の点検更新に関して
は，事務所の確認と資料追加が必要だと考えられた。
「運営基盤」と「成果」の全ての項目に
ついては，全ての項目の評価に事務所判断が必要だと考えられた。
「プロセス」と「取り組
み」の項目については，各国立公園の評価状況が異なっていた。
具体的な項目に注目すると，
「プロセス」における自然資源，文化資源，利用体験と社会経
済に関する調査データの有無に関する項目は，事務所判断及び事務所の資料の追加が必要だと
考えられた。
「取り組み」の風致景観，各種資源の保全の適切さに関する項目，特に文化資源
の保全にも，事務所判断及び資料追加が必要だと考えられた。
３ 協働型管理に関する項目の評価状況
協働型管理については，情報共有の透明性，協議会の設置の有無，計画策定の関係者参画程
度，意見聴取反映の程度，情報公開程度，関係者の連携活動の有無，関係者の役割と費用負
担，地域振興に関する取り組みが評価対象となっている。
協働型管理に関する項目のうち資料から評価できる項目の比率は 65.6%であった。知床国立
公園は 87.5%で最も高く，支笏洞爺国立公園は最も低く 37.5%であった。
考察
結果から，保護地域に関する各種資料の豊富さと公開状況，自然保護事業の展開状況，自然
保護地域の指定状況などが MEE の実施に関係があり，自然保護地域の協働型管理に関する評価
には事務所の資料や利害関係者の意見が必要だと考えられた。
今後、こういった仮評価結果の妥当性と評価の促進の効果を確認し，地域協働に関する評価
項目について利害関係者の参画を検討する必要があると考えられる。
引⽤⽂献
CBD (2010) Decision Adopted by the Conference of the Parties to the Convention on Biological
Diversity at its Tenth Meeting. X/31 Protected areas, 5pp. https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop10-dec-31-en.pdf（2020 年 11 月 9 日閲覧）
CBD (2020) Update of the Zero Draft of the Post-2020 Global Biodiversity Framework, 5pp.
https://www.cbd.int/doc/c/3064/749a/0f65ac7f9def86707f4eaefa/post2020-prep-02-01-en.pdf（2020 年
11 月 9 日閲覧）
Hockings, M., Stolton, S., Dudley, N. & Phillips, A. (2006) Evaluating Effectiveness – A Framework for
Assessing the Management of Protected Areas. IUCN – The World Conservation Union,
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAG-014.pdf（2020 年 11 月 9 日閲覧）
IUCN (2017) IUCN World Heritage Outlook 2. 54pp,
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2017-053-En.pdf（2020 年 11 月 9 日閲覧）
UNEP-WCMC and IUCN (2020) The Global Database on Protected Area Management Effectiveness
(GD-PAME). https://www.protectedplanet.net/en/thematic-areas/protected-areas-managementeffectiveness-pame（2020 年 11 月 9 日閲覧）
Visconti, P. et al. (2019) Protected area targets post-2020. Science 364,239-241
環境省（2014）国立公園における協働型管理運営を進めるための提言. 7pp,
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戦時下の鳥取県旧大山村における木材供出運動
－旧村役場文書の分析－
○小林
はじめに

正紘・芳賀

大地（鳥取大）

「非常伐採可能林分報告書」

太平洋戦争末期、木材生産量の不足が深刻化し、

「昭和19年度非常伐採計画書」
昭和19年 「昭和19年度民有林伐採に関する伐採計画書」

政府は戦争の継続と木材の確保のため木材統制法等

「昭和19年度木材非常伐採計画」

による木材の生産や流通の統制を進めた。各地方自

「木材生産労務者調」
「昭和20年度民有林非常伐採林分通達」

治体に対して強制伐採を前提とした民有林非常伐採

昭和20年

計画の作成と遂行を命じた。これまでの先行研究に

昭和21年 「昭和21年度用材伐採可能林分報告書」

「昭和20年度非常伐採計画書」

より、これらの計画の成立過程と実行過程が明らか 表 1 各年度の資料の一覧
にされ、統制制度の一部としての強権性が示されてい
る。一方で地域レベルでの伐採計画の実態については
ほとんど明らかにされていない。そこで、本研究では
当時の公文書を基に、伐採計画のデータに注目し、森
林計画としての性質を明らかにすることを目的とす
る。
調査方法
旧大山町の民有林非常伐採計画に関する当時の公
文書から複数の林分データを抽出し分析を行った。な 図 1 総伐採量の樹種別内訳
お、木材非常伐採計画、民有林伐採計画等の表記がさ 注：非常伐採可能林分報告書より作成
れているものを該当資料と判断した。抽出したデー
タの項目は伐採林分の伐採量、伐採面積、地区名、樹
種、伐出の難易度、作業員数、等である。今回の研究
で用いた史料は、鳥取県公文書館所蔵の旧大山村役
場文書の内、民有林非常伐採計画関連文書が主な内
容の「昭和 19 年度年度以降民有林非常伐採」「昭和
20 年度年度ヨリ民有林非常伐採」「昭和 19 年度年度
以降民有林非常伐採指定書」、そして民有林非常伐採
計画以外の薪炭林や松根油等の計画の文書も多く含
む「木材関係綴」の計 4 点である。今回は前者 3 点
の 6 個の資料（以下、資料群 A）の「非常伐採可能林 図 2 総伐採量の搬出便否別内訳
分報告書」
「昭和 19 年度非常伐採計画書」
「昭和 20 年 注：非常伐採可能林分報告書より作成
度民有林非常伐採林分通達」
「昭和 19 年度民有林伐採に関する伐採計画書」
「昭和 20 年度非常伐
採計画書」
「昭和 21 年度用材伐採可能林分報告書」
、そして「木材関係綴」の 2 個の資料（以下、
資料群 B）
「昭和 19 年度木材非常伐採計画」
「木材生産労務者調」を基にデータを抽出した（表
１）
。民有林非常伐採計画関連文書 3 点については旧大山村内における 9 地区の伐採計画の年度
別の推移に注目した。木材非常伐採計画では昭和 19 年の鳥取県西伯郡と米子市におけるデータ
が存在し、旧大山村と他地域の比較に注目した。
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結果
資料群 A
鳥取県旧大山村における昭和 19 年度の計画伐
採量は 19,846 ㎥、20 年度は 8,801 ㎥、21 年度は
11,687 ㎥であった（図 1）
。各年度の総伐採量の内
マツの割合は約 91～94%であった。各年度の林分
の主な搬出便否（搬出しやすいものから順に甲乙
丙とする搬出難易度の評価）は、19 年度は甲が

図 3 旧大山村の 19 年度分総伐採量の地
区別推移内訳
なっており、それぞれ搬出が容易な林分から順に
注：非常伐採可能林分報告書、昭和 19
伐採が予定されていた(図 2)。それに関連し昭和 年度非常伐採計画書、昭和 19 年度民有
19 年 4 月に鳥取県は「搬出の便否を参酌し甲に属 林非常伐採に関する伐採計画書より作成
61％、20 年度は乙が 97％、21 年度は丙が 89％と

するものを優先せしめ漸次乙丙に及ぶこと」という
通牒を出し、同年 6 月の県令の民有林非常伐採規定
においても同様の記述が見られた。各年度の ha 当
たりの伐出量は、19 年度は 140 ㎥、20 年度は 104
㎥、21 年度は 69 ㎥と年々減少していた。同じ年度
を対象とした計画を見ると、19 年度分では、当年
分調査報告書と通達書における今在家と佐摩の搬
出量の変化が激しかった。また、通達書では今在家

図 4 各地域の伐採量

と坊領が除外されていた（図 3）。

注：昭和 19 年度木材非常伐採計画より

資料群 B
鳥取県西伯郡と米子市の各地域と比較すると、旧
大山村は伐採量（図 4）、伐採面積（図 5）、伐採件数
が多いが作業員数が少なかった。また同村は一人又
は一件当たりの伐採量（図 6）と面積（図 7）が大き
く、全作業員数における牛馬車の作業員数の割合が

図 5 各地域の伐採面積

小さかった。（図 8）

注：昭和 19 年度木材非常伐採計画よ
り作成

図 6 作業員 1 人当たりの伐採量

図 7 作業員 1 人当たりの伐採面積

昭和 19 年度木材非常伐採計画、木材生

注：昭和 19 年度木材非常伐採計画、木材生

産労務者調より作成

産労務者調より作成
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考察
伐採資源はマツが中心であるのは、旧大山
町の森林において戦前から形成されたアカ
マツの天然林や人工林が目立っていたため
であると考えられる。搬出便否について搬出
が容易な林分から順に伐採が予定されてお
り、それは県からの指示に基づくものであっ
たと言える。また総計画伐出量は 19 年度分
が顕著に多く、単位面積当たり材積が年々減
少していた。これは、国の要綱で求められて

図 8 牛馬者作業員数に対する伐採量

注：昭和 19 年度木材非常伐採計画、木材
生産労務者調より作成

いる木材の緊急増産という目的に応えるた
めであったと考えられる。このように国から
の指示に従って保続性よりも短期的な生産
性を重視していた。
同年度を対象とした計画でも調査によって
総伐採量や地区内訳に大きな差があった。調
査や計画の編成方針に一貫性が無かったと
考えられる。そのため、施業指針の計画とし
ての有効性には疑問が残る。木材の緊急増産
を求める国の要請に沿って編成されたが、森
林計画の軸であるべき保続性を無視してお

図 9 全作業員数における牛馬車の作業員
数の割合
注：木材生産労務者調より作成

り、計画の編成過程に一貫性が見えず、当時の林政において現場が混乱していた事が表れている。
また、旧大山村地域は人員に対する伐採量が多く、必然的に人手不足になったと予想される。
実際、民有林非常伐採計画においては、旧大山村の木材伐出における労働力の不足を指摘する記
述もあり、また、労務の確保に関する協議が行われていた。旧大山地区が他地域より進捗が遅れ
ていた要因として旧大山村の面積が広大であった可能性が考えられ、今回のデータも概ねその
傾向を示している。更に、搬出に必要な牛馬車の割合が少なく（図 9）
、搬出の大きな課題にな
っていたと考えられる。
総括すると、民有林非常伐採計画では森林資源と労働力に対する過剰な目標が設定されてい
た。特に旧大山村の伐採計画は戦争遂行を目的とする軍需により保続性が軽視され、近隣地域と
比べても実現性の低い計画となっていたと言える。
（連絡先：小林

正紘

aokbysi@gmail.com）
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市町村の独自施策における外部資源の活用
－5 自治体の独自施策に着目して－
○鈴木

春彦・柿澤

宏昭（北海道大学）

はじめに
地方分権化により市町村森林行政の役割は拡大し，分権化対応や地域課題に即した政策展開
が期待されている。一部の市町村では，1980 年代後半から都市型社会への移行を受けて，自然
環境保全や土地利用の中に森林を位置づけた政策を展開している(1)。さらに，2018 年度の全国市
町村を対象としたアンケート調査結果によると，森林・林業関係の条例や，施策のビジョンや具
体的な施策などを定めた総合的な行政計画を策定する市町村は 36％まで広がってきている(2)。
市町村森林行政の強化について，これまでの研究では，専門的知見を有する専門職員や，方針
策定などで主導的な役割を果たす中間管理職（ナレッジ・プロデューサー）など内部人材の重要
性が指摘されてきた(3)。しかし，多くの市町村の林務担当体制は脆弱であり，また各種専門性も
求められることから，市町村を外部から支える体制をどのように構築するかについて検討する
必要がある。相川は外部支援者として都道府県による市町村支援について言及したが(4)，研究機
関やコンサルタント，林業事業体などの果たす役割についての詳細な研究はされていない。
そこで本研究では，独自施策に取り組む５自治体を事例として，研究機関やコンサルタント，
林業事業体などの外部組織・人材と外部資金（これらを以下「外部資源」と呼ぶ）の活用状況に
ついて整理する。次に，これら外部資源の活用を可能にした要因について検討することにしたい。
事例地と調査方法
市町村が独自に取り組む施策の主要分野として「森林計画（規制含む）」
「木材利用」
「現場人
材育成」の３つを想定し，３分野をカバーできるようにそれぞれに先進的な自治体を選定した。
具体的には，2018 年度アンケート調査に回答した 615 自治体から，3 分野について独自施策に取
り組んでいる市町村を抽出し，各種資料や Web による追加調査を実施した上で，岐阜県郡上市・
愛知県豊田市・岐阜県飛騨市・北海道中川町の４市町を選定した。鳥取県日南町は 2018 年度調
査に回答してないが，全国市町村で初めて林業学校を設立し，現場人材育成の分野で先進的な独
自施策をしていることから加えて，事例地は計５自治体とした。
調査は，関係者への聞き取り，現地視察と研修会への参加，文献資料調査を行った。聞き取り
調査は，独自施策を担った各自治体の担当者や関係者の 15 名を対象に，訪問又はオンライン方
式によって，2019 年 12 月から 2020 年７月にかけて計 20 回実施した。追加的に，メール等によ
る問合せも行った。
結果と考察
１

独自施策の概要
事例地の独自施策の概要は表の通りである。森林計画（規制含む）分野では，郡上市の「郡上

山づくり構想」の策定，災害防止を目的とした「郡上市皆伐施業ガイドライン」の策定と運用，
研究者と連携した「森林ゾーニング方針」の設定と運用の３施策，豊田市の災害防止を目的とし
た「豊田市森林保全ガイドライン」の策定と運用である。木材利用分野では，飛騨市の広葉樹材
利用の拠点となる㈱ヒダクマの設立・運営と関連取り組み，中川町の町有広葉樹材等の多様な販
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売ルートの構築と関連取り組みである。現場人材育成分野では，豊田市の森林組合の施業プラン
ナー育成を目指した独自の研修企画と実施，日南町の森林作業員等の育成を目的とした町独自
の林業学校の開校と教育である。

表
分野

事例地の独自施策の概要

施策名
郡上山づくり構想

郡上市

森林計画（規
制含む）

郡上市皆伐施業ガイドライン
森林ゾーニング方針

森林計画（規
豊田市

制含む）
現場人材育成

飛騨市
中川町
日南町

２

木材利用・現
場人材育成
木材利用・現
場人材育成
現場人材育成

豊田市森林保全ガイドライン
独自の森林施業プランナー研修
(株）ヒダクマによる広葉樹利用と関連取り組み
広葉樹材の多様な販売ルートの構築と関連取り組み
にちなん中国山地林業アカデミー

内容
・100年先の目指す姿と具体的な施策を盛り込んだ⾧期計画の策定

策定・開始年度
2009

・災害防止を目的とした独自の皆伐施業ルールの策定と運用

2013

・研究機関と連携した独自ゾーニングの設定と運用

2016

・災害防止を目的とした独自の皆伐施業ルールの策定と運用

2019

・森林組合の施業プランナー育成を目的とした独自の研修企画と実施

2018

・広葉樹材利用の拠点となる㈱ヒダクマの設立と事業展開
・市有林における育成木施業と広葉樹の試験活用
・町職員が中心となった町有広葉樹材等の多様な販売開拓
・地域おこし協力隊制度を用いた地域担い手育成
・森林作業員等の育成を目的とした町独自の林業学校の開校と教育

2015
2013
2019

独自施策における外部資源の活用状況

調査結果から，独自施策において自治体が活用している外部資源には，大学，都道府県の研究・
教育機関等，コンサルタント，森林組合・林業事業体などの外部組織・人材が，また国補助金な
どの外部資金の活用が確認された。
２－１

外部組織・人材

①大学
中川町の広葉樹販売の施策では，町有林の経営方針策定が課題となり，広葉樹を主体とした管
理・販売を目指したが，森林・林業専門職のいない中川町の課題は，天然林施業や広葉樹の品等
評価についての技術不足だった。それを補ったのが北海道北部にある北海道大学研究林北管理
部（以下，北大研究林）で，2012 年度に両者で包括連携協定を締結したことをきっかけに，北大
と町と合同で町有林調査を実施し，天然林の施業技術や広葉樹の品等評価などの技術指導を北
大研究林の技術職員から受けたほか，現地で選木もして調査データとして整理した。この調査結
果は，2013 年度から始まる家具組合等との取引の協議資料として利用されるなど，北大研究林
の技術協力が中川町の広葉樹販売施策に貢献した。
日南町では，林業アカデミー開校・運営において中核となる人材確保が検討段階の重要課題と
なったが，日南町は鳥取大学・島根大学と包括連携協定を以前から締結しており，そのつながり
から日南町は人材紹介を大学側に依頼し，連合大学院で博士号を取得したＫ氏を紹介され，中核
人材の確保に目途をつけた。K 氏は，林業アカデミーのカリキュラム編成や講師の手配を一手に
担い，開校後も造林・伐倒関係の現場実習の講師を務めるなど，林業アカデミー運営の中核的な
人材として役割を果たしている。
また，年間カリキュラムには座学科目が 200 時間以上設けられているが，これらは主に外部講
師によって担われ，島根大学や鳥取大学の教員が講師役を引き受けるなど，林業アカデミー教育
において近隣の大学が役割を果たしている。
②都道府県の研究・教育機関等
郡上市の森林ゾーニング方針では，
岐阜県森林研究所研究員の U 氏が大きな役割を果たした。
U 氏は，郡上市が設置したゾーニング会議への参加や個別協議を通して，4 象限区分というゾー
ニングの基本コンセプトを提案し，ゾーニング会議におけるアドバイスや現地指導なども含め
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て森林ゾーニング方針設定に大きく貢献した。
豊田市の森林施業プランナー研修では，岐阜県立の教育機関である森林文化アカデミー（以下，
岐阜アカデミー）が大きな役割を果たした。岐阜アカデミーは，豊田市のオファーを受けて，県
外の自治体・森林組合とは初めて連携協定を締結し，地域に即した人材育成のためのオーダーメ
イドのカリキュラムを編成し，豊田森林組合の森林施業プランナー育成を担っている。
また，豊田市の保全ガイドラインでは，現地特性に応じた災害リスクや皆伐後の更新の可能性
について，科学的根拠を据えた規制基準の設定が重視され，保全ガイドライン策定検討委員会が
設置された。造林分野の専門家である長野県林業センターの Ky 氏は，豊田市の求めに応じて委
員に就任し，委員会又は個別協議において，渓畔林の保全対象を１次谷と２次谷に限定する提案
など，運用を見据えた保全ガイドライン策定に貢献した。
③コンサルタント
飛騨市の㈱ヒダクマ設立等の施策では，地域資源を活用した地域振興策を市が模索する中で，
地域資源の利活用調査を地域森林コンサルタント T 社に委託し，Ｔ社のＭ氏と市職員 Ts 氏の連
携においてヒダクマ設立の構想が練られていった。M 氏は，クリエイターとつながるＬ社を巻
き込み企画を組み立てるなど中心的な役割を果たした。
④森林組合・林業事業体
豊田市森林施業プランナー研修では，市の求めに応じて，森林組合がプランナー職員を育成す
る施策に参画した。森林組合は，検討段階に実施した近隣の林業大学校の視察調査や，岐阜アカ
デミーとの個別協議に幹部職員等が参加するとともに，2 年間計 20 日間のデュアル型の育成研
修に対して，中堅のリーダー候補職員６名を派遣し研修を受講させた。
また，郡上市の森林ゾーニング方針では，実施段階において地域の森林組合・林業事業体がゾ
ーニングを担っていくことになることから，市が働きかけにより，森林組合 3 名と林業事業体 5
名の計 8 名の担当職員が市の設置したゾーニング会議に参加した。内容検討段階から森林組合
等の職員が議論に加わったことで，円滑な実施に向けた工夫がされた。
２－２

外部資金

自治体の独自施策の検討・実施において，国補助金など外部資金の活用が確認された。活用し
た補助金タイプとして，第１に林野庁系の補助金の活用があり，日南町の独自施策では，林業ア
カデミー校舎整備や機材購入などは「林業成長産業化地域創出モデル事業」を，学生の就学支援
には「緑の青年就業準備給付金」を活用した。前者は，応募者提案によって，全国にモデル地域
を選定し補助金を交付する提案型の補助金である。
第２に林野庁所管外の国補助金の活用があり，飛騨市が 2016 年度に実施した広葉樹資源量調
査は内閣府の「地方創生加速化交付金」を活用し，中川町の木工作家など地域人材育成では総務
省の「地域おこし協力隊制度」を活用した。また，飛騨市が 2017 年度に実施した市有林におけ
る育成木施業実施や広葉樹材を用いた試作品作成，中川町が 2015～2017 年度に実施した木工作
品の開発事業は農水省の「山村活性化支援交付金」を活用した。
「地方創生加速化交付金」と「山
村活性化支援交付金」は提案型の補助金である。
３

外部資源の活用を可能とした要因
以上を踏まえて，外部組織・人材と外部資金の活用を可能とした要因について，次の３点を指

摘したい。
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第１に，自治体職員がインフォーマルな場を持ち，そこで築いた人間関係を，その後の独自施
策の展開に活用していた点である。中川町職員 T 氏は，施策に取り組む以前の 2011 年に，偶然
知 り合 った 国有 林関 係者 らと 共に， 地 域の林 業関 係 者が 集ま る自 主勉 強会 「North Forest
Meeting(通称：NFM)」を立ち上げ，ここで関係を築いた北大研究林技術職員と議論する中で連携
の必要性について確認し，中川町と北大研究林の包括連携協定に向けて 2 人で準備をしていっ
た。豊田市職員Ｓ氏は，全国の造林研究者等が集まる森林施業研究会に 2015 年度から参加し，
そこで知り合った Ky 氏に森林保全ガイドラインについて相談し，保全ガイドライン策定検討委
員会に参加してもらって内容検討を進めた。飛騨市の市職員 Ts 氏とコンサルタントの担当Ｍ氏
も，個人的なつながりから㈱ヒダクマ設立等の企画を練り上げていった。
このように自治体職員は，インフォーマルな場で築いた人間関係を自治体施策に直接的・間接
的に活用して施策を組み上げていったのである。
第２に，大学や都道府県の研究・教育機関との間で公式な連携体制を作ることの有効性である。
具体的には，自治体と大学等との間で連携協定を締結することを指す。日南町は島根大学等と既
に連携協定を結んでおり，そのつながりから林業アカデミーの中核人材の紹介など独自施策に
活用していた。一方で，中川町や豊田市は，独自施策にあたって連携協定を新たに締結し施策に
活用した事例である。中川町の T 氏は，2012 年度に北大研究林と締結した連携協定により，
「（施
業技術を持つ）北大研究林の技術者を仕事として中川町に呼び，現場指導を受けることができる
ようになったことが大きかった」と言う(5)。どちらの場合も，連携協定の存在が大学や都道府県
の研究・教育機関の効果的な活用を可能にしたと言えよう。
第３に，自治体トップや職員が国の各種補助金についてアンテナを張り，独自施策のために適
宜活用していた点である。林野庁の「林業成長産業化地域創出モデル事業」のような提案型補助
金にも積極的にチャレンジし，さらに林野庁所管外の内閣府や総務省などの補助金の活用も確
認された。自治体が縦割りの発想に囚われず，幅広くアンテナを張って，独自施策に有効な補助
金を見つけ活用したことが独自施策の展開に貢献したと言える。
引用文献
(1)成田雅美「地方自治体と森林管理（統一テーマ：国際化・分権化時代の森林管理問題，1997
年秋季大会論文）」
『林業経済研究』Vol．43（２），1997 年，17〜18 頁
(2)鈴木春彦・柿澤宏昭・枚田邦宏・田村典江「市町村における森林行政の現状と今後の動向：全
国市町村に対するアンケート調査から」『林業経済研究』Vol.66(1)，2020 年，58 頁
(3)石崎涼子「森林・林業政策の改革方向と地域森林管理(テーマ:地域森林管理の主体形成と林業・
山村問題,2010 年春季大会)」
『林業経済研究』Vol.56（1），2010 年，29～39 頁。相川高信・
柿澤宏昭「市町村による独自の森林・林業政策の展開：合併市における自治体計画の策定・実
施プロセスの分析」『林業経済研究』Vol.62（1），2016 年，96～107 頁など。
(4)相川高信「都道府県による市町村支援：岐阜県と長野県を事例に（特集

市町村林政の確立

に向けて：新たな森林管理システムへの対応）」
『林業経済』Vol.72(10)，2020 年，3～15 頁
(5)T 氏への聞き取り調査（2020 年 2 月 28 日，中川町にて）
（連絡先：鈴木

春彦

haruo72001@yahoo.co.jp）

67

水道事業者による森林管理の動向
－全国アンケートの結果から－
○

山口

広子（筑波大院生環）・興梠

克久（筑波大）

研究の目的と方法
公益的機能を高度に発揮させる森林に対する市民からの期待は高く、国土保全の面からも重
要であるため、このような森林管理の在り方の検討は不可欠である。公益的機能のひとつである
水源涵養機能を重視した森林管理の代表的事例として、水道事業者による森林管理が挙げられ
る（以下、水道水源林）
。
水道水源林に関する研究として、熊崎（1981a;1981b;1981c）による水源林管理事例の網羅的整
理や、明治期に森林管理を開始した水道水源林の形成過程の解明（泉、2004）が行われてきた。
その後、五名（2005）によって全国の水道水源林の取得・管理状況についての報告がなされ、土
地所有形態を分析視角に水源林の類型化が行われている。しかし、水道事業者が森林に期待する
機能や、より具体的な森林への関与の内容など、整理が及んでいない点もある。また、2005 年
以降の水道水源林の全国的な動向は明らかとなっていない。
そこで本研究では、年代ごとに事業内容の再整理を行い、近年の全国の水道事業者による森林
管理の実態把握を目的とし、2020 年 9 月に全国の水道事業者に郵送でのアンケート調査を行っ
た。五名（2005）の調査方法を踏まえ、
「水道水源の保全に関する取組み状況調査」
（厚生労働省、
2006）で「水源涵養林への関与」があるとされていた水道事業者のうち、市町村合併や水道事業
広域合併がなされたために送付先が重なってしまうものを除き、123 事業者に調査票を送付した。
95 事業者から返送があり、回収率は 77％であった（有効回答数は 94）
。
結果と考察
94 事業者のうち、現在森林に何らかの形で関与していると回答があったのは 58 事業者であっ
た。以下では、現在でも森林への関与があるとした事業体を分析対象とした。本稿では、森林へ
の関与の内容について整理した後、土地の所有、分収造林契約、借地のいずれかを行っている事
業体に着目して、森林の取得背
景と管理する森林への期待と

表 1 森林への関与内容（複数回答）

管理内容を示す。
森林の所有

22

を表 1 に示した。森林の所有が

分収造林契約の締結

10

最も多く、次いでその他となっ

借地（賃借契約）

6

た。その他の内容としては保護

市民ボランティアによる森林管理への支援事業

11

地域の設定、市内および市町村

企業の社会・環境活動への協力

9

間での負担金の支払い、植樹へ

周辺の一般私有林の管理への助成事業

2

の参加、水源基金への参画・設

その他

21

森林への関与内容（複数回答）

置、市有林管理への関与、各種
協議会への参画、関係団体が行
う水源林整備事業への助成、肥

資料：アンケート調査結果より筆者作成

料配布などであった。回答の一部には地上権設定や水源涵養林育成など、他の選択肢に該当する
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のではないかというものもあったが、詳細が不明なため、
「その他」のまま扱うこととした。ま
た、事業開始年代ごとのそれぞれの事業者の森林関与内容を表 2 に示した。森林所有の開始年代
は 1900 年代から現在までに幅広いが、市民ボランティア事業や企業の社会・環境活動への協力
は 2000 年代ごろから広がっていったことがわかった。
表2

事業開始年代ごとのそれぞれの事業者の森林関与内容と森林所有の契機

資料：アンケート調査結果より筆者作成
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以下については、土地所有、分収造林契約、借地を行っている事業体についてのみ質問をした。
表 2 には、
森林所有を行う事業者の、
所有に至ったきっかけとなった出

表 3 森林に期待する機能（複数回答）

来事も同時に整理した。1900 年代前

水質の向上

25

半まで林野荒廃を背景としたものが

渇水の緩和

26

多いのに対し、1980 年代後半以降は

洪水などの災害防止

17

渇水を契機とするものや記念事業で

森林以外への用途への転用防止

9

の林地取得など、背景が変化してき

木材の生産

0

たことが見て取れる。また、表 3 に

野生生物の生息のため

1

水道事業者が土地所有、分収造林契

森林レクリエーションなどの森林空間の利用

4

約、借地を行っている森林に期待す

二酸化炭素の吸収による地球温暖化の防止

6

る機能を示した。水質、渇水など水の

きのこや山菜などの林産物の生産

0

安定供給に関わるものが中心であ

わからない

0

り、木材生産、林産物生産を目的とす

その他

8

る事業者はいなかった。一方、
「主伐

資料：アンケート調査結果より筆者作成

の実施や、間伐等で生じた木材の販
売など、木材生産は行っていますか」との質問に対し、7 事業者が「はい」と回答し、管理に伴
って木材の搬出を行っている事業者も存在することがわかった。
管理する森林の位置について、給水対象と同一の市町村内か否かを質問した（表 4）
。同一市
町村内のみが最も多いが、それぞれの市町村域を超えて管理される森林もあった。
森林の管理状況を表 5 に示した。多くの事業者は毎年手入れを実施している一方で、
「必要だ
ができていない」と回答するところもあった。また、
「毎年手入れしている」と回答した 19 事業
者で 2019 年に行われた森林の管理内容について、表 6 に示した。半数以上の事業者が、下刈り
と除間伐を行っていた。
「毎年手入れしている」と回答した 19 事業者における 2019 年の森林施
業の実施については、森林組合に委託する事業体が多いことが分かった（表 7）
。
表 6 2019 年に行われた森
表 4 管理する森林の位置
林の管理内容
同一市町村内のみ

18

除間伐

12

他の市町村内のみ

9

枝打ち

2

同一市町村内にも、他の市町村内にも両方ある

4

植栽

3

わからない

0

下刈り

14

その他

0

森林調査

3

資料：アンケート調査結果より筆者作成

主伐

1

表 5 管理する森林の位置

作業路開設

3

毎年手入れしている

19

作業路補修

4

毎年ではないが必要が生じたらしている

4

その他

6

手入れは必要だができていない

3

手入れが必要な森林はない

2

わからない

1

その他

2

資料：アンケート調査結果より筆者作成
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資料：アンケート調査結果
より筆者作成

また、水源林整備費は水道事業費から拠出する事業体が最も多かった（表 8）。
今後の 5 年間ほどの森林管理に関する意向については、ほとんどの事業者が「これまで通りの
森林所有や契約を継続する」と回答し、現状を維持する方向であった（表 9）。
表 8 森林の手入れに関わる費用の財源

表 7 2019 年度施業実施者
森林組合

15

水道事業特別会計

18

民間の林業事業体

4

自治体の一般会計

0

市民ボランティア

3

基金

3

わからない

1

わからない

0

当てはまるものはない

1

その他

6

その他

4

資料：アンケート調査結果より筆者作成

資料：アンケート調査結果より筆者作成
表 9 今後 5 年間の森林管理に関する意向
これまで通りの森林所有や契約を継続する

29

森林所有や分収契約は継続するが、手入れを中止または縮小したい

0

所有または分収契約する森林面積を拡げたい

1

森林の一部を売却したい

0

森林のすべてを売却したい

0

わからない
資料：アンケート調査結果より筆者作成

1

以上の結果から、少量の木材搬出を行う事業者はいるものの、水道事業者による森林管理では
木材生産は志向されていないことが示唆された。また、森林整備費用は水道事業費から拠出され
ており、水道料金の一部が森林整備費となっている可能性がある。また、水道事業者による森林
への関与内容について、以前から報告されていた森林所有や分収だけではなく、近年では企業と
の連携や、ボランティア事業なども広がってきたことが明らかとなったが、これらの具体的な事
業内容や開始背景等の整理については今後の課題である。
引用文献
(1) 泉桂子(2004)『近代水源林とその軌跡 森林と都市の環境史』東京大学出版会
(2)熊崎実（1981a)「水源林造成における下流参加の系譜--費用分担問題への接近-1-」
『水利科学』
25(3)、1-24 頁
(3)熊崎実（1981b)「水源林造成における下流参加の系譜--費用分担問題への接近-2-」
『水利科学』
25(4)、32-55 頁
(4)熊崎実（1981c)「水源林造成における下流参加の系譜--費用分担問題への接近-3-」
『水利科学』
25(5)、33-54 頁
(5)五名美江(2005)「水道水源保全に関する水源林の取得・管理状況について」
『水利科学』49(2)、
1-35 頁
(6) 厚生労働省（2006）
「水道水源の保全に関する取組み状況調査」(2020 年 11 月 16 日取得)
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/jouhou/suisitu/o6.html
（連絡先：山口
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SNS 時代における都市近郊林の利用ニーズと管理課題
○古賀 淳之介（九大生資環）
・佐藤 宣子（九大院農）
はじめに
多くの先進国において，野外レクリエーションは 20 世紀後半から人気が高まってきた。我が国に
おいても森林の持つ多面的機能への注目の高まりと共に，森林のレクリエーション利用が活発化し
ている。一方で，レクリエーション地へ利用が集中することによって様々な問題も引き起こされて
いる。例えば，レクリエーション地及び周辺地域の混雑は来訪者の体験の質の低下や周辺の住民の
生活へ影響を及ぼす(1)。また，植物の踏み付けや道の侵食は景観や生態系の破壊も引き起こす。野
外レクリエーション地の過剰な利用によって引き起こされる諸問題に対する規制案に関する既往研
究として，庄子・栗山が行った北海道雨竜沼湿原（国定公園）の利用者に対する意識調査の研究が
ある(2)。雨竜沼湿原の場合，利用料金，駐車場料金を導入することが過剰利用の抑制に一定の効果
があることが明らかにされている。庄子・栗山らはさらに仮想的市場評価法(CVM)を用いて雨竜沼湿
原の利用者らの利用料金に対する支払意思額を分析した。その結果，遠方から来訪した人ほど支払
意思額が高いことを指摘している(3)。これは庄子・栗山も考察する通り，利用料金の導入は過剰利
用の抑制に一定の効果があるものの，対象地の近くに居住する人々の来訪を妨げてしまうことを示
唆している。つまり，レクリエーション地における過剰利用の問題では利用者層の違いを踏まえた
上で規制を検討する必要があるが，レクリエーション地の利用者層に着目した規制案の研究は蓄積
がない。さらに今後 SNS(ソーシャルネットワークサービス)の普及によりレクリエーション地に関
する多くの情報が共有されることで利用者の層（年齢や利用ニーズ等はますます多様化することが
予想され，利用者属性を意識した管理方法の議論が一層求められる。そこで本研究では，SNS がき
っかけで過剰利用による問題が発生しているレクリエーション地として地元住民の利用が多い都市
近郊林(篠栗九大の森)を対象に，アンケート調査を行い，利用者の属性(年齢，居住地，交通手段，
目的，来訪頻度，滞在時間)と規制案への評価との関係を分析し，今後の都市近郊林における管理の
課題を考察した。
調査方法
調査は，福岡県糟屋郡篠栗町にある「篠栗九大の森」で現地記入のアンケート調査を 2019 年 10
月 6 日,10 月 9 日，11 月 30 日，12 月 23 日の計 4 度実施した。2 つある出入口の中で最も来訪者の
出入りが多い南口ゲート前において開園の午前 7 時から閉園の午後 5 時まで，利用を終えて戻って
きた来訪者に対して直接記入させた。アンケート内容は大まかに分類すると「来訪者の属性（年齢
や居住地，交通手段等）
」を尋ねるものと「規制案へ対する意識」を尋ねる 2 つの内容から構成され
る。規制案については，ある規制案に対してどのくらい望ましく思うかを回答者に「1. 全くそう思
わない」,「2. 思わない」
，
「3. どちらでもない」
，
「4. 思う」,「5. とてもそう思う」の 5 段階で
評価させた。規制案への評価と来訪者の属性との関係を調べるため，クロス集計を行い，得られた
結果を検定した。検定方法はノンパラメトリックの場合の多重比較検定を行うため Steel-Dwass 法
を用いた。
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表 1 来訪者数と回収率

結果と考察
来訪者数と回収率を表 1 に示す。平日より

調査日(2019)

来訪者数

回収部数(%)

休日の方が来訪者は多く，紅葉シーズンである

10 月 6 日(日)

360

76(21.1%)

11 月 30 日に入林者数，回収部数共に最高数を

10 月 9 日(水)

169

41(24.3%)

記録した。つぎに，規制案への評価と来訪者属

11 月 30 日(土)

421

79(18.8%)

性との関係について結果を述べる。今回，規制

12 月 23 日(月)

74

9(12.1%)

案例として「大型バスによる乗り入れの禁止(以
下『車両規制』と略して表記)」
，
「入場料金の導入(以下『入場料金』と略して表記)」
，
「駐車
場料金の導入(以下『駐車場料金』と略して表記)」
，
「改善されない場合閉鎖する(以下『閉鎖』
と略して表記)」の 4 つを回答者に提示しそれぞれ評価させた。また来訪者の属性を「年齢」
，
「居住地」
，
「滞在時間」,「来訪頻度」,「交通手段」,「目的」の 6 つの項目毎に分類し，そ
れぞれについて規制案への評価結果とのクロス集計を行い，Steel-Dwass 法による検定を行
った。検定の結果，有意差が見られたものとそうでないものについてまとめた結果を表 2 に
示す。検定の結果，
「車両規制」
，
「入場料金」
，
「閉鎖」に関してそれぞれ「年齢」
，
「来訪頻度」
，
「居住地」との関係において 5%水準で有意な差が見られた。4 つの規制案のうち唯一「駐車
場料金」だけはどの属性との関係においても有意差が見られなかった。つぎに，検定によっ
て有意差が見られた先述の 3 つの結果についてそれぞれ詳細を述べる。まず，
「車両規制」と
「年齢」とのクロス集計結果を表 3 に示す。Steel-Dwass による検定結果では「20 代」が「30
代」
，
「50 代」
，
「60 代」とそれぞれ 5%水準で有意差があり，
「20 代」の「車両規制」に対する
否定的評価が比較的高い傾向にあることが示唆された。つぎに，
「入場料金」と「来訪頻度」
とのクロス集計結果を表 4 に示す。Steel-Dwass による検定の結果，来訪頻度「初めて」が
「月 10 以上」と 5%水準で有意差があり，
「初めて」と回答した来訪者の入場料金への肯定的
評価の割合の高さが示された。最後に，
「閉鎖」と「居住地」のクロス集計結果を表 5 に示す。
Steel-Dwass による検定結果より「篠栗・久山・粕屋町」と「福岡市外」に 5%水準で有意差
が見られ，
「篠栗・久山・粕屋町」に居住している来訪者の「閉鎖」への否定的評価の高い割
合が示された。篠栗・久山・粕屋町は「篠栗九大の森」に隣接する町であり，そこに居住す
る住民を本研究では「地域住民」として位置づけた。得られた結果について考察を行う。
「車
両規制」について，
「20 代」は「30 代」
，
「50 代」
，
「60 代」と比較して否定的評価の割合が高
かったが，大型バス乗り入れによる道路渋滞問題に対する認識の度合いが違いを生んだ可能
性がある。
「入場料金」について，来訪頻度「初めて」は「月 10 回以上」と比較して肯定的
評価の割合が高かったが，来訪頻度の高い人間ほど毎回の支払いによって気軽に日常利用が
できなくなることへの懸念があり，肯定的評価の低さにつながっていることが推測される。
「閉鎖」について，居住地「篠栗・久山・粕屋町」の否定的評価の高さが顕著に表れたが，
これは「地域住民」の「篠栗九大の森」へ対する「地域の憩いの場」としての愛着に依ると
ころが大きいと推測される。今回行ったアンケート結果の分析によって，4 つの規制案例の
うち 3 つに来訪者属性によって有意差が見られた。また，今回有意差が見られた来訪者属性
は「年齢」
，
「来訪頻度」
，
「居住地」と規制案例によって異なっていた。
「篠栗九大の森」にお
いて，
「入場料金」
，
「閉鎖」といった運営の本質に関わるような規制案に関しては「来訪頻度」
，
「居住地」といったいわば「篠栗九大の森」と来訪者との「密着度」が影響して回答者の評
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価に特徴が現れていた。今後ますます来訪者のニーズの多様化や活発化が予想される都市近
郊林において管理を行う際，多角的な来訪者属性を想定する必要がある。本研究の今後の課
題として，今回扱った規制案は料金の導入や閉鎖など，規制への効果は高いと予想されるも
のの本調査対象地においてはあまり現実的ではない例である。来訪者属性を考慮した，具体
的な管理方法の提案については今後さらに分析が必要である。
表 2 検定における有意差の有無
車両規制

入場料金

駐車場料金

閉鎖

年齢

*

-

-

-

居住地

-

-

-

*

滞在時間

-

-

-

-

来訪頻度

-

*

-

-

交通手段

-

-

-

-

目的

-

-

-

-

注: 5%水準で有意差が見られたものは「*」
，有意差が見られなかったものは「-」で表記した。
表 3 「車両規制」と「年齢」の関係
全く思わない

思わない

どちらでも

思う

ない

とてもそう

計

思う

20 歳未満

1(12.5)

3(50.0)

4(100.0)

0(100.0)

0(100.0)

8

20 代

2(11.8)

8(58.8)

5(88.2)

1(94.1)

1(100.0)

17

30 代

1(4.5)

3(18.2)

2(27.3)

9(68.2)

7(100.0)

22

40 代

2(7.1)

3(17.9)

10(53.6)

12(96.4)

1(100.0)

28

50 代

1(3.6)

3(14.3)

6(35.7)

13(82.1)

5(100.0)

28

60 代

0(0.0)

6(20.7)

6(41.4)

13(86.2)

4(100.0)

29

70 代

2(6.9)

8(34.5)

6(55.2)

8(82.8)

5(100.0)

29

80 歳以上

0(0.0)

2(33.3)

1(50.0)

3(100.0)

0(100.0)

6

注:括弧内は累積相対度数(%)を表す。
表 4 「入場料金」と「来訪頻度」の関係
全く思

思わない

どちらでもな

わない

思う

い

とてもそう

計

思う

初めて

6(7.0)

13(22.1)

23(48.8)

34(88.4)

10(100.0)

86

年 1 回以下

4(22.2)

4(44.4)

2(55.6)

8(100.0)

0(100.0)

18

年 2-5 回

3(13.6)

11(63.6)

2(72.7)

5(95.5)

1(100.0)

22

年 5-10 回

2(50.0)

1(75.0)

0(75.0)

1(100.0)

0(100.0)

4

月1回

0(0.0)

0(0.0)

0(0.0)

1(100.0)

0(100.0)

1

月 2-5 回

2(33.3)

1(50.0)

0(50.0)

1(66.7)

2(100.0)

6

月 5-10 回

4(28.6)

5(64.3)

2(78.6)

2(92.9)

1(100)

14

74

月 10 以上

5(22.7)

8(59.1)

5(81.8)

4(100.0)

0(100.0)

22

注:括弧内は累積相対度数(%)を表す。
表 5 「閉鎖」と「居住地」の関係
全く思わ

思わない

ない
篠 栗 ・ 久山 ・ 粕屋 町 12(25.0)

どちらで

思う

もない

とてもそ

計

う思う

11(47.9)

9(66.7)

12(91.7)

4(100.0)

48

福岡市

5(11.6)

7(27.9)

15(62.8)

13(93.0)

3(100.0)

43

福岡市外

3(7.9)

3(15.8)

8(36.8)

22(94.7)

2(100.0)

38

県外

1(3.6)

8(32.1)

10(67.9)

6(89.3)

3(100.0)

28

注:括弧内は累積相対度数(%)を表す。
引用文献
(1)愛甲哲也・庄子康・栗山浩一編著『自然保護と利用のアンケート調査―公園管理・野生動
物・観光のための社会調査ハンドブック―』
，築地出版，2016 年，308 頁
(2)庄子康・栗山浩一「野外レクリエーションによる過剰利用に対する規制について」
『林業
経済研究』Vol.45(1)，1999 年，51～56 頁
(3) 庄子康・栗山浩一「自然公園において利用料金導入がもたらす過剰利用の抑制効果 :
CVM(仮想的市場評価法)を用いたケーススタディー」
『日本森林学会誌』
，Vol.81(1)，1999 年，
51～56 頁
（連絡先：古賀 淳之介 junnosuke.koga@gmail.com）
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北海道における市民環境活動参加者の活動の動機と制約
○

愛甲

哲也・林

和沙・庄子

・町田

康・三上

玲子・御手洗

直之・松島

肇（北大）

洋蔵（東農大）・武正憲(筑波大)

はじめに
自然保護地域や都市公園などの自然環境の保全や維持管理には，市民との協働が期待され，実
際に多くの活動も行われている。そこには，市民の環境問題への関心の高まりとともに，管理者
側の予算や人員の不足を補いたいという意向も垣間見える。その一方で，これらの活動団体では，
メンバーの減少や高齢化，予算や行政による支援の不足などに直面している団体もあり，市民の
支援や新規のメンバーの確保が課題となっている（櫻井・愛甲，2017）。
市民環境活動の参加者は，環境改善の意欲，知識の習得などを初期の動機として活動を開始し，
参加者間の交流，組織の維持，自己実現などが継続して活動する動機になっていく (Kamei,
Aikoh & Ryan, 2016)。熱心に活動する参加者は，対象地域の利用経験や知識が多く，場所や所
属する団体への愛着が強く，環境問題全般への関心も高い (Ryan, 2006)。また，国立公園等の
利用者には，植樹や清掃といった管理活動への高い参加意欲をもつものが一定数おり，環境問題
への関心や自己実現，道義的責任感，エコツーリズムの支持，場所へのロイヤルティなどの動機
が強いため，ボランティアツーリズムを促進することも有効である (Weaver, 2012)。その一方
で，ボランティア活動の参加には，他の活動との調整，時間，知識，経費などが制約になりうる
(Gage III & Thapa, 2012)。現在活動している参加者への支援や，新規の活動者を募集する際に
は，これらの活動者の動機や制約を認識しておくことが必要である。
本研究は，北海道において森林の管理や登山道の管理，清掃などの様々な環境活動の参加者を
対象に，その活動のきっかけ，動機，今後の活動意欲，制約などの意識を把握し，それらの要因
の関係を分析し，団体や個人に必要な支援を検討することを目的とした。
調査方法
調査の対象としたのは，北海道における市民環境活動団体の中間支援組織である北海道市民
環境ネットワーク（以下，きたネット）に所属する団体および個人会員，それらの団体が主催し
たイベントの参加者である。きたネットは，所属する団体の活動支援，助成金などに関する情報
提供，連携の促進，総会やフォーラムの開催を行っている。2020 年 1 月時点で，58 団体，70 名
の個人会員が所属しており，森林管理，動植物保護，環境教育，自然観察，資源エネルギー問題
などに関する多様な活動団体が所属している。
調査は 2020 年 1 月に，きたネットの所属団体および個人会員に，定期のニュースレターに同
封して調査依頼文と郵送か Web かの回答方法の希望を聴取する用紙を同封して，賛同の得られ
た団体に調査用紙を配布および Web 回答サイトの URL を電子メールで配信した。定期的に所属
団体および個人会員に送られているメールマガジンでも，回答の依頼と URL を配信した。
質問項目は，参加団体とその数，活動の内容，参加のきっかけ，動機，活動場所や団体への愛
着，継続意向，継続する上での制約，行政や他団体からの支援などとした。郵送の意識調査用紙
は，5 ページで，きたネット事務局から同意の得られた団体及び個人会員に郵送し，返信用封筒
で回収した。Web 回答サイトは，郵送の意識調査用紙と同様の内容の質問を Esri 社の Survey123
で作成し，北海道大学のサーバーで回答を収集した。
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2020 年 3 月末までに 91 名の郵送回答，62 名の Web 回答が得られ，あわせて有効な 145 名を
分析の対象とした。回答者の性別は男性が 66.7%，年齢は 50 代までが 50.3%，住所は半数が札
幌市とその周辺であった。
結果と考察
回答者は，環境教育，観察会，森林・草原の整備・管理，清掃・ゴミ拾い，樹木・草花の植栽，
動植物の調査などの活動を行っている団体に参加し，44.1%は複数の団体に所属していた。61.5%
の回答者は，毎日・毎週・毎月と定期的に活動に参加していた。活動のきっかけは，友人および
現地の管理者・関係者から誘いを受けたことが半数以上であった。自宅から活動場所までの距離
は，半数が 30 分以下であったが，3 時間以上かけて通っている回答者が 10 人いた。
回答者の 71.0%は今後もできる限り継続したいと考えていた。活動の動機は，自然や緑を守る
ため，地域の役にたつため，やりがいがある，団体の理念や活動目標に共感した，などの平均値
が高かった。活動場所や団体については，活動の内容に愛着を感じている，場所に愛着を感じて
いる，団体自体に愛着を感じているという回答の平均値が高かった。
活動を続ける上で難しいと思ったことについては，活動日や時間帯が都合に合わない，活動時
間が長い，仕事との兼ね合いが難しいなどの平均値が高かった。行政や他団体からの支援では，
活動資金の援助，助成金獲得の支援，個人の交通費や用具購入の補助，活動成果の広報などの平
均値が高かった。
さらに，回答者の参加数の多さ，活動の年数，活動の頻度，今後の活動の意向について，動機，
愛着，制約との関連について回帰分析を行った。その結果，参加数の多さには，やりがい，仲間
との喜びの共有といった動機が関与し，交通手段が制約となっていた。活動の年数の長さには，
地域や利用者への貢献，人と知り合うといった動機が関与し，活動時間の長さや活動日と時間帯
があわないことが制約となっていた。活動頻度の多さには，場所への愛着が関与し，活動日と時
間帯があわないこと，成果の評価がないことが制約となっていた。今後の活動の継続には，やり
がいと他の人が喜ぶなどの動機，場所および活動への愛着が関与していることが示された。
以上より，市民環境ボランティア活動を継続して行くには，参加者の時間や交通手段の制約を
取り除き，自身の活動の成果を仲間や地域の関係者，利用者に認知され，共有し，やりがいにつ
ながる仕組み，活動や場所への愛着の醸成が必要だと考えられる。
本研究は JSPS 科研費 JP19H02981 の助成を受けたものです。また，調査に協力いただいた北
海道市民環境ネットワーク事務局，加盟団体，個人会員の皆様に謝意を表する。
引用文献
(1) 櫻井花穂里・愛甲哲也 (2017) 札幌市公園ボランティア登録制度と活動団体に関する研究.
日本造園学会北海道支部大会研究・事例報告発表要旨 21, 19 頁
(2) Kamei, T., Aikoh, T., & Ryan, R. L. (2016) Motivations of Trail Volunteers of the
Adirondack Mountain Club. In Proceedings of the Fábos Conference on Landscape and
Greenway Planning 5 (2), pp. 253-258
(3) Ryan, R. L. (2006). The role of place attachment in sustaining urban parks. In The
Human Metropolis: People and Nature in the 21st-Century City, pp. 61-74
(4) Weaver, D. B. (2013) Protected area visitor willingness to participate in site
enhancement activities. Journal of Travel Research, 52 (3), pp. 377-391
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(5) Gage III, R. L., & Thapa, B. (2012) Volunteer motivations and constraints among
college students: Analysis of the volunteer function inventory and leisure
constraints models. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 41 (3), pp. 405-430
（連絡先：愛甲
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78

沖縄県宮古島における外来樹木の導入・造林の経緯・背景の分析研究
－モクマオウの事例－
○安井瞭(土浦日本大学高等学校・東京大)
はじめに
宮古列島が含まれる琉球列島は，その形成や特異な地史により多くの固有種が分布しており，
更に島弧という特殊な環境から，限られた島にのみ分布する種なども存在する固有種の宝庫で
あるが，人為的に持ち込まれた外来種による生態系の攪乱が起こっており，問題になっている。
外来種はマングースのように国外から持ち込まれた生物だけではなく，日本国内の他地域より
持ち込まれた，いわゆる「国内外来種」も数多くあることが知られており，安井ら(2020)による
文書資料と国絵図の解析の結果，宮古列島に分布しているリュウキュウマツについて，17 世紀
に植樹のために人為的に導入された国内外来種である可能性が示唆された。また，リュウキュウ
マツ以外にも宮古列島では多くの外来種の樹木(以下，外来樹種)を数多く見ることができ，その
中でも，東南アジア原産のモクマオウは列島内の至る所でその姿を見ることが出来る。しかし，
モクマオウの宮古列島への導入やモクマオウを用いた造林の歴史については不明な点が多く，
その導入の背景などは分析されておらず，いつ，誰により，なぜモクマオウが宮古列島に導入し
たのかという理由は明らかになっていない。
そのため，本研究では宮古列島を対象に，宮古島とその周辺離島において，モクマオウの導入
や造林の履歴に関するデータを収集し，分析を行うことで樹木の導入・造林とその歴史を明らか
にするとともに，導入や造林が行われた背景を考察した。
結果
表１

モクマオウの導入やモクマオウを用いた植林とその背景にある政治的な動向
年

出来事

発行者・著者

発行年

昭和4年

1929

宮古島におけるモクマオウの導入

宮古新報 昭和四年八月十日付

1929

昭和20年

1945

終戦

昭和23年

1948

沖縄官有林管理経営暫定方針

沖縄民政府

1948

昭和25年

1950

愛林週間の制定

琉球政府総務部渉外広報部文書課

1950

Okinawa Gunto Reforestations Projectsの開始

琉球政府総務部渉外広報部文書課

1951

重要樹種にモクマオウの記載
Frank T. Baileyによるモクマオウから用材樹木への
転換勧告
平良市内において造林可能な山林の調査

琉球政府農林省林野局

1951

Frank T. Bailey

1958

琉球政府宮古支庁経済課

1956

琉球政府宮古支庁経済課

1956

琉球政府経済局

1954

中村賢太郎氏によるモクマオウを用いた植林の推奨
島尻マージ土壌に対するモクマオウを用いた植林の
評価
宮古島台風

中村賢太郎

1958

大政正隆

1959

第二宮古島台風 山林が大きな被害を受ける

琉球政府関係写真資料 060

1966

モクマオウ林の評価

鈴木丙馬

1968

昭和26年

1951

昭和27年

1952

昭和28年

1953

昭和29年

1954

「官行造林申請書」の提出
本格的な官行造林の開始
「官行造林案」の策定
平良市当局による植栽の希望
平良市における林業従事者の人材供給に関する意見

昭和33年

1958

昭和34年

1959

昭和41年

1966

昭和42年

1968

第三宮古島台風
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宮古列島におけるモクマオウの導入やモクマオウを用いた植林とその背景にある政治的な動
向を表 1 に示した。
宮古森林組合職員への聞き取り調査，当時の新聞記事などから，モクマオウは 1929 年に導入
された可能性が示唆された。また，戦後の宮古列島では，1952 年より造林に適した山林の調査
が行われ，1953 年頃から官行造林の申請が始まり，1953 年には本格的に官行造林が開始され，
1954 年には官行造林案が策定されるなど，1952 年～1954 年に造林を行う体制が整えられたこと
が当時の公文書の文書などから明らかになった。
考察
1952 年～1954 年に造林を行う体制が整えられた政治的背景には戦後宮古島における山林の荒
廃やアメリカ軍による造林環境の整備が挙げられる。アメリカ軍による「愛林週間」や「Okinawa
Gunto Reforestation Projects」の制定などにより，造林活動の機運が高まり，全島緑化運動などの
活動が行われたことが知られている。宮古島の官行造林関連の公文書はいずれも 1952 年以降に
作成されたものがほとんどであり，公文書の作成された時期からアメリカ軍による緑化の促進
などが影響を与えている可能性がある。
一方，1951 年に発行された「フランク・ティー・ベイリー中尉の宮古・八重山森林調査復命
書」(Frank T. Bailey，1958)内では宮古島での森林管理に対し「苗圃は徐々に木麻黄又は保護用樹
の植栽よりも用材樹木の植栽に変えるべきである」との勧告をしているにもかかわらず，宮古列
島においては 1960 年代にモクマオウを用いた造林が盛んに行われていた。そして，鈴木(1968)
は第二宮古島台風により被害を受けた宮古島を視察し「戦後植えられたリユウキユウマツやモ
クマオウの幹は折られ，残りの枝の葉は赤くなつた。(中略)然し中村先生が琉球の救国樹の命名
をされたモクマオウの風害株は幹から新芽をふきだしていき帰りつつある姿も見せられた。宮
古腹魂はこのようにして永い歴史のうちに錬成されたものであろう。防潮林の先駆樹としてモ
クマオウを利用することの意義もここにあるだろう。また並木林帯として，耕地防潮林としても
第一次防潮林としてやはりモクマオウを選ぶべきであろう」とモクマオウについて評価をして
いる。そして，沖縄北部，八重山など他地域でモクマオウを用いた造林面積が大幅に減少する中，
宮古列島ではモクマオウを用いた造林が積極的に行われ，1972 年の沖縄返還時点で森林率を約
30%まで回復させた(宮古森林組合林業研究グループ，2015)。
このように宮古列島においてモクマオウを用いた造林が行われ続けた理由は，
「土壌的要因」
と「文化的要因」
，2 つの要因があると考察する。
琉球列島の島々の土壌は大きく分けて 3 つに分類することができる。酸性の赤色の土壌であ
る「国頭マージ」
，弱アルカリ性の灰褐色の土壌である「ジャーガル」
，海岸部などに見られる弱
アルカリ性の褐色の土壌である「島尻マージ」である。宮古列島の島々は第四紀中期更新世以降
に隆起したサンゴ礁により形成され，陸地の全域が島尻マージに覆われている。大政(1959)によ
る研究では「赤色の土壌が一括されてマージとよばれていることがわかるであろう。その赤色の
土壌は，(中略)，酸性が強く粘質で，モクマオウには不適の土壌である。」と述べ，更に「平地，
ことに海岸それにその付近の丘陵地では，モクマオウの成長はすばらしい」としており，モクマ
オウの島尻マージに対する適性を示唆している。このようにモクマオウは宮古列島の土壌に適
していたため，重要造林樹種として造林が行われたと考えられる。
宮古列島は古来より用材の確保が困難な地域であり，15 世紀には 100km 以上離れた西表島な
どの八重山諸島まで用材の確保へ赴いていたことが与那覇勢頭豊見城(1)の物語を謡ったアヤゴ
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歌(2)などから明らかになっている(与並，2018)このような環境で宮古島の人々はリュウキュウマ
ツの導入や抱護林の造成など古来より森林に対する意識が非常に高く，戦後においてもその森
林に対する意識は失われることは無かった。フランク・ティー・ベイリーは「宮古島の私有林は
立木の殆どが若い木でよく成長して居り一本々々の管理は多くの点に於いて優秀であつた。此
等の人々は森林の真価をよく認識している」(Frank T. Bailey，1958)と述べており，戦後の宮古島
の人々の森林に対する意識の高さを評価している。森林が少なく，古来よりリュウキュウマツの
導入など用材を確保するため，樹木の導入・造林に務めてきた宮古島では，このような森林に対
する意識が育まれてきたと推察され，このような文化的な背景も宮古列島において外来樹木で
あるモクマオウを用いた造林が行われてきた大きな要因の一つであろう。また，1954 年に琉球
政府経済局が編纂した公文書である「官行造林案説明書

平良市」では「本市は人夫の供給容易

であるばかりでなく市当局に於ても植栽の一日も早からんことを希望するので(原文ママ)」との
記述や「住民は比較的林業労働の経験に乏しいので技術上の点について充分なる指導をなすこ
とが肝要である(原文ママ)」などの記述があり，宮古島においては，官民一体となって造林や森
林管理を行っていたことも考察される。
脚注
(1). 14 世紀末から 15 世紀初頭にかけて宮古列島全域と八重山列島を支配下に置いていた宮古
島の豪族である。1390 年に宮古島の首長として中山王国に朝貢した。白川氏の始祖にあた
り，諡号は恵源。
(2). 宮古列島における歌謡の総称。神話，史伝などの叙述を展開させる長詩形式のものと即興的
に謡われる小歌形式のものが存在する。
参考文献
安井瞭，岡本透，寺嶋芳江，奈良一秀「国絵図と古文書史料から読み解く江戸年間の宮古列島に
おける松樹導入の歴史」
『九州森林学研究』
，Vol.73，2020 年，11-16 頁
与並岳生，『新釈宮古旧記』
，新星出版，2018 年，291 頁
Frank T. Bailey，
「フランク・ティー・ベイリー中尉の宮古島・八重山森林調査復命書(1951)」
『沖
縄県農林水産行政史』
，Vol.16，1984 年，257-262 頁
鈴木丙馬，
「琉球の農村林業・防災林業・風致林業等の現地診断とその推拡法案について(1968)」
『沖縄県農林水産行政史』
，Vol.16，869-881 頁
大政正隆，「管見した沖縄の林業」
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宮古森林組合林業研究グループ，
「100 年後の子供たちに緑の美ぎ島を残すために」
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，2015 年，5 頁

(※調査に用いた公文書等の詳細は別途発表資料中で提示する)
(連絡先：安井瞭

ysrut1994@gmail.com)
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2017 年九州北部豪雨被災が地域景観に与えた影響
－福岡県朝倉市平榎地区を事例に－
○原田佳生・藤原敬大・佐藤宣子（九大）
はじめに
近年，深刻な豪雨災害のリスクが高まっており（気象庁 2019）
，2017 年の「平成 29 年 7 月九
州北部豪雨」，2018 年の「平成 30 年 7 月豪雨」
，2019 年の「令和元年台風第 15 号」
，2020 年の
「令和 2 年 7 月豪雨」は各地に多大な被害をもたらし，激甚災害にも指定された。深刻な豪雨
災害のリスクが高まる中で，森林が有する多面的機能のうち，水源涵養機能，並びに土砂災害
防止機能や土壌保全機能に対する期待が高まっている（林野庁 2019）
。
豪雨によって崩壊した森林の斜面を修復する場合，土砂災害防止機能・土壌保全機能に加え
て，文化機能である森林景観や風致を考慮することが重要である。森林景観は，その土地の気
象や地形などの自然条件が生み出す植生の状況と，日々の暮らしにおける地域の人々と森林と
の関わり方の歴史とによって形成されており，それゆえ森林景観は地域の個性や印象を伝える
大事な要素の 1 つとなっている（東京大学森林風致計画学研究室 2008）
。
森林景観の形成に関する先行研究として，観光振興のための森林景観整備を事例にした由田
（2018）はあるが，豪雨災害被災地における森林再生を対象にした研究は乏しい。本研究は 2017
年九州北部豪雨によって被災し，森林景観を大きく損なった福岡県朝倉市平榎地区を事例に，
豪雨災害が住民の農業経営の意識に与えた影響について明らかにし，復興のプロセスを記録す
るとともに，広葉樹植栽による景観再生の可能性について考察することを目的とする。
調査方法
（1）調査地概要
平榎地区は，福岡県朝倉市杷木志波に位置している。扇状地上にある同地区には水田は存在
せず，柿の栽培が主要な農産業である。他の広葉樹の紅葉とともに「柿の実紅葉観察会」が開
かれるなど，柿園は同地区の象徴であり，景観の中心を成している。2017 年 7 月に発生した九
州北部豪雨では，同地区で死者は出なかったものの，家屋が全半壊したり，道路が大きく損傷
したりするなど多大な被害が出た。また被災後に 38 名が他出し，被災前は 37 戸あった世帯数
は，現在 19 戸までに減少している。豪雨によって生じた斜面崩壊や放棄された柿園が原因で集
落の景観は著しく悪化しており，地区の住民の間でも景観再生の必要性が意識されている。そ
のための方法として広葉樹の植樹が検討されている。
（2）データ収集
本研究の方法は，参与観察とインタビューである。2019 年 6 月から今日まで平榎地区におけ
る復興委員会の会合や地域づくり活動に参加しながら，復興計画に関する議論や合意形成の過
程を記録した。また 19 戸（近年外部から移住してきた 1 戸を除く全戸）を対象に半構造化イン
タビューを行い，
（1）世帯の基本情報，（2）柿園の管理状況や今後の意向，
（3）森林の所有や
管理状況，
（4）植栽する樹種の希望，
（5）復興における優先順位，（6）復興委員会に対する意
見についてデータを収集した。
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結果
復興計画に関する議論や合意形成の過程
復興委員会は委員 6 名と区長 1 名の計 7 名によって構成される。定期的な会合が開催されて
おり，柿園の維持と景観形成が主な議題である。復興委員会の景観計画によると，柿園や民家，
森林を含めた集落景観を一望する見晴らし台を作ることが計画されている。2020 年 11 月まで
に見晴らし台予定地の整理，道づくり，植栽位置と本数の決定，一部の樹種の植栽までが終了
し，2021 年 3 月に「平榎復興植樹祭」が予定されている。見晴らし台の設置は地域のレクリエ
ーションの場としての利用と同時に，地域外住民へ認知されることも目指されている。
復興委員会が活動を始めた 2019 年 4 月に平榎地区から九州大学の復興支援団へ協力の要請が
あり，これまで複数の学部にまたがる学生や教員らが復興委員会に参加し，計画・植栽樹種に
関する助言などを行っている。また県の普及指導センターの技師も招かれ，復興委員の話し合
いなどに参加している。見晴らし台に関する予算は，国土緑化推進機構のファンド事業から 80
万円ほどの支援を受けている。
地区住民（19 戸）のインタビュー結果
（1）世帯の基本情報
19 戸全ての世帯主は男性で，世帯主の年齢は 50 代が 4 名，60 代 10 名，70 代 4 名，80 代 1
名であった。世帯の構成は，単身世帯が 2 戸，世帯人数 2 名が 7 戸，3 名が 4 戸，4 名が 3 戸，
5 名が 3 戸であった。
（2）柿園の管理状況や今後の意向
柿の生産を行っていたのは 11 戸で，そのうち 3 戸は柿販売が家計の主な収入であった。また
他の地区に居住する 8 名が平榎集落に柿園を所有し，柿生産を行っていた。
今後の柿園の管理について尋ねたところ，11 戸のうち 8 戸は，今後 10 年間は柿の生産を継
続する意向を示し，生産者の年齢は 60 代以下であった。その一方で，柿生産から主な収入を得
ている 3 戸のうちの 1 戸は，現在柿園の管理を行っている世帯主が高齢であるために，今後の
柿園の管理が難しく，後継者人材の確保が急務となっていた。また過去に柿生産を行っていた
世帯が 8 戸あった。そのうち半数の 4 戸は 2017 年の九州北部豪雨によって柿園が被災したこと
が原因で柿生産をやめていた。現在，同集落には放棄されたままの柿園が多く存在し，景観の
悪化を招く一因となっていた。
（3）森林の所有や管理状況
山林は 14 戸が所有していた。その内，12 戸は境界をある程度把握していたが，林業から収
入を得ている世帯はいなかった。一方で 5 戸は所有する山林でタケノコを採取しており，その
うち 1 戸はタケノコやクリを杷木にある道の駅へ出荷し収入を得ていた。
（4）植栽する樹種の希望
今後山に植栽する樹種について「斜面崩壊防止の機能が高い樹種，または景観に優れる樹種
のどちらが良いか」を尋ねたところ，12 戸が斜面崩壊防止，5 戸が景観に優れる樹種が良いと
回答した。広葉樹による景観再生の可能性に関して，19 戸中 5 戸は「広葉樹を植えたとしても，
その管理の担い手が長期的に見て存在しないために計画は非現実的である」と回答した。また，
そのうち 2 戸は，景観のための植樹に資金を投資することの意義について疑問を感じていた。
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（5）復興における優先順位
「道路の整備」が過半数を占め，最も
優先順位が高く，「景観改善」を優先順
位第 1 位として挙げた回答者はいなかっ
た。一方で「景観の改善」を 2 位に挙げ
た回答者は 3 名，3 位に上げた回答者は
2 名おり，集落の存続や生活の安全に関
わる項目に次いで景観が重視されてい
ることがうかがえた。

図１ 復興における優先順位

（6）復興委員会に対する意見

復興委員会に対して何か意見はあるかという質問では，過半数の 13 戸が「特にない」と回答
した。その一方で 4 戸は「持続的な管理の具体性がない」こと，2 世帯戸は「景観への投資の
意義がわからないこと」を意見として挙げた。
考察
豪雨災害によって住民の約 45％他出していた。また豪雨災害後も残った 19 戸のうち 4 戸が
柿の栽培を断念しており，平榎地区の生活の糧であり景観の中心であった柿園の担い手は大き
く減少していた。柿園の管理の担い手の確保は同地区の喫緊の課題であり，他出者や集落外か
らの移住者の確保が必要になっている。このような状況の下で，集落の景観再生は集落の復興
目標の一つであると同時に，移住者の確保の手段の一つとも位置付けられている。
見晴らし台計画においては，国土緑化推進機構による財源や大学，普及指導センターなどに
よる知識や助言が大きく作用していた。それゆえ，外部からの力が景観再生における推進力と
なると考えられ，特に金額で 100 万円以下の支援であっても大きな意味を持つことが示唆され
た。一方で，復興委員会による見晴らし台の計画は地区の中で完全に合意が得られておらず，
景観への資金の投資の意義や持続的な管理の具体性に関しては明確な意義，方法を決定したう
えで，集落全体で共有していくことが地域景観再生を進める上での課題であると考えられる。
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森林組合系統の森林保険事業における役割と課題
○菱田歩海（筑波大院生命環境）・立花 敏(筑波大生命環境)
研究の背景と目的
自然災害の頻発に伴いリスク管理が重要になっている。本研究で取り扱う森林保険は，国立研
究開発法人森林研究・整備機構森林保険センターにより運営され，その保険窓口業務は全国の森
林組合系統に委託されている。先行研究には，森林組合系統と森林所有者にアンケート調査を行
い，森林保険加入率を左右する要因と保険加入推進手法を検討した林政総合調査研究所（2001）
がある。ここでは，森林保険加入率と正の相関のある要素として，森林組合の専従職員数や素材
取扱量，公有林の保険加入面積，補助事業による除間伐実施面積などが挙げられている。また，
筆者は森林保険事業の運営体制や保険加入率が都道府県により異なることを明らかにした（菱
田ほか，2020）。それらを踏まえ，本研究では都道府県内の森林組合で加入率がどう異なるかを
把握した上で，森林組合系統の役割や課題を考察することを目的とする。
調査方法
本研究では，林政総合調査研究所（2001）を参考にアンケート調査票を設計し，2019 年 12 月
～2020 年 1 月に都道府県森林組合に対する郵送による悉皆のアンケート調査ならびに 2020 年
2～3 月にメールと電話による補足調査を行い，2019 年現在の現状について把握を行った。アン
ケート調査票の回収率は 85%であった。併せて，2018 年 7 月～2020 年 9 月に森林保険センタ
ー，愛知県森連，青森県森連，岩手県森連，北海道森連，ようてい森林組合，小樽市役所，余市
町役場，茨城県森連，常陸太田市森林組合において聞き取り調査も実施した。また，関連の文献
資料および統計資料を用いて分析を加えた。
調査結果
アンケート調査のうち「連合会管内の森林組合によって加入率の差がみられるか」という質問
について，39 会中 34 会から「はい」という回答を得た。それらの連合会に，その要因について
「最も重要」
，
「次に重要」と考えられる要因を 1 つずつ選択してもらったところ，
「公有林の加
入の有無」と「組合の加入促進活動の積極さ」が加入率に影響を与えていることが示唆された。
これら２つの要因のうち公有林については，都道府県別に①公有林の保険契約面積が多けれ
ば保険契約面積が増加する，②公有林面積が多ければ保険契約面積が増加することを想定し，統
計資料と聞き取り調査結果を用いて検討を行った。その後，聞き取り調査結果を加えて公有林を
都道府県有林と市町村有林に分けて追加の検討を行った。また，森林組合の加入促進活動につい
ては聞き取り調査を基に検討を行った。
（1）公有林の加入の有無
①公有林契約面積が多ければ契約面積が増加するか
「都道府県別保険契約面積」と「都道府県別契約公有林面積」関係は図 1 のようになった。北
海道は外れ値と見做されるため除外して相関係数を取ったところ，0.91 と高くなったため保険
契約面積とそれに占める公有林の面積には強い相関があることが分かった。
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②公有林面積が多ければ保険契約面積が増加するか
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と同様に北海道を除外し相関係数を取ると 0.39 と低くなった。山梨県や長野県のように県内の
公有林面積が大きくても，それに占める加入面積が低い場合があり，そうした影響も考えられる。
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図 2 都府県別公有林面積と都道府県別契約公有林面積の関係 注：筆者作成
以上の①と②について，多くの連合会から「公有林では契約が継続して更新される」
，「
『住民
の財産』という意識があるため解約はしないことが多い」と回答があった。また，公有林を加入
させている理由については，聞き取り調査から「損害に備えるという意味で加入は必要」，
「住民
の財産であるため備えが必要」が挙げられた。さらに，森林保険センターでは「公有林のうち都
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道府県有林はあまり加入しない」，青森県森連では「すべて加入させると保険料が高額になるた
め大規模所有者は加入しない」との回答を得た。これらより，市町村有林よりも規模の大きい都
道府県有林は保険料が高額となるために市町村ほど加入に積極的にならないと推察される。そ
こで，都道府県有林よりも市町村有林の保険契約が保険契約面積の増加に寄与すると言える。
（2）組合の加入促進活動の積極さ
アンケート調査によると，都道府県森連では各々の組合や地域に対して以下のような加入促
進活動を行っている。ただし，これらの活動の結果，組合の促進活動への意識が向上したと認識
している連合会は 39 連合会中 12 連合会にとどまった。
聞き取り調査において，複数の連合会から「森林所有者への勧誘活動は主に組合が行う」との
回答を受け，連合会職員が加入促進活動において直接所有者に接触する機会は少ないことが分
かった。また，加入促進活動に積極的な組合は「保険金支払い実績のある組合」
，つまり管轄の
保険契約森林が被災した経験のある組合であるとの回答も受けている。さらに，森林保険センタ
ーからは加入促進を行うかどうかは「組合の保険担当者の意欲次第」，「組合の（役職員数等の）
体制が整っているかどうか」との回答もあり，連合会による働きかけよりも現地の森林組合の意
欲や体制が加入促進活動に影響していると考えられる。
考察
以上の結果を踏まえ，
「公有林の加入」は属地的な要素，
「加入促進活動」は組合系統の属人的
な要素として考察する。公有林契約面積は契約面積と相関があり，さらに市町村有林契約面積も
強い相関がみられたことから，公有林のうち，特に市町村有林の保険契約が保契約面積の増加に
影響していることが明らかとなった。その組合の管轄地域に「市町村有林が存在し，それらが保
険に加入しているかどうか」が組合によって加入率に差が生じる要因の一つと言えるだろう。こ
れはその地域固有の要素であるため，森林組合系統の運営が大きく影響しているとは言いがた
い。ただし，公有林の中でも財政難により保険解約を行ったり付保率(掛け率)を下げたりする場
合も見受けられる（聞き取り調査結果）ため，つなぎ止めを図るという意味では森林組合系統の
役割はあると考えられる。
一方で，加入促進活動については森林組合系統のうち，特に所有者と直接つながりのある森林
組合の役割が大きいことが明らかになった。個々の森林組合内に役職員が十分にいるかどうか
は，森林保険事業に担当者を割くことができるかに影響している可能性がある。加えて，過去に
保険金支払い実績のある組合においては，森林保険が契約者の役に立っているという実感をも
っている場合があるため保険事業の運営や勧誘活動に積極的になるということも分かった。こ
のことから，加入促進活動は森林組合の体制や担当者によって左右されるため，森林組合系統の
役割は大きいと言えるだろう。
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