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調査における回答表の作成・分析は
北海道大学農学部森林科学科森林政策学研究室の指導のもと行いました。
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はじめに
高まる森林の利活用への期待と現状把握の不足
本書は、北海道内市町村において、健康・教育・観光分野における森林の利活用の状況を把握し、利
活用促進のための提言を行うために、2012 年 12 月に実施した調査の結果と、道内における事例を報告す
るものです。
日本は森林率 67％と、先進国の中ではフィンランド、スウェーデンにならぶトップクラスの森林率を
誇っています。中でも北海道は全都道府県のなかで最も多い 554 万ヘクタールの森林を有し、道民一人
当たりの森林面積は約 1 ヘクタールと、全国平均の約 5 倍となっています。
このように豊かな森林資源に恵まれながらも、それを十分に活かすためには多くの課題があります。
近年、森林の持つ木材生産機能にとどまらない「多面的機能」が見直され、健康・教育・観光といった
私たちの暮らしに身近なテーマにおける森林の利活用への期待も高まっています。しかしながら、その
取り組み状況や課題の把握が十分になされているとは言えません。そこで、本白書を作成するに至りま
した。

第 1 章には、12 月に実施いたしました北海道内 179 市町村を対象とした調査結果として、各分野ごと
に、全道的な傾向の把握と、森林の利活用を進めるための提案を掲載しました。第 2 章には、地域で取
り組みを進める際の参考にしていただくため、道内における森林の利活用の事例を紹介しました。そし
て、最後に、全道的な森林の利活用促進のための「提言」を掲載しました。巻末には、付録として、調
査の回答表と、自治体のみなさまにご回答頂いた内容の一覧を掲載しました。

本書のねらいは、市町村間の取り組みの優劣を示すことではありません。現状を把握し、森林の適切
で効果的な利活用を進め、人々と森林がともに活き活きできる社会の実現に向けて、ご活用いただける
ことを願っています。

2013 年

2月
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調査の概要
調査目的
森林の有する多面的機能への期待の高まりのなかで、森林の健康・教育・観光分野での利活用、およ
び、維持管理について現状を把握し、利活用促進のための検討を行うことが目的です。

調査対象・方法
道内 179 市町村森林担当課へのアンケート調査(一部、追加ヒアリング)を実施しました。

設問項目

※回答表は付録 1 に掲載しました

健康(Ａ)・教育(Ｂ)・観光分野(Ｃ)それぞれについて
[問Ａ,Ｂ,Ｃ] 市町村内の森林における利活用の有無(「はい」「いいえ」から選択)
[問Ａ－１,Ｂ－１,Ｃ－１] 特色のある取り組み(自由記述)
[問Ａ－２,Ｂ－２,Ｃ－２]

利活用が行われている場所(「市町村有林」
「道有林」
「国有林」
「私有林」

「公園」
「その他」から選択)
[問Ａ－３,Ｂ－３,Ｃ－３] 現状の課題(自由記述)
維持管理について
[問Ｄ] 市民が日常的に利活用できる森林の維持管理について、将来にわたって維持管理を続けるこ
とに課題があるか(「多いに抱えている」
「抱えている」
「どちらとも言えない」
「抱えていない」
「ま
ったく抱えていない」から選択)
[問Ｄ－１] 課題(自由記述)
[問Ｅ] 市民が利活用できる森林を継続的に維持管理していくために工夫していること(自由記述)

調査の流れ
2012 年 12 月
北海道大学農学部森林政策学研究室の指導のもと、NPO 法人森の生活にて回答表を作成しました。
回答表を道内 179 市町村森林担当課に郵送または電子メールにて送付し、回収しました。
2013 年 1-2 月
北海道大学農学部森林政策学研究室の指導のもと、NPO 法人森の生活にて集計・分析しました。
事例紹介のため、ウェブサイト、電話、電子メール、事例地への訪問により情報収集を行いました。

回答結果
回答数(回答表に記入頂き、返送のあった数)は 131 で、回答率は 73.2％でした。ただし、返送された
回答表の一部の設問について未回答となっている場合もありました。
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第1章

4

調査結果

調査結果のまとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5

健康分野

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6

教育分野

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

8

観光分野

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

維持管理

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

調査結果のまとめ
◆利活用していると回答した市町村は、教育分野では約 6 割あったものの、観光分野では約 4 割、
健康分野では約 3 割未満に過ぎず、大きな機会損失
森林の利活用に取組んでいると回答した市町村は、健康分野では 27.1％、教育分野では 55.8％、観光
分野では 35.2％でした。健康分野については保健・医療・福祉の領域における機会損失を、教育分野に
おいては、地域の自然を活かした教育機会の損失を、観光分野においては経済的損失や地域づくりの機
会損失を、それぞれ生んでいると言えます。

◆森林の維持管理について課題を抱えていると回答した市町村は約 2 割に止まったが、課題の内容
は財源確保が多数を占め(29 件中 24 件)、継続的な維持管理には潜在的な課題
顕在化していないものの、対策が必要な問題として、市民が利活用できる森林の維持管理が挙げられ
ます。森林の利活用を進めるにあたり、フィールドの確保はまずもって為されなければならない基本的
な事項です。本調査では、将来的な維持管理について、課題を抱えていると回答したのは 22.6％にとど
まりましたが、課題の内容について記入のあった 29 件のうち 24 件が財源確保に関する課題でした。活
動場所の多くが市町村有林で行われている状況の中で、進行する行政の財政難は、今後、維持管理に係
る予算を圧迫していくことが予想されます。
また、森林の利活用を進めていない地域ほど維持管理を課題と感じていない傾向が見受けられ、森林
の利活用を進めていないことが、維持管理に対する問題意識をそもそも産まないことを示唆していまし
た。
このまま利活用が促進されない状況を放置すると、市民が気軽に利活用できる身近な森林の維持管理
が切り捨てられ、その森林の多くを今後利用できなくなる状況が生まれる可能性があります。

◆機会損失を減らし、継続的な維持管理を進めるためにも、道・国の支援体制の構築と、ＮＰＯな
どと連携した利活用の促進を
上述のような状況の中で、行政の維持管理費の負担を軽減するとともに、積極的に利活用を促すこと
で、森林空間そのものの持つ価値に対する認知を広めていくことが必要です。森林の利活用をうまく進
めることができている地域の多くは、行政とＮＰＯなど複数の事業体の連携が進んでいました。第 2 章
に掲載した各地の事例を参考にしたり、支援体制を利用したりしながら、各地域において、個人・団体
を積極的に巻き込みながら取り組みを進めていくことが必要です。
また、市民が日常的に利活用できる森林の維持管理を、国や道が支援する体制づくりも必要です。
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調査結果

健康分野
背景
漠然とではあるが、森林浴という言葉で森林が健康に良いという認識は一般に広く認識され、余暇の
過ごし方の一つとして親しまれています。そこに森林療法という言葉が登場し、科学的・医学的データ
の蓄積とともに各地での実践が広まって来たのがここ十数年のことです。当初は山村部の地域振興策と
しての側面が強かったものの、現在では都市部の身近な緑地・公園を活用したセルフケア的な活動も広
がり、森と人、山村と都市がつながるきっかけとともに健康増進策としてもさらなる進展が期待されて
います。

調査結果
■森林の利活用に取り組んでいますか？
0

■利活用が行われている場所

20 40 60 80 100 (件)

はい

0
市町村有林
道有林
国有林
私有林
公園
その他

35 (27.1%)

いいえ

94 (72.9%)

(N=129)

40

60

22

8
3
4

9
2

※複数の内容を記入頂いた場合はそれぞれに分けてカウントしています。

■特色のある取り組み内容の分類

※市町村ごとの取り組み内容は付録 2 に掲載

記入のあった市町村の数：34
利活用の内容の分類

件数

散策できる森林の解放

17

ウォーキング、スポーツ等の企画実施

15

森林療法的な活動

3

※複数の内容を記入頂いた場合はそれぞれに分けてカウントしています。

■現状の課題の分類

※市町村ごとの課題内容は付録 2 に掲載

記入のあった市町村の数：11
利活用の内容の分類

6

20

件数

森林の維持管理

5

利用者・参加者の確保

3

案内役の人材育成

2

その他

1

傾向分析
◆利活用に取り組んでいると回答したのは 3 割未満。イメージの共有も課題
利活用に取り組んでいると回答したのは 35 件（27.1％）で、3 割未満に止まりました。特に森林療法
的な活動に取り組んでいる事例はわずか 3 件でした。いわゆる森林浴的な活動は多くの市町村で実施さ
れているものと推察されるにもかかわらず、取り組んでいるとした回答数が少なかったことや、回答の
あった健康分野での利活用の取り組みがウォーキングからスポーツの実施、植樹まで多岐に渡ったこと
から、健康分野での森林の利活用としてイメージする事例が回答者によってバラバラであることが伺え
ました。利活用が行われている場所は市町村有林で最も多かったものの、公園、道有林など比較的様々
な場所で取り組まれていました。

◆健康分野での森林の利活用の有効性を示すことが課題
フィールドの維持管理費の確保、利用者・参加者の確保、案内役の人材育成という課題はそれぞれ相
互に関わりがあり、財政難、人口減、少子高齢化といった状況の中で健康分野での森林の利活用の有効
性を示し、各自治体の各種施策の中での優先順位を上げられるかどうかが課題となっていることがわか
りました。

取り組みを進めるための提案
◆まずは案内役の人材育成を
健康分野での森林の利活用の有効性を示すにあたっては、科学的・医学的なデータの理解が必要であ
ることから、そうした専門知識を理解し、普及啓発・案内役を務める人材の育成がまず第一です。そう
した人材を活用した行事を開催することで、参加者が継続して健康のために森に行く動機付けや口コミ
での広報につながります。すると参加者が増えることから各自治体の各種施策の中での優先順位が上が
り、フィールドの維持管理費の確保にもつながるでしょう。

◆健康分野での森林の利活用の普及啓発を
森林が健康に及ぼす影響については、科学的・医学的なデータが蓄積しており、全国での実践例も広
がり積み重なっていることから、そうした情報を整理しわかりやすく伝えることにより、健康分野での
森林の利活用のイメージ共有が進みます。伝えたい対象の整理・優先順位付けを行い、対象毎にどのメ
ディアを使うかなど伝え方を工夫する必要があります。

事例紹介

詳細は p.16 に掲載

植苗病院での自然療育プログラム ／ 登録ガイド 25 名を有する津別町の森林セラピー® ／ NPO 法
人北海道森林療法研究会の取り組み ／ NPO 法人日本森林療法協会の取り組み
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調査結果

教育分野
背景
1980 年代ごろから環境教育が盛んに取り組まれ始めたのに伴い、現在は森林を利活用した環境教育と
して「森林環境教育」が各地で取り組まれています。「生きる力」を育む子どもの体験学習の場として、
森林は最適なフィールドの一つと言えます。平成 23 年に実施された世論調査でも、居住地近くの森林（里
山林や都市近郊林）に対し、子ども達が自然を体験する場としての役割を期待する声は多い一方、年齢
※

層が低くなる子どもほど森への親しみが低下しているという報告もあります。また、民間企業の研修や
高齢化社会における生涯学習の場としての利活用も期待されています。
※内閣府「森林と生活に関する世論調査」（平成 23 年 12 月調査）

調査結果
■森林の利活用に取り組んでいますか？
0

20

40

60

■利活用が行われている場所

80 100

0
市町村有林
道有林
国有林
私有林
公園
その他

72 (55.8%)

はい

いいえ

57 (44.2%)

(N=129)

20

40

60
53

8
14

8
15
4

※複数の内容を記入頂いた場合はそれぞれに分けてカウントしています。

■特色のある取り組み内容の分類

※市町村ごとの取り組み内容は付録 2 に掲載

記入のあった市町村の数：72
利活用の内容の分類

利活用の内容の分類

件数

子どもを対象とした学校教育での活動

42

子どもに限定しない、団体を対象とした活動

5

一般市民を対象とした活動

16

その他

3

子どもを対象とした学校外での活動

8

※複数の内容を記入頂いた場合はそれぞれに分けてカウントしています。

■現状の課題の分類

※市町村ごとの課題内容は付録 2 に掲載

記入のあった市町村の数：18
課題の内容の分類

8

件数

件数

利用者・参加者の確保

5

プログラム内容の充実

4

環境保全との両立

3

その他

6

傾向分析
◆5 割以上の市町村で利活用に取り組んでおり、学校教育の中での取り組みが 46 件と最も多かった
が、継続性や発展性に課題
利活用に取り組んでいると回答したのは 72 件（55.8％）に上り、学校教育の中で最も多く取り組まれ
ていました。しかし、植樹や枝打ちなど、体験的に実施されているものが多く、年間や学年を通じて継
続・発展していく事例は少ない傾向にありました。総合学習の時間が減少し、学校内での時間確保が困
難な状況の中で、学校教育外での機会も十分にはなく、継続・発展的に学べる環境が必要です。

◆プログラム内容の充実を課題に挙げたのは 4 件。人材育成の必要性も
プログラム内容の充実に関する課題を挙げた 4 件に見られるように、継続的な取り組みにしていくた
めには、楽しみながら参加でき、かつ意義のあるプログラムを実施することが欠かせません。学校との
連携の際には学習指導要領や教育課程との関連も踏まえる必要があるでしょう。森林についての知識と
指導スキルを併せ持った人材と連携することができず、充実したプログラムの企画・実施が満足にでき
ていない傾向も示唆されました。

取り組みを進めるための提案
◆学校など他団体と連携した活動を
学校など他団体と連携することで、参加者不足が避けられるだけでなく、対象者に合った活動に取り
組みやすくなり、継続的な活動の道筋をつくりやすくなるでしょう。2012 年に改正・公布された環境教
育等促進法により協働取り組みを支援する体制も整いつつあります。市町村有林での活動が 53 件と最も
多いことから、市町村と活動団体との連携を促進することも効果的でしょう。

◆

既存のプログラムや人材の活用を

プログラム開発や人材育成に地域で取組むことも大切ですが、既存のプログラムや人材をうまく活用
するのも効果的です。このような状況を支援する取り組みに、LEAF プログラムや木育などがあり（詳細
は p.20）
、インストラクターの派遣やプログラム作成の協力を受けられる場合もあります。

事例

詳細は p.18 に掲載

旭川市立近文第二小学校における 1～6 年生までに年間延べ 100 時間以上の森林環境教育 ／ 大雪山自
然学校における 3 歳から中学 3 年生までを対象とした自然体験活動の取り組み ／ 下川町における 15
年一貫の森林環境教育 ／

世界 21 カ国で実施されている LEAF(Learning About Forests)プログラム／

100 名以上の木育マイスターが育成された木育の取り組み
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第1章

調査結果

観光分野
背景
かつて主流であった団体旅行から、個人・小グループ旅行への移行や観光目的の多様化が進んでいま
※

す。余暇を緑豊かな農山村に滞在し休暇を過ごしてみたいと思う人々は多く、近年では観光振興に加え、
環境保全や地域づくりの視点も取り入れたエコ・ツーリズム等の取り組みも進んでいます。教育旅行に
おける体験活動のニーズも増加傾向にあり、子ども農山漁村交流プロジェクトなど、田舎における体験
を推奨する動きもあり、観光資源としての森林に期待がかかっています。
※内閣府「森林と生活に関する世論調査」（平成 23 年 12 月調査）

調査結果
■森林の利活用に取り組んでいますか？
0

20

40

はい

60

■利活用が行われている場所

80 100

0
市町村有林
道有林
国有林
私有林
公園
その他

45 (35.2%)

いいえ

83 (64.8%)

(N=128)

20

40

60

27
8
11
7
7

4

※複数の内容を記入頂いた場合はそれぞれに分けて記載しています。

■特色のある取り組み内容の分類

※市町村ごとの取り組み内容は付録 2 に掲載

記入のあった市町村の数：44
利活用の内容の分類
散策・憩いの場として解放(登山、ウォーキングコ

利活用の内容の分類

件数
18

ース、公園、キャンプ場など)

地域特有の希少的価値(動植物、歴史、巨木・

8

名木など)の発信

件数

イベント開催の場

7

他の観光資源と組み合わせることによる相乗効果

5

教育旅行での体験活動

2

その他

5

※複数の内容を記入頂いた場合はそれぞれに分けてカウントしています。

■現状の課題の分類

※市町村ごとの課題内容は付録 2 に掲載

記入のあった市町村の数：17
課題の内容の分類

課題の内容の分類

件数

森林や施設の維持管理

9

担い手の不在・減少

2

自然保護と利用のバランス

2

その他

4

リスクマネジメント

2

※複数の内容を記入頂いた場合はそれぞれに分けてカウントしています。

10

件数

傾向分析
◆利活用に取り組んでいると回答したのは 4 割以下。森林や施設の維持管理に関する課題が 9 件と
最も多かった
利活用に取り組んでいると回答したのは 45 件（35.2％）で、観光客が自由に散策できるように森林を
整備している事例が多くありました。しかし、常時快適な状態に保つために必要な維持管理コストを課
題に挙げた市町村が 9 件と最多でした。また、課題として自然保護の視点と観光機能の両立を課題に挙げ
た市町村も 2 件ありました。特に希少な自然資源を観光対象とする際には注意したい課題です。

◆ 教育旅行での体験活動の取り組みはわずか 2 件のみ
修学旅行の受け入れなど、教育旅行での体験活動の場として森林を利活用している取り組みは 2 件に
止まりました。情報発信や受け入れ体制の未整備が背景にあると推察されます。

取り組みを進めるための提案
◆地域特有の森林の価値の掘り起こしを
地域における森林の歴史や生態の調査、森と関わる文化の掘り起こしを行い、情報発信を行ってみま
しょう。地元の人にはあたり前のことが、よそ者には新鮮に映ることが多くあるため、外部の視点をと
り入れることも効果的です。

◆コーディネート体制の構築が鍵。地域を育てる観光を
継続的にまとまった人数を地域で受け入れるためには、地域内における観光資源の商品化と情報発信
を積極的に行うと同時に、窓口となり関係者を調整するコーディネート機関が必要です。また、長期的
※

には、消費型の観光から一歩進み、地域を育てる視点からの観光が必要です。例えば「オンパク手法」は
地域の人材・組織の資源や人材を発掘・育成する手法として日本国内 18 箇所で実施されている新しい観
光の形と言えます(道内では函館で実施)。地域内外の人々の質の高い交流を促すことで、地域の人材や
資源を発掘・育成する循環を生みだすことが重要です。
※ジャパン・オンパク ホームページ

事例紹介

http://japan.onpaku.jp/

詳細は p.21 に掲載

十勝地方北東部において年間 1,000 名以上の修学旅行受け入れなどを行うちほく体験観光協会
月形スギ保護林の取り組み

／

／ NPO 法人森の生活が下川町で提供する森林体験プログラム
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第1章

調査結果

維持管理
背景
森林を活用するにあたり、快適な空間を保つためには、維持管理が欠かせません。落枝による事故の
発生や、建造物の老朽化も問題となっており、人々が気軽に散策できる森林の維持管理は、森林を利活
用する上での最も基本的な条件として、とても重要なものとなっています。

調査結果
■将来にわたる維持管理に課題を抱えていますか？
0
大いに抱えている
抱えている

20

40

60

100

8(6.5%)
20(16.1%)

どちらとも言えない

63 (50.8%)

抱えていない
まったく抱えていない

80

27(21.8%)
6(4.8%)

(N=124)

■課題の内容

※市町村ごとの課題内容は付録 2 に掲載

記入のあった市町村の数：29
課題の内容の分類

件数

財源確保

24

人材不足

3

リスクマネジメント

2

その他

5

※複数の内容を記入頂いた場合はそれぞれに分けてカウントしています。

■維持管理のために工夫している取り組みについて

※市町村ごとの取り組み内容は付録 2 に掲載

記入のあった市町村の数：17
取り組みの内容の分類

件数

市民ボランティアによる管理

6

定期的な巡視

3

民間への委託

3

その他

5

※複数の内容を記入頂いた場合はそれぞれに分けてカウントしています。
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傾向分析
◆将来にわる維持管理に課題があると回答したのは約 2 割に止まったものの、財源確保に関する課
題は 24 件にも上った
将来にわたる維持管理に課題を抱えていると回答した市町村は 28 件（22.6％）のみでしたが、課題に
ついて記入のあった 29 件のうち、そのほとんどである 24 件が財源確保を挙げており、財政難による予
算縮小が背景にあることが伺えました。施設や遊歩道・階段の老朽化が進んでいるという回答が多くあ
り、補修が必要な場合にも、林道が整備されていない森林では機械の乗り入れが難しく作業効率が悪い
ため、維持管理をいっそう困難にしているという回答もありました。

◆工夫している取り組みとして市民ボランティアによる管理が 6 件と最も多いものの、継続性に課
題
ボランティアと連携した取り組みを行っているところは、上記のような維持管理に係る費用の負担軽
減につながっていました。しかし、ボランティアの高齢化や人材不足という側面もあり、将来にわたっ
て継続的に維持管理していくには不安を残す状況でした。

取り組みを進めるための提案
◆自然を活かした森林空間のデザインを
森林空間の整備をする際には、長期的な維持管理も視野に入れ、建造物が老朽化した際のことまで考
えて整備を行うことが必要です。建造物の設置は将来的に維持管理費の負担を強いられることを認識し、
極力自然の造形を活かした空間デザインを行うことを優先すべきでしょう。

◆市民団体やボランティアとの連携には「楽しみ」を
単なる維持管理のためのマンパワーとして、市民団体やボランティアと連携するのは継続性に問題が
あります。市民との連携には、目的の明確化や維持管理そのものに楽しみを持てるような工夫が欠かせ
ません。そのためにも、森づくりの計画段階から市民が関われるような体制を築くことが理想です。

◆支援体制の充実を
上記のような取り組みを支援するために、人材育成や技術講習、そして、維持管理費に対する支援も
必要です。例えば「森林環境税」は、森林の公益的機能の維持・増進に関する啓蒙、教育、広報、そし
て森林整備に対して住民 1 人ひとりが負担する目的税として、複数の都道府県で導入が進んでいます。

事例

詳細は p.22 に掲載

「苫東・和みの森」での市民参加の森づくり ／ NPO 法人北広島森林ボランティア・メイプルの取り
組み ／ 認定 NPO 法人北海道市民環境ネットワーク(きたネット)による道内市民活動団体のネットワ
ーク形成 ／ 下川町における市民参加による森林「美桑が丘」の計画づくり
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第2章

事例紹介

健康分野
◆植苗病院での自然療育プログラム
2011年秋から、植苗病院の患者さんの治療の一環として、病院の
近くの森を活用し、自然療育プログラムを実施しています。自然療
育プログラムの内容は、森を歩いたり、焚き火をしたり、歌ったり
と、楽しくコミュニケーションのとれる内容となっています。参加
者は統合失調症、そううつ病、発達障害、アルコール依存症などの
患者さんで、看護師、作業療法士のサポートのもと、NPO法人ねおす
と連携して、プログラムを提供しています。
植苗病院では2011年以前からも治療の一環として森林散策をとり
入れてきました。しかし、自然体験活動のノウハウを持つNPO法人ね
おすが加わって以来、参加者数の増加や、症状の回復といった好影
響が、いっそう効果的に促されるようになったそうです。2012年度
は、エーザイ株式会社が全国のNPOと展開する「地域コミュニティを
活かした認知症啓発事業」として実施しており、今後も継続的に連

自然療育プログラムの様子
写真提供：ＮＰＯ法人ねおす ぶなの森自然学校

携して取り組んでいくようです。
［お問い合わせ］
医療法人こぶし植苗病院 TEL:

0144-58-2314

NPO 法人ねおす 黒松内ぶなの森自然学校

TEL: 0136-77-2012

◆津別町の森林セラピー®
2011 年 4 月に「森林セラピー®基地」の認定を受けた町有林「ノ
ンノの森」をフィールドに、NPO 法人森のこだまによるコーディネ
ートのもと、森林セラピー®に取り組んでいます。「ノンノの森」の
中には「ランプの宿

森つべつ」があり、滞在しながら森林セラピ

ーを体験できる環境が整っています。森林セラピー®のプログラムは
入門編、リラックス編、アクティビティ編と利用者のニーズに合わ
せて選択できるように準備されており、現在、登録ガイドは 25 名で、
地域内の担い手も増加しています。
[お問い合わせ]
NPO 法人森のこだま
TEL:

0152-76-3333（
「ランプの宿

森つべつ」内）

ホームページ URL: http://nonnonomori.com/

「ノンノの森」での森林セラピーの様子
写真提供：ＮＰＯ法人 森のこだま
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◆NPO 法人北海道森林療法研究会の取り組み
東川町に拠点を置き、主に旭川市、東川町、美瑛町を中心に森林
療法に関する調査研究、プログラム開発、ツーリズムなどの活動を
行っています。ストレスの解消や血圧管理など、
「森の香り」に含ま
れる成分が心身に及ぼす影響について測定評価を行うなど、旭川医
科大学と連携したデータの収集・分析にも積極的に取り組んでいま
す。また、個人レベルの健康だけでなく、地域レベルでの医療再生
についても視野に入れ、地域の保健・福祉・介護の領域を含めたコ
ミュニティの再生として「メディカルコミュニティデザイン」を提
案しています。
[お問い合わせ]

定期的に開催していた健康づくり森林ウ
ォーキング参加者の皆さんと。医学生も
測定の手伝いに加わり地域医療における
住民の健康づくりを学んでいます。子供
からお年寄りまで自分のペースで気軽に
楽しみながら健康づくりができるところ
が森林ウォーキングの良さです。
写真提供：ＮＰＯ法人北海道森林療法研究会

NPO 法人北海道森林療法研究会
〒071－1468 上川郡東川町進化台 781-6

オーラス研究所内

郵便物などはこちら：
〒078-8510
北海道旭川市緑が丘東二条 1－1 旭川医科大学 住友和弘
TEL:

宛

0166－68－2442（旭川医大第１内科）

E-mail： ksumitom@gmail.com

◆NPO 法人日本森林療法協会の取り組み
311 を受けてミッション（社会的使命）を見つめ直す中で、すべ
ての人のより良く生きる力を解き放つ＝「エンパワメント」を森と
のつながりの中で実現していくことが私たちの成すべきことだとい
う認識に至りました。そして、森に行って自然に無理なく自分自身
をケアする健康法である「森林セルフケア」を広げるために、森林
セルフケア体験会、森林セルフケア講座(室内編、実地編)、森林セ
ルフケア支援研修、森林セルフケアサポーター認定、森林療法フォ
ーラムといった活動を東京・大阪・仙台など全国に展開しています。
[お問い合わせ]
NPO 法人日本森林療法協会事務局
E-mail:

shinrin-jimu@live.jp
2012 年には初の試みとして「森林セルフ
ケア☆フェスタ」を実施し、森林セルフ
ケアサポーターの活躍の場を設けまし
た。
写真提供：ＮＰＯ法人日本森林療法協会
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第2章

事例紹介

教育分野
◆旭川市立近文第二小学校における突哨山での継続的体験学習
～年間１～６年生まで延べ 100 時間以上
旭川市立近文第二小学校（生徒数 27 名）では、旭川市と比布町の
境にある突哨山をテーマにした学習に取り組んでいます。平成 23 年
度の小学校学習指導要領完全実施を機に、小学校から見える里山、
突哨山を活用し、地域の特性を生かした近二小らしい学習ができる
ことから、取り組みが始まりました。1,2 年生については生活科、3
年生以上は総合的な学習の時間として教育課程の中に位置づけ、教
室内および突哨山森林内での活動について、
全学年合わせて年間 100

2,3 年生の活動「突哨山の生き物さがし」
どんな場所にどんな生き物がいたか、飼
育は可能かをみんなで考えるプログラム

時間以上（※）の時間数を確保しています。6 年生では山の保全や
利活用の大切さを踏まえ、突哨山の今後に向けた提案を児童みずか
らが考えてまとめ、保護者や関係者の前で発表会を行うなど、一過
性の体験学習ではなく、地域を巻き込みながら、1 年生から 6 年生
までの体験を積み重ねていくプログラムとなっています。
森林内でのプログラムの作成には、森林に関する知識・指導面で
専門性を有する NPO 法人もりねっと北海道と連携しながら実施して
おり、LEAF プログラムを参考にして、発達段階に応じた内容となっ
ています。NPO 法人もりねっとは、突哨山の指定管理者でもあり、
山林の管理と併せて取組んでいます。また、プログラムに関する助

4,5 年生の活動「土の再生を考える」
山の落ち葉を集めて、学校の畑にまく堆
肥をつくっているところ

言や、学生ボランティアスタッフ派遣等の面で北海道教育大学岩見
沢校とも連携しています。
子どもの学びを中心に据えて、小学校、NPO、大学、そして地域住
民がそれぞれの得意分野を活かしながら取り組んでいます。
※学年ごとの時間数は、1 年生が 15 時間、2 年生が 16 時間、3 年生が 22 時間、4 年生が
12 時間、5 年生が 12 時間、6 年生が 35 時間となっている（平成 24 年度年間指導計画）
。

［お問い合わせ］
旭川市立近文第二小学校
NPO 法人もりねっと北海道

TEL:
TEL:

0166-57-2201
0166-76-2006

6 年生の活動「突哨山の保全を水の流れか
ら考える」
地元農家の方が講師を務め、山の歴史を
紹介しているところ
写真提供：ＮＰＯ法人もりねっと北海道
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◆大雪山自然学校での取り組み
東川町のキトウシ森林公園や、その周辺地域の自然をフィールド
に、自然体験活動を行っています。3 歳児から未就学児の親子を対
象とした「もりのようちえん おそとで子育てイエティーズ」
（年 8
回）
、小学校 1 年生〜6 年生を対象とした「大雪山はっちゃけ隊」
（年
12 回）
、小学校 4 年生〜中学 3 年生を対象とした「森つく」
（年 8 回）
と、年間を通じて対象年齢ごとに適したプログラムを提供していま
す。おもに週末に実施されており、学校外の場で子どもが自然と触

大雪山はっちゃけ隊の活動風景

れ合う場を提供しています。運営上の特色として、受益者負担によ
る主催事業として運営されています。北海道教育委員会、旭川市教
育委員会、東川町教育委員会の後援のもと、実施しています。

[問い合わせ先]
NPO 法人ねおす 大雪山自然学校

TEL:

0166-82-6500

森つくの活動風景
写真提供：ＮＰＯ法人ねおす 大雪山自然学校

◆下川町における幼・小・中・高校一貫の森林環境教育
下川町では、下川町幼児センター「こどものもり」、下川町立下川
小学校、下川町立下川中学校、北海道下川商業高校と、それぞれに
授業に組み込んだ形で一貫した森林環境教育に取り組んでいます。
幼児センターや小学校では、森林で楽しく遊んだり、学んだりする
内容が中心で、中学校、高校になるにつれ、森林のもつ社会との関
わりや経済価値についても考える内容となっています。LEAF プログ
ラムを導入しており、下川町教育委員会と連携の下、NPO 法人森の

幼児センター「こどものもり」の活動風景

生活が下川町から委託を受けて実施しています。

[お問い合わせ]
NPO 法人森の生活 TEL:

01655-4-2606

下川小学校での活動風景
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◆LEAF(Learning About Forests)プログラム
LEAF は森林業界が森林産業の普及啓発のために開発した北欧発祥
のプログラムで、未来の消費者である子どもたちの環境意識の向上
や、森林教育に関わる教師の育成などを目的としています。
プログラムの特色として、森林のもつ文化的、生態学的、経済的
および社会的な役割すべてについて考えること、発達段階に応じた
6 つのステップに基づいていること、自らの気付きや他者との対話
を重視することなどが挙げられます。
国際 NGO FEE によって運営され、日本をはじめとする世界 21 カ国
で実施されている国際的なプログラムです。
[お問い合わせ]
社団法人 FEE Japan

E-mail:

TEL:

03-5212-1528

info@feejapan.org.jp

LEAF プログラムの様子
写真提供：FEE Japan

◆木育の取り組み
木育とは、北海道発祥の、子どもをはじめとするすべての人が『木
とふれあい、木に学び、木と生きる』ための取り組みです。取り組
みを通じて、子どもの頃から木を身近に使っていくことで、人と木
や森との関わりを主体的に考えられる豊かな心を育むことをねらっ
ています。
道は、平成 22 年度から木育プログラムの企画立案や運営実施のア
ドバイス、プロデュースを行う人材として「木育マイスター」の育
成研修を実施しており、これまでに 114 名の木育マイスターが認定
されています。
[お問い合わせ]
北海道庁水産林務部森林活用課

TEL:

011-231-4111(代表)
木育活動の様子
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写真提供：北海道

観光分野
◆十勝地方 東北部において修学旅行の受け入れなどを行う、ち
ほく体験観光協会の取り組み
ちほく体験観光協会は、十勝地方 東北部の 4 町（池田町・本別町・
足寄町・陸別町）によって構成されています。足寄町では林業グル
ープや町の協力を得ながら、第一産業体験として枝打ち体験などを
実施するなど、それぞれの地域のもつ産業や遺産などの資源を活か
しながら、連携して体験・宿泊・飲食などの体験観光の提供を行え
る体制を整えています。
受け入れ調整窓口を NPO 法人自然体験学校が担い、旅行代理店と
受入先双方と連携を取りながら、日帰り体験や農村生活体験の受入
れを行いました。
平成 23 年度は小学校から高校まで 8 校約 680 名が、
平成 24 年度は 10 校約 1,850 名が、各町に滞在してさまざまな体験
を行い、地域の方と交流しました。
足寄町ではこのうち 6 校計 123 名の高校生が林業体験を行ってい
ます。一回に約 20 名までは受け入れられる環境を整えていますので、

専門家から指導を受けながら枝払い作業
を行う高校生たち

今後も継続していきたいと考えています。同様に、陸別町でも林業

写真提供：ちほく体験観光協会

体験の受け入れを行っています。
[お問い合わせ]
ちほく体験観光協会（事務局 NPO 法人自然体験学校）
TEL:

050-1415-0691

◆月形スギ保護林の取り組み
月形村開村のきっかけとなった「樺戸集治監」開庁 10 周年記念と
して明治 23 年に受刑者の手によって植樹され、手入れされたスギ林
を一般開放しています。現在では、付近にある樺戸集治監本庁舎や
水道遺跡など歴史的建造物とともに、北限のまとまったスギ林とし
て PR しています。空知森林管理署の事業として野鼠被害対策や林分
調査を行い、保護・管理の体制を整えています。また、空知森林管

スギ林の様子

写真提供：空知森林管理署

理署・月形町・（独）林木育種センター北海道育種場が連携し、ス
ギ林の枝から採取した穂を育て、後継樹育成にも取組んでいます。
[お問い合わせ]
空知森林管理署

TEL:

0126-22-1940
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◆NPO 法人森の生活が下川町で提供する森林体験プログラム
下川町において、NPO 法人森の生活が、多様な森林体験プログラ
ムを提供しています。体験プログラムには、トドマツの枝葉を採っ
て蒸留装置を使用して精油をとる「蒸留体験」
、森林を心身の健康に
役立てる「森林セルフケア」
、手のこを使用した間伐作業を通じて森
づくりを学ぶ「林業体験」などがあり、森林の 1 次、2 次産業の活
性化に早くから取り組んできた下川町において、森林の 3 次(サービ

プチ蒸留体験の様子

ス)産業化に取り組んでいます。

[お問い合わせ]
NPO 法人森の生活

TEL:

01655-4-2606

維持管理
◆「苫東・和みの森」での市民参加の森づくり
平成 19 年、苫小牧東部地区で全国植樹祭が開催されました。その
跡地の利活用方法をめぐって関係者が意見を交わし、計画づくりを
行うとともに、運営を担う「苫東・和みの森運営協議会」が平成 21
年に設立されました。森をきっかけに人と人がつながる「森のコミ
ュニティセンターづくり」
、森と親しむための入り口「森のゲートウ
ェイ」
、障がいを持った人もそうでない人も、バリアを取り除くだけ
でなく違いを価値として捉える「バリアバリュー」の３つの柱をも

大人も子どもも一緒になって、銭湯に運
ぶ薪をトラックに積んでいます

とに、地域住民の参加によって森林管理を進め、そこから得られる
利益を地域住民が受けとる、という考え方に基づいて取組んでいま
す。
協議会主催で毎月開催するイベント「月に一度は森づくり！」に
は親子連れから高齢者まで幅広い年齢層が参加し、森での交流を生
んでいます。平成 24 年度からは、薪ボイラーを所有する地元の銭湯
と連携し、イベント時の森の手入れで発生する古損木などの木材を
銭湯のボイラーに、自分たちで作った薪
を直接くべて、お風呂に入ります

銭湯の燃料として提供する代わりに、作業した方々に入湯チケット
を配布しています。

写真提供：NPO 法人ねおす いぶり自然学校

森林の維持管理のために市民を利用するのではなく、市民みずか
らが森林を活用することで楽しみを享受し、その結果、健全な森と
暮らしの循環が育つしくみづくりに取り組んでいます。
[お問い合わせ]
[お問い合わせ]
苫東・和みの森運営協議会事務局（いぶり自然学校内）
苫東・和みの森運営協議会事務局（いぶり自然学校内）TEL:
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0144-73-2565

◆NPO 法人北広島森林ボランティア・メイプルの取り組み
主に市有林を活動の場にして、育苗、植樹、育林等の作業や自然
と触れ合う行事を通じて環境の保全に取り組んでいます。会員はシ
ニア層が中心で、森林の保全や植林、森林資源の利活用に関する調
査研究、森林作業の技術研修、森林ボランティアの人材教育、市民
の森づくり、緑化活動の支援・協力、中・高生の森林学習の支援な
ど多様な事業を実施しています。活動の一環として学校林を国蝶の
オオムラサキも棲める森にするため、エゾエノキの植栽に取り組む
高校生の活動支援を行った結果、その生育確認が実現しました。

活動風景
写真提供：NPO 法人北広島森林ボランティア・メイプル

[お問い合わせ]
NPO 法人北広島森林ボランティア・メイプル（奥 晴夫）

TEL:

011-373-6179

◆認定 NPO 法人北海道市民環境ネットワーク(きたネット)によ
る道内市民活動団体のネットワーク形成
道内の環境保全に取り組む市民活動団体・個人のネットワークを
築き、市民・行政・企業の連携を促しながら、環境保全に関する活
動の実施・支援を行っています。会員団体には森林をテーマに活動
する団体も多く、森づくりに関するイベント開催をはじめ、活動団
体の情報発信や活動支援に積極的に取り組んでいます。
会員の活動を中心に北海道の森づくりを紹介するポータルサイト

植樹の様子
写真提供：認定 NPO 法人北海道市民環境ネットワーク

「森づくり★ナビ北海道」をオープンしました。
http://www.kitanet-mori.com/
[お問い合わせ]
認定 NPO 法人北海道市民環境ネットワーク(きたネット)

TEL:

011-531-0482

◆下川町における市民参加による森林「美桑が丘」の計画づくり
子どもから大人までが憩える場所として、町中からアクセスしや
すい森林「美桑が丘」を町が取得しました。NPO 法人森の生活によ
るコーディネートのもと、町民が主体となった整備を行うため、環
境調査、利活用検討を行っています。平成 24 年度は緊急雇用対策事
業として実施、平成 25 年度以降は指定管理者制度を導入して管理運
営を行っていきます。
[お問い合わせ]
NPO 法人森の生活 TEL:

活動風景

01655-4-2606
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提言

森林の利活用促進に向けて

森林の利活用を将来にわたって多面的に行っていくためには、様々な分野での利活用とともに、維持
管理の体制づくりも併せて進めていくことが必要です。
そのため、
「多分野での利活用がどれだけ進められているか」(a)および「市民が利活用できる森林の
維持管理について工夫しているか」
(b)を計る基準として、下記の 2 つの項目について相関関係を検証し、
利活用促進に向けた提言を行います。

a. 健康・教育・観光分野において利活用を行っている分野の数 (問Ａ,Ｂ,Ｃ参照)
b. 市民が利活用できる森林の維持管理について工夫していることがらへの記入のあり・なし(問Ｅ参照)

市町村数

(Ｎ＝126)

注：いずれかの設問が未回答の市町村は集計から除きました。

ａ
．
分
野
の
数

3

11

5

2

24

4

1

36

6

0

39

1

記入なし

記入あり

ｂ．森林の維持管理について工夫していることがら

傾向分析
◆利活用を行っておらず、森林の維持管理についても工夫していない市町村が約 3 割と最も多い
「a.分野の数」が 0 で、かつ「b.森林の維持管理について工夫していることがら」にも記入のなかっ
た市町村は 39 件(31.0%)にのぼり、森林の利活用、維持管理のどちらに対しても消極的な市町村が大き
な割合を占めていることがわかりました。

◆利活用を行っている分野が多いほど、森林の維持管理について工夫している件数も増加
「a.分野の数」ごとに「b.森林に維持管理について工夫していることがら」に記入のあった市町村数
の割合をみると、3 分野で利活用を行っている市町村(16 件)の場合は 31.3％、2 分野で利活用を行って
いる市町村(28 件)の場合は 14.3％、1 分野で利活用を行っている市町村(42 件)の場合も同じく 14.3％、
利活用を行っていない市町村(40 件)の場合は 2.5％でした。1 分野と 2 分野の場合は同じ割合であったも
のの、全体としては、利活用を行っている分野が多いほど、森林の維持管理について工夫している件数
の割合は増加する傾向にありました。
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取り組みを進めるための提案

右図のように、市町村を４グループに分け、
グループごとにそれぞれの対策を提言します。

ａ
．
分
野
の
数

3

11

Ⅲ

2
1

24
36

Ⅰ

0

Ⅰグループ… (a)：0～1

×

(b)：記入なし

Ⅳ

5
4

Ⅱ

6

39

1

記入なし

記入あり

ｂ．森林の維持管理について工夫していることがら

⇒森林の利活用を進める「人」を生むために、小さくてもいいからはじめてみる！
最多となったこのグループの市町村は、森林の利活用も、維持管理の工夫も、どちらに対しても消極
的であると言えます。まずは森林の利活用に意義を感じる「人」を地域内に生みだすために、他市町村
の取り組みを学んだり、利用したりしながら、小さいところから森林の利活用を始めることが重要です。

Ⅱグループ… (a)：0～1

×

(b)：記入あり

⇒関係者を積極的に巻き込んだ利活用の促進を！
このグループの市町村は、維持管理については何らかの工夫を行っているものの、森林の利活用は進
めることができていないと言えます。森林の利活用をうまく進めることができている市町村の多くは、
NPO などとの連携が進んでいました。民間事業体やボランティア団体など関係者を積極的に巻き込みなが
ら、取り組みを進めて行くことが重要です。

Ⅲグループ・・・ (a)：2～3

×

(b)：記入なし

⇒関係者と連携しながら、持続的な維持管理を！
このグループの市町村は、森林の利活用は進められているものの、維持管理については課題を認識し
ていないか、あるいは、手を打つことができないでいると言えます。維持管理についても、民間事業体
やボランティア団体との連携の事例が多くありました。森林の利活用を進める意義だけでなく、そのフ
ィールドとなる森林の維持管理の意義についても地域内に認識を広めていくとともに、維持管理につい
て何らかの工夫を行っている市町村の事例に学ぶことが重要です。

Ⅳグループ・・・ (a)：2～3

×

(b)：記入あり

⇒取り組みの情報発信と、互いに学び合う機会づくりを！
このグループの市町村は、森林の利活用が進み、かつ、維持管理についても何らかの工夫を行ってい
る市町村です。森林を利活用する意義も地域内で認識され、それを将来にわたって続けていく意欲のあ
ることが推察されます。現状の取り組みに磨きをかけるだけでなく、他地域の参考になる存在となるよ
う、情報発信を行うとともに、取り組みを進めることができている市町村同士が学び合う機会をつくる
ことが重要です。
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おわりに
本書の作成にあたり、道内自治体森林担当課の皆さまや、森林の利活用に取り組まれている皆さまに
は、大変お忙しい中ご協力をいただきました。また、調査における回答表の作成、分析には北海道大学
農学部森林科学科森林政策学研究室にご指導を頂きました。この場を借りてみなさまに深くお礼申し上
げます。
私たち NPO 法人森の生活は、町の面積の 9 割を森林が占める農山村・下川町にて人々と森をつなげる
活動を行っています。日本では、古くから人と森との関係が連綿と紡がれてきましたが、エネルギー革
命や高度経済成長など社会の変遷を通じて、都市はもちろん、農山村においても、人と森とのつながり
が希薄化しています。そのような社会の中で、森とのつながりを求める人々が数多くいることを、肌身
で感じてきました。
森林に向けられる社会のまなざしも、年々、期待の色を強めています。2009 年に林野庁が公表した森
林・林業再生プランでは、木材の安定供給体制を構築し、2020 年までに木材自給率 50％を目指すことを
謳っています。また、下川町では 2011 年に国から環境未来都市の認定を受け、木質バイオマスを中心と
したエネルギー完全自給や林業・林産システムの革新による森林総合産業の創出などを目標に掲げてい
ます。東日本大震災を経て、これまでに経験したことのない少子高齢化(多老化)社会に突入する課題先
進国日本において、森林の持っているポテンシャルがいかに重要視されているかを、伺い知ることがで
きます。
このような変化の激動の中にあって、あらためて、私たち一人ひとりと森林とのつながりを、大切に、
そして強く、築いていくことが必要ではないでしょうか。人々が当たり前に自然を感じ、その恵みを享
受することのできる社会という土壌があってはじめて、健全な「持続可能な社会」が芽吹き、しっかり
と根を張ることができると信じます。
本書では、健康・教育・観光というテーマにおける森林の利活用を取り上げましたが、他にも様々な
領域で森林が活かされる可能性があるでしょう。本書にて紹介することができなかった事例を含め、北
海道ではすでに森を活かした取り組みが数多く存在しています。私たちの暮らしや産業の中で、より良
い人と森林の関係が築かれている社会に向けて、少しでも本書が貢献できれば幸いです。
みなさんのご意見やご感想、お問い合わせなど、お気軽に下記までご連絡頂ければ幸いです。
特定非営利活動法人 森の生活
〒098-1204
北海道上川郡下川町南町 477 番地
TEL/FAX：01655-4-2606
ホームページ：http://www.forest-life.org/
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(

1

	
 
	
 
教育分野での森林の利活用について	
 
	
 
問Ｂ	
  市区町村内の森林において、教育分野での利活用は行われていますか。あてはまるものに○
を付けてください（自治体が実施しているものでも、どなたが実施しているものでも構いません）。	
 
	
 

１．はい	
 

	
 

	
 

２．いいえ	
 

	
 
「いいえ」に○を付けた方は問Ｃに進んでください。	
 
	
 
「はい」に○を付けた方に伺います。	
 
問Ｂ−１	
  市区町村内の森林における教育分野での特色ある利活用の取り組みを１つ教えて
ください（自治体が実施しているものでも、どなたが実施しているものでも構いません）。	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
問Ｂ−２	
  上記の利活用が行われている場所についてあてはまるものに○をつけてください。	
 
	
 

１．市町村有林	
 

	
 

２．道有林	
 

	
 

３．国有林	
 

	
 

４．私有林	
 

	
 

５．公園	
 

	
 

６．その他(	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  )	
 

	
 
問Ｂ−３	
  現状の課題があれば教えてください。	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 

	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
裏面にお進みください。	
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観光分野での森林の利活用について	
 
	
 
問Ｃ	
  市区町村内の森林において、観光分野での利活用は行われていますか。あてはまるものに○
を付けてください（自治体が実施しているものでも、どなたが実施しているものでも構いません）。	
 
	
 

１．はい	
 

	
 

	
 

２．いいえ	
 

	
 
「いいえ」に○を付けた方は問Ｄに進んでください。	
 
	
 
「はい」に○を付けた方に伺います。	
 
問Ｃ−１	
  市区町村内の森林における観光分野での特色ある利活用の取り組みを１つ教えて
ください（自治体が実施しているものでも、どなたが実施しているものでも構いません）。	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
問Ｃ−２	
  上記の利活用が行われている場所についてあてはまるものに○をつけてください。	
 
	
 

１．市町村有林	
 

	
 

２．道有林	
 

	
 

３．国有林	
 

	
 

４．私有林	
 

	
 

５．公園	
 

	
 

６．その他(	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  )	
 

	
 
問Ｃ−３	
  現状の課題があれば教えてください。	
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維持管理について	
 
	
 
問Ｄ	
  ご担当業務の中で維持管理している森林についてお聞きします。市民が日常的に利活用でき
る森林の維持管理について、将来にわたって予算を確保し安定して維持管理を続けることに対して
課題を抱えていますか。あてはまるものに○を付けてください。	
 
	
 

１．多いに抱えている	
 

	
 

２．抱えている	
 

	
 

４．抱えていない	
 

	
 

５．まったく抱えていない	
 

	
 

３．どちらとも言えない	
 

	
 
「１.多いに抱えている」「２.抱えている」に○をつけた方に伺います。	
 
問Ｄ−１	
  課題について詳しく教えてください。	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
問Ｅ	
  市民が日常的に利活用できる森林を継続的に維持管理していくために工夫している取り組
みがあれば、教えてください。	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
アンケートは以上です。ありがとうございました。	
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付録 2 自由記述内容一覧
※記述頂いた表現に極力基づいて掲載しております。

分類
ウォーキング、ス
ポーツ等の企画
実施

健康分野
◆特色ある取り組み(問Ａ－１)
分類
取り組み
回答者
散策できる森林の 健康増進などを目的として、協定など 札幌市役所
解放
の手法によって国有林や民有林など
に散策路を整備して利用者に開放す
る「自然歩道」や「市民の森」制度を有
しています。
※市民の森 ６箇所（計419.3ha）、自
然歩道 ８ルート（計75㎞）
一般的な取り組みとして、森林公園等 北見市役所
を整備しており、公園として開放し広く
利用いただいている。
森林を含む自然環境と接することによ
り、健康の保持・増進に寄与している。
市民（近隣住民）の日常的な散歩など 網走市役所
市民が初夏の野外で歩くことを通して、 留萌市役所
親子や世代間のふれあいを深め、日
ごろの運動不足を解消し、健康増進や
子どもたちの健全育成を図ることを目
的としたウォーキングを開催し、コース
として森林を活用する年もある。
名寄市役所
健康の森（公園）
ピヤシリ自然休養林
望湖台自然公園
滝川市役所
林道でウォーキング
道民の森（パークゴルフ、人力トロッ 当別町役場
コ、サイクリング等）
鹿部町役場
ノルディックウォーキング及び歩くス
キーによる健康推進
長万部町役場
げんきの森（H20登録）
・町民の森において、山菜採り、栗拾い 江差町役場
など散策を自由にしてもらい、町民の
憩いの場を形成している。
長沼町役場
国有林内の遊歩道、散策路の設置
月形町役場
道民の森 月形地区
特色ある利活用とはいえないかもしれ 美深町役場
ないが、道有林に美深町が公園として
管理している美深公園望の森がある。
林内は車道歩道があり、珍しい花木が
植樹されており、もとからある木と相
まって、動植物の観察や森林浴、レク
リエーション等が楽しめるよう整備して
いる。
西興部村役場
フットパスとして
保険保安林を枝払いや草刈り等を行 音更町役場
い整備している。
北海道健康づくり財団認定すこやか 士幌町役場
ロードのコースの一部として市街地に
あるカシワ林を活用しています。
町民や町外の方々が森林公園内の散 釧路町役場
策路を活用して、健康増進に取組んで
いる。
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森林療法的な活
動

取り組み
回答者
①市内6ヶ所のウォーキングロードを 帯広市役所
利用した、ウォーキング事業を行って
いる。（健康推進課）
②指定管理者主催による健康ウォー
キング講習会（みどりの課）
紋別市役所
「市民ハイキング」
※大山スキー場から遊歩道を散策し
ながら大山山頂を目指して登る。
NPO法人三笠森水遊学舎による「森 三笠市役所
の散策」の実施。
市内柏野のヌッパ貯水池周辺に整備
された森林公園内を森林インストラク
ターが森の説明をしながら散策しま
す。
市内の総合公園や、国有林内の林道 千歳市役所
で、マラソン大会、クロスカントリース
キー大会を実施（千歳JAL国際マラソ
ン大会、ちとせホルメンコーレンマー
チ）
・市有林内にパークゴルフ場を作り、
市民に開放している。
・町民の森において、町木に指定して 江差町役場
いるヒバの植樹祭・育樹祭を通じ参加
者の健康増進（森林浴効果など）につ
なげている。
上砂川町役場
森林浴ツアー
ワンデーウォーク（林道活用）
浜頓別町の「シニア木曜学校」という 浜頓別町役場
講座において、森林散策を行いながら
樹木や森林の解説を行っている。
癒しの森「音夢路」ウォーキングの集 枝幸町役場
い
清里町役場
ウォーキング事業
地元の団体である豊浦町郷土史研究 豊浦町役場
会が中心となり明治初期に英国人女
性旅行家イザベラバードが辿った山道
散策ツアーなどを行っている。
ポロト自然休養林や萩の里自然公園 白老町役場
を利用したイベントや森林ウォーキン
グ
北海道自然歩道「東大雪の道」ウォー 上士幌町役場
キング大会
本町福祉課主管で「楽々10,000歩教 豊頃町役場
室」を実施している。高齢者を対象に
町有林内遊歩道を使用する。
陸別町役場
国有林内における散策会の実施。
森林インストラクターと共に約1.8kmを
散策
村有林（観光地）等を利用したウォー 鶴居村役場
キング事業
植苗病院で、統合失調症やうつ病、発 苫小牧市役所
達障害、アルコール依存症などの患
者さんに自然療育プログラム（森林を
歩く、木の名札作り等）をおこなってい
る。
地元NPOによる森林療法ツアーの実 下川町役場
施（町有林を活用）
町内外向けツアーとして行っている。
津別町役場
森林セラピー基地

◆現状の課題(問Ａ－３)
課題の分類
森林の維持管理

市町村名
現状の課題
鹿部町役場
コース整備
下川町役場
体験フィールドの維持管理費
美深町役場
維持管理に多額の費用がかかる
森林公園開設後、年数が経過している
為、公園内の破損が増えて来て維持 釧路町役場
管理費用が課題の一つです。
遊歩道の補修財源の確保に苦慮して 羅臼町役場
いる。
長万部町役場
利用者・参加者の 利用が少ない
参加者が少ないため、開催方法・内容 上砂川町役場
確保
の検討
現状では高齢者のみを参加対象として
いるので、今後は他の年代にも広げて 浜頓別町役場
いきたい。
.案内役の人材育 森林ガイドが年々高齢化となってき
成
て、年々団体の数や人員が少なくなっ 白老町役場
ている。
陸別町役場
インストラクターの養成、確保
その他
民有林の使用に際しては、財産相続
等による所有者の変更などにより、新
たな土地所有者から事業継続の同意 札幌市役所
が得られないなどの問題が発生してい
る。

教育分野
◆特色ある取り組み(問Ｂ－１)
分類
子どもを対象とし
た学校教育での
活動

取り組み
回答者
網走市役所
市内小学生の野外自然学習など
留萌市役所
学校単位で森林教室を開催。
小学校の授業で、拾ったどんぐりの植
付や枯損木から薪取り体験をしてもら 苫小牧市役所
う。
生態系の観察により図鑑を制作してい 江別市役所
る。
紋別市役所
大山の遊歩道を活用した遠足など
名寄市役所
植樹、体験学習
空知地区指導林家連絡協議会主催
で、市の見本林を使い、小学４年生に 深川市役所
枝打ち作業体験を実施している。
特定非営利活動法人 北広島森林ボ
ランティア・メイプルにより市内中学校
の生徒を対象に、里山づくりの大切さ 北広島市役所
を理解してもらうことの一環として、苗
木の植樹、草刈り、間伐、枝打ちなど
を指導している。
中学生による林業体験学習（間引き、 当別町役場
裾枝払い、下刈等）
わくわく体験塾（木工やレクリエーショ 長万部町役場
ン等）森林室が開催
町民の森において、学校授業として小
学生を対象に町木に指定しているヒバ 江差町役場
の植樹や森林観察会（春・秋・冬）を実
施。

分類
子どもを対象とし
た学校教育での
活動

取り組み
回答者
森と川と海の結びつきを学びながら、
森づくりの大切さと循環型地域社会を
創る意識を育てることを目的とし「蘭越
町北の魚つきの森推進協議会」によ 蘭越町役場
る、小学生を含めた町民参加による植
樹会、自然観察会、枝打ち体験等を平
成１７年度から継続して実施していま
す。
北海道電力（株）奈井江発電所の「み
どりのサポートセンター活動」の一環と
して、カミネッコン植樹を行っている。 奈井江町役場
カミネッコン作成・苗木植え付け（散
水）・対象地への植樹を町内小学校児
童が行っている。
小学生を対象とした、アキグミの収穫 秩父別町役場
祭（山川草木を育てる集い）
幼児から高校生までの一貫した森林
環境教育の実施。学校と連携。担い手 下川町役場
は地元NPO法人。
美深公園望の森で行われている恒例
行事（森林浴の集い）の中で学年行事
として町内小学生が親子で参加して、 美深町役場
森林浴のほか樹高や輪尺調べなどの
森林学習、植樹なども行っている。
学社融合事業（森林教室、秋の野山 苫前町役場
探検）
森林教室の開催（町教育委員会主催） 羽幌町役場
小学生を対象とした取り組みとして、植
樹、枝打ち、きのこの植菌、木工などを
浜頓別町役場
年間を通して実施している。
また、高齢者、子ども、女性などを対象
とした木育体験を実施している。
林業グループ等で、中学生の体験学 置戸町役場
習を実施。
森林所有者が地元の小学校の児童に
対し、枝打等の施行を体験させる学習 豊浦町役場
会を行っている。
学校教育の一部として萩の里自然公
園を利用した課外活動が定期的に行 白老町役場
われている。
「キコリ体験」という名称で、シイタケの
ホダ木になるナラ類の小径木の伐採を
小学生が行っています。伐採した原木
に対し、春に植菌をおこない、シイタケ 厚真町役場
の原木の作成を行っています。シイタ
ケの原木は小学校において管理してい
ます。
自然観察会（小学生の生活科、総合 洞爺湖町役場
学習会）
特色があるかどうかわかりませんが、
当町の国有林は緑化事業でも有名な
箇所で、地元中高生に植樹・育樹作業 えりも町役場
を授業として実施しております。
また、事前に緑化事業に関する授業も
実施しております。
士幌町立新田小学校は士幌高原少年
グリーンクラブを結成して、愛鳥活動 士幌町役場
や森林環境学習を実施しています。
小学校の授業においてNPO法人へ委
託し、自然環境教育推進事業を行って 上士幌町役場
いる。その中で、森林の役割や効果な
どを説明し、植樹を行っている。
町内の中学校において、「新地球学」
を実施しており、その一環として現地で 鹿追町役場
森林の勉強をしている。
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分類
子どもを対象とし
た学校教育での
活動

取り組み
回答者
十勝西部森林管理署と大樹町教育委
員会並びに大樹町との間で、体験活
動に関する協定を締結し、町内の自然
愛好グループの会員がガイド役を務 大樹町役場
め、地元小学生を対象に独自に製作し
たパンフレットを活用しながら、自然体
験学習を毎年実施している。
「まくべつ元気の森」森林体験事業
（小学生を対象とした、植栽、森林体験 幕別町役場
及び森林学習）
・小学生を対象とした森林学習（国有
林）
－総合的な学習の時間で実施
陸別町役場
・高校生を対象とした林業体験
－本州から修学旅行で来町した高校
生による枝打（町有林）
森林センターという施設を設け、小中
学生を対象に、周辺の森で得た枝や
木の葉を利用した木工体験を行ってい 厚岸町役場
る。また、イベントなどでは、シイタケの
ホダ木の本伏せ、収穫なども行ってい
る。
小学校で、「緑の少年団」を組織し、活
動の中の森林学習において活用して 浜中町役場
いる。
鶴居村役場
村植樹祭への中学生の参加。
別海町役場
中学生を対象とした植樹体験教室
教育委員会と農林課で連携し、小学生 中標津町役場
を対象に林業体験を毎年実施
標津町役場
子ども樹木博士認定会
鹿部町役場
新入学の中学生による記念植樹
・年２回（夏・冬）に学生及び町民を対
象に、木工作、森林の働き、ネイチャー
ゲーム、森林ウォーク等を実施してい 湧別町役場
る。
・網走西部森林管理署が学生を対象
に森林教室を開催。
○小中学校を主体とした、植樹・間伐・ 帯広市役所
外来種防除体験。（みどりの課）
・富村午小学校・・・遊々の森（国有
新得町役場
林）を活用した森林学習
町有林を活用した、間伐、枝打ち体験 むかわ町役場
（随時実施）
一般市民を対象と 当初は林業従事者を対象に施設の充
した活動
実をはかる予定であったが、指導者不 旭川市役所
足のため、一般市民の自然観察を中
心に開放を決めました。
○帯広の森を題材に帯広市民大学に
おいて、現地見学や造成計画について
の講座を実施。
○事業名：アイヌ後で自然観察（主催：
帯広百年記念館）
アイヌ文化での野生生物の名称、伝 帯広市役所
承、使用法と生物学的分野、両面から
の観察会を行う。可能なものについて
は、実際に採集し、参加者からの利用
（調理）レポートを送っていただき展示
する。（百年記念館）
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分類
取り組み
回答者
一般市民を対象と 問Ａ同様に一般的な取組みとして、市
した活動
民に森林とのふれあいと休養および野
外レクリエーションの場として森林公園 北見市役所
等の施設整備（維持管理）を実施して
いる。
平成20から24年度 地材地消セミナー
（体験バスツアー）
主催：「星の降るさと・あしべつ」地材地
消推進検討委員会、地域材の安定供 芦別市役所
給体制の確立を目的に地域住民に対
して、カラマツ林等の学習会やカラマ
ツ住宅の見学会等を実施
富良野市役所
野鳥等の自然観察
・市有林を活用した100年計画の里づ
くり
市民をはじめ、室蘭など地域住民が
ボランティアで里づくり（学校、一般団
体、地域の0才からアクティブシニア） 登別市役所
への憩いの場、実践できる場、楽しむ
場を提供し、気づきを促進する役割を
担っている。人材育成につながってい
る。
土橋自然観察教育林を活用した観察
会などを、コーディネーターが中心と 厚沢部町役場
なって実施
上砂川町役場
山菜採りツアー
森づくり教室（町内児童と保護者、町
民を対象に、森の果たす役割や森の 和寒町役場
恵みを使った工作体験等、町内指導
林家と連携して町が開催）
平成23年度実施「森林浴」公民館講 剣淵町役場
座
町民と共に育てる「いこいの森」
枝幸町役場
・植樹祭
・造林技術研修会
清里町役場
ウォーキング事業
白滝ジオパーク（黒曜石露頭へのジオ 遠軽町役場
ツアーなど）
体育の日に合わせ、林間マラソン大会 安平町役場
を実施。
小清水町役場
森林の育樹活動（伐採体験等）
・新得おもしろ調査隊・・・拓鉄公園（町
有林）を活用した自然観察会、新得山 新得町役場
を活用した野鳥観察会・キノコ勉強会
子どもを対象とし 平成24年度協働による森づくり事業と
た学校外での活 して、放課後こども教室森林体験学習 中頓別町役場
動
を実施（中頓別鍾乳洞ふれあい公園
内町有林）
弟子屈町主催による木育教室を開催
している。
講師には、道認定の木育マイスターの 弟子屈町役場
方を招き、10月の一週間を設定し、工
作教室、森林体験等を実施。
公民館事業の中で子ども達による野 羅臼町役場
外活動に利用されている。
新冠町役場
樹木学習とツリークライミング体験
林間広場にて、教育分野における利活 音更町役場
用をしている。
植樹祭への参加
本別町役場
森林の持つ公益的機能の啓発
浦河町役場
ツリークライミング
これまで、近隣の学校への授業、ふく むかわ町役場
しまキッズその他研修などを受け入れ

分類
取り組み
回答者
子どもに限定しな 教育委員会が所管する団体の森林体 当麻町役場
い、団体を対象と 験講座（森林作業や巨樹の見学など）
した活動
子育て支援センターと連携し、子育て
中の保護者を対象に、様々な森林・林
業関連行事を行っている。町林務担当
と、子育て支援センターが連携し、地 中川町役場
元林業グループや林業試験場、北大
中川研究林等行事に応じて支援を頂
いている。
漁業協同組合女性部による「魚つき 鹿部町役場
林」植樹
民有林の市有化を進める「都市環境
林取得整備事業」を実施しており、取
得した森林は「都市環境林」と位置付
け、森林ボランティア登録団体をはじ
めとする環境教育などの主たる活動
地として活用を進めている（全36箇
札幌市役所
所、1,697ha）。
中でも、1,063haを有する白旗山都市
環境林においては、自然観察案内（森
林散策）や間伐材を用いた陶芸教室
の開催、民間企業と連携した間伐や植
樹活動地としての利用を進めている。

その他

酪農学園大学の演習地として
治山施設
図書館新築工事において内装の木質
化を図った。（天井、壁等）
観光分野での利活用地域が教育分野
でも利用可能となっている。

市町村名
分類
現状の課題
環境保全との両立 市街地に隣接した原生的な森林のた
め、保護と活用のバランスが難しい。
安全確保のための危険木処理や遊歩
道整備と環境保全の両立が難しい。
例えば、対象森林の大半が鳥獣保護 厚沢部町役場
区特別保護地区に指定されており、落
葉落枝の採集ができず、森林内での
材料採取とネイチャークラフトを組み合
わせるような事業を展開することがで
きない。
洞爺湖町役場
園内の維持管理経費の負担
江別市役所
その他
不法投棄をされるのが問題である。
協力依頼があった場合のみの不定期 当麻町役場
開催
学校林があまり整備されていないの
美深町役場
で、学校林の利用が課題。
知名度がまだまだ低く、もっとPRできた 厚岸町役場
ら良いと考えている。
自然体験に精通した指導員の育成が 大樹町役場
急務である。
開催場所は市街地から遠く、交通の便
が確保されていないなど利便性が良く 幕別町役場
ない。

西興部村役場

観光分野

伊達市役所
美瑛町役場

幌延町役場

◆現状の課題(問Ｂ－３)
市町村名
分類
現状の課題
利用者・参加者の 自然観察だけでは、訪れる市民が減
旭川市役所
確保
少している。
なにかの催しが必要と考える。
上記セミナーを通じて、地元産材の利
活用をPRしているが、地元産材を使っ 芦別市役所
た住宅建築希望者は増えていない。
参加者数が少ない
イベントの内容を魅力あるものに変え
長万部町役場
ていかなければならない
学校や民間団体の動きがあれば応援
したい。
参加者が例年固定されており、より多く
の参加者を集めるための対策が必要 蘭越町役場
と考えます。
上砂川町役場
参加者の固定化
プログラム内容の 新たな教育分野における森林の活用 鹿部町役場
充実
方法について
中川町役場
プログラム化されていない
弟子屈町役場
実施内容の充実
現状行っている取り組みをさらに充実 浜頓別町役場
させていきたい。
環境保全との両立 ①現在は「帯広の森」で行っている。
植生の復元の状況によって使用でき
るフールドが制限されてしまうため（規
制ではなく対象の生物の少なさ）、「帯 帯広市役所
広の森」の自然の復元やその植生等
の質に実施プログラムが影響を受け
る。ただし、現在のところ深刻な問題は
起きていない。（百年記念館）

◆特色ある取り組み(問Ｃ－１参照)
分類
散策・憩いの場と
して解放(登山、
ウォーキングコー
ス、公園、キャン
プ場など)

取り組み
回答者
なよろ健康の森内においてフットパス
ルートとして森林の風景を楽しみなが 名寄市役所
ら散策
「まち」の中央部にある国有林の一部
を利用した「レクリエーションの森」に
野鳥を観察できる丸太小屋や24ポイ
ントの木製遊具を揃えたアスレチック 北広島市役所
コースなどの施設があり、広く市内外
の方々に利用されている。なお、各施
設は、北広島教育委員会が管理して
いる。
島牧村役場
遊歩道整備
蘭越町役場
散策路（遊歩道）の設置
真狩樹木園→湧水を貯めた池、芝生
の広場、遊歩道を設置した公園（別添 真狩村役場
資料）
上砂川町役場
奥沢キャンプ場
長沼町役場
国有林内の遊歩道、散策路の設置
新十津川町役場
遊歩道、散策路の整備
幌加内町役場
三頭や間、ピッシリ山登山
「利尻富士お散歩マップ」として森林内
を気軽に歩けるハイキングコースの紹 利尻富士町役場
介や整備を自治体として行っている。
清里町役場
ウォーキング事業
佐呂間町役場
幌岩山展望台への登山道
丸瀬布森林公園いこいの森（森林鉄
道雨宮21号、オートキャンプ、昆虫生 遠軽町役場
態館、遊歩道など）
インクラの滝の散策、ポロト自然休養 白老町役場
林キャンプ
洞爺湖中島内の遊歩道
洞爺湖町役場
フットパスコース
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分類
散策・憩いの場と
して解放(登山、
ウォーキングコー
ス、公園、キャン
プ場など)

取り組み
回答者
市街地に隣接する穂別道民の森を周
辺のつつじ山公園と一体的に管理・開 むかわ町役場
放している。
森づくりと農業に取り組んでいる農業
生産法人「ランランファーム」が運営
する「十勝千年の森」においては、多
様な動植物が生息する自然林の育 清水町役場
成・保全と、在来樹種の植林により本
来の自然環境豊かな十勝の森を復元
し、一般の方を受け入れる観光施設と
して多方面での活動を行っている。
・登山コースを開設している。（山開き 長万部町役場
イベント開催）
地域特有の希少 藻岩山観光事業（もいわ山ロープウェ
的価値(動植物、 イ・藻岩山観光自動車道・山頂展望台 札幌市役所
歴史、巨木・名木 ほか）
など)の発信
町の歴史に関係する森林を見学に人
が訪れる
月形町役場
またこの杉林からクローン苗を造り植
樹し管理している
直接森林という訳ではないが、道有林
内に日本最北の高層湿原「松山湿
原」や平成の名水百選に選定された 美深町役場
「仁宇布の冷水と十六滝」があり、美
深町の観光スポットのひとつとなって
いる。
「オオワシの森」という、オオワシの越
冬に適した森を保護し、多数のバード
ウォッチャーが観察に訪れています。 浜頓別町役場
付近に止まり木を設置してますので、
観察には良い環境だと思います。
最上のミズナラ・・・道有林
津別町役場
双葉のミズナラ・・・道有林
双子の桜・・・町有林
旧狩勝線を楽しむ会・・・旧狩勝線の
軌道跡や石狩街道跡等を活用したトレ 新得町役場
イルランやフットパス
北海道遺産の登録
格子状防風林（町有保安林）として広 中標津町役場
く内外にPR
・巨木を紹介し、観光資源としている 長万部町役場
（ブナや桜など）
イベント開催の場 オホーツクあばしりツーデーマーチ
網走市役所
（例年６月上旬開催）
イベント名「私の青空オホーツク紋別
空港とっかりの森」（ANAの森）
※全日本空輸（ANA）と紋別市が合同 紋別市役所
で開催する森づくりイベント。
枝払いなどを実際に行う、市民参加
の森づくり体験。
福島町千軒活性化実行委員会が、千
軒地区に置いて毎年2回「殿様街道探
訪ウォーク」を開催している。
この事業は、江戸時代から明治初期
に松前藩の殿様を始め多くの人が
通った道と言われており、平成12年か 福島町役場
ら開催され町内外からの参加募集を
行い事業を実施している。広大なブナ
の森では、春先には春の花、秋には
紅葉といった自然を満喫できるウォー
クコースとして森林を活用している。
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分類
取り組み
回答者
イベント開催の場 6月17日に中頓別町のシンボルでもあ
る標高704mの「敏音知岳山開き」を
開催。
体力の保持増進や地域の交流、自然
体験活動、町の魅力を町内外に発信 中頓別町役場
するなど、「一般登山」「登山マラソ
ン」「砂金掘り疑似体験」「各出店コー
ナー」「林野火災予防の啓発活動」な
どのイベントを開催しています。
西興部村役場
探鳥会
新冠町役場
草花・野鳥観察会
北海道自然歩道「東大雪の道」ウォー 上士幌町役場
キング大会
他の観光資源と ・国有林内に遊歩道を整備し、観光客
組み合わせること に散策や森林浴を楽しんで頂いてお
による相乗効果 り、また、遊歩道の一部が温泉の流れ
ている川の沿道にあるため、天然の 登別市役所
足湯を整備し、観光客の皆様に足湯
に入りながら森林浴を楽しんでいただ
いている。
キロロリゾート周辺で、森林散策コー
スを整備して説明案内者が同行する
メニューがある。森林整備事業計画に 赤井川村役場
よる絆の森の事業で下刈等の整備を
した地区。
・町が整備し、維持管理を行っている
保健保安林があります。
・当該森林は、当麻鍾乳洞に隣接して 当麻町役場
おり、一般の方が自由に散策できま
す。
町有林の一部を森林空間総合整備事
業で実施。天然林改良区域と植栽区
域において樹名板、樹木説明板などを
設け、利用者に木の小さい内から樹種
名や成長過程が分かるようにしてい
る。当地域は観光施設と隣接しており 幌延町役場
たくさんの人々が容易に自然とふれあ
い、森林を観察できるよう林内歩道を
整備しており、ベンチも設けている。学
校教育としても利用できるよう配慮し
ている。
釧路湿原に臨む、宮島岬やキラコタン 鶴居村役場
岬の観光。
教育旅行での体 札幌の中学校の修学旅行生を受け入
験活動
れ、薪割りや木道作り等を体験しても 苫小牧市役所
らう。
中高生の修学旅行民泊受入事業の
際に、第一次産業体験として、町有林 足寄町役場
内で枝打ち体験を町内林業グループ
の協力の元、実施。
その他
ヒバの葉を利用した商品開発に向けた 江差町役場
取組みを実施。
コープと共同で植樹活動を行い、町外 喜茂別町役場
からの旅行者を誘致している。
観光案内所、セカンドホームを木造で 美瑛町役場
新築、地域材を利用
視察、産業観光として森林から加工、
流通、利用までの利活用
下川町役場
自治体、公社、森林組合などで受け入
れ

分類
その他

取り組み
回答者
本町には馬を利用した施設や、民間
業者があり、町有林内に馬の道を整
備しているため、それを利用している。 鹿追町役場
また、エンデュランスの全国大会を開
催しており、国有林内の林道などを利
用している。

◆現状の課題(問Ｃ－３参照)
課題の分類

森林や施設の維
持管理

自然保護と利用
のバランス

リスクマネジメント

担い手の不在・減
少

その他

市町村名
現状の課題
利用者が少なく、トイレ、展望台等の
施設は老朽化のため取り壊し処理さ 蘭越町役場
れましたが、今後、設置の予定なし。
検討を要します。
神恵内村役場
森林の維持管理が難しい。
設備が相当古く老朽化が進んでいる
が、利用者が少なく更新予算がつけら 上砂川町役場
れない。
当麻町役場
維持管理費の負担
観光スポットとして充実させるため、環
境整備面で北海道との協議や費用面 美深町役場
について課題がある。
幌加内町役場
登山の恒常的な整備
インクラの滝は、市街地から10km以
上はなれており、行く道路が砂利道で
白老町役場
あり整備がされていない。
キャンプ場は施設が老朽化してきてい
るが更新の予定が立たない。
防風林の維持更新（高齢級となってい 中標津町役場
る）
休憩施設からの展望が周囲の木が成 佐呂間町役場
長して難しくなった。
藻岩山は本市を代表する山として広く
市民に親しまれているとともに、代表
的な観光名所としての機能も有してい
る。一方で、藻岩原始林として天然記 札幌市役所
念物に指定されていることもあり、自
然保護の視点と観光機能の両立が困
難である。
鶴居村役場
森林施業と景観のバランス
熊の出没などの警戒が必要。
景観を優先する場合には木を切る事 名寄市役所
の検討が必要。
佐呂間町役場
危険木（枯木、枯枝等）の管理
現在、地元地区の町民がボランティア
によりガイド役を担っているが、後世に 福島町役場
向けた後継者対策に苦慮している。
足寄町役場
林業グループの協力が必須条件
見学者のマナーが悪い場合、多くの
方々に迷惑をかけてしまうので、その 浜頓別町役場
改善が課題です。
視察料金の設定。料金と内容のバラ 下川町役場
ンスなど。
足寄町役場
雨天時のメニュー。
標記のイベントは今年度で終わりです
が、このようなイベントを別の形ででも 紋別市役所
市民レベルにどうつなげていくかが今
後の課題です。

維持管理
◆課題(問Ｄ－１参照)
分類
財源確保

課題
回答者
階段や木橋、休養施設などの老朽化
が進んでおりますが、車両などの重機
類を使用できないことから、全て人力 札幌市役所
作業となり、維持管理コストに負担が
かかっています。
施設の老朽化が進み、年々修繕費が 旭川市役所
掛る。
・経年劣化による園路、階段の破損に
よる維持補修および予算確保
網走市役所
・災害などによる倒木処理、管理など
に係る予算確保
富良野市役所
遊歩道等の施設の改修・整備
施設の修繕等の場合、自動車道から
材料等を運ぶのが人力となる。又、機 佐呂間町役場
械の乗り入れが難しく大規模な改修が
できない。
①維持管理に要する経費の財源とし
て、基金を取り崩し、充当していること 帯広市役所
から、基金枯渇後の財源確保について
課題と認識している。（みどりの課）
財政再生団体なので、予算の安定確 夕張市役所
保は難しい。
留萌市役所
財源の確保
財政難で、森林を持続させる作業（間
伐や造林等）に対しての予算がつかな 苫小牧市役所
い。
国・道による財政支援がなければ、市 三笠市役所
単独による維持管理は難しい。
町財政が厳しい状況にあり、維持管理
に対する予算確保は非常に厳しい状 福島町役場
況となっている。
将来にわたっての安定した財源確保
が困難。
下川町役場
森林整備事業では、利活用空間の整
備に十分なメニューが無い。
町の予算も潤沢にある訳ではないの
で、維持管理費用の縮減が課題となっ 美深町役場
ている。
町財政が厳しいので中々予算がつか 白老町役場
ない。
公園等の維持管理経費は削減されて 洞爺湖町役場
いる。今後も不安である。
むかわ町役場
予算が毎年縮減傾向にある
森林資源・自然環境の保全・水源かん
養などのために維持管理を行っている
が、住民が日常的に利活用できるレク 幕別町役場
リエーション目的の森林整備までは予
算確保が厳しい。
維持管理経費と利活用頻度のバラン 標津町役場
ス
財政難により森林整備が実施出来な 羅臼町役場
い状態が続いている。
・草刈り等の継続的な維持管理費の 当麻町役場
負担
誰でも自由に散策できる町民の森の
維持管理については、地元の森林組
合に委託しているのが現状。町財政の 江差町役場
逼迫から予算が削減された場合担当
課のみでの維持管理は人員不足の面
からも困難と思われる。
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分類
財源確保

課題
回答者
村単独での維持管理が難しい。補助
事業がないと維持管理事業が行い得 神恵内村役場
ない。
・防風林の枝はらい等の経費の確保 長沼町役場
遠軽町役場
予算の不足
人材不足
林務に関する専門知識を持った職員 神恵内村役場
がいない。
・森林整備の技術を持った職員がいな 長沼町役場
い
遠軽町役場
人材の不足
リスクマネジメント 定期巡視によって利用者の安全確保
に努めておりますが、倒木や落石など
の自然災害（事故）及びヒグマやマム 札幌市役所
シ、スズメバチなどの危険な動物など
への対応に苦慮しています。
当麻町役場
・区域内での頻繁なヒグマの出没
その他
森林の多面的な公益的機能を含めた
森林づくりが求められていることから、 北見市役所
市町村森林整備計画で定めるゾーニ
ングに応じた森林施業に努めている。
植樹祭会場のみが本設問の森林に該
当するが、齢級が低く維持管理経費が
大きくないため、現在公費＋ボランティ
中川町役場
アで十分対応可能。
今後、市民が日常的に利活用できる
森林が増加、多様化してきた場合、現
行の体制で対応しきれるかは未知数。
正直なところ、町民が日常的に利活用 羽幌町役場
できる町有林がない。
・維持管理に係る経費について、要望
が森林の維持管理の目的と合わない
幌延町役場
ことがある。
・維持管理費と費用対効果が伴わな
い。
町民が日常的に利活用できる森林が 上士幌町役場
ない。

分類
市民ボランティア
による管理

定期的な巡視

民間への委託

その他

◆工夫している取り組み(問Ｅ参照)
分類
市民ボランティア
による管理
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取り組み
回答者
①市民団体による森づくり活動の支援
（みどりの課）
②個人ボランティア登録者の森づくり 帯広市役所
活動への参加に向けた人材育成。（み
どりの課）
苫東・なごみの森（全国植樹祭跡地）
において、森の手入れ作業を市民に
行ってもらっている。そこで発生した枝
条等を地元の銭湯（薪ボイラーを有す 苫小牧市役所
る銭湯）で使ってもらい、その銭湯から
頂いた入湯チケットを作業を行った市
民に提供している
特定非営利活動法人 北広島森林ボ
ランティア・メイプル（森林ボランティ
ア）により①森林の保全や植林②森林
資源の利活用に関する調査研究③森 北広島市役所
林作業の技術研修、森林ボランティア
人材教育④市民の森づくり、緑化活動
の支援、協力などの事業が取組まれ
ている。

取り組み
回答者
多くの市民に森づくりへの関心を持っ
てもらうため、イベント等で樹木の種子
を配布し植樹活動で使用する苗木を、 石狩市役所
一般家庭で育ててもらう「樹木の里親
制度」の実施
千軒地区の地元町民が、定期的に草
刈り等を行い良好な状態を確保してい
ただいているが、当地区も高齢化が進 福島町役場
んでおり、年々維持管理は大変な状況
となっている。
環境ボランティアサークルに森林を無
償で貸し出しをして使用してもらい、日 中頓別町役場
常的な維持管理を実施してもらってい
る。（一部の森林）
市民の森や自然歩道については、業
務委託によって、１～２週間に１回程
度の定期巡視を実施するとともに、ヒ 札幌市役所
グマの痕跡などの異常などが発見さ
れた場合には、緊急対応が可能な体
制を整備している。
定期的に施設のパトロールをする。
白老町役場
協議会を設立し、散策路のパトロー
ル、倒木の処理等を行っている。
今後、森林内での活動を実施する市
民団体を創設し、森林管理の主体とし 厚真町役場
て育成していきたい。
園内清掃、巡視、ボサ整理などの定期 網走市役所
的な管理業務を委託。
NPO法人豊浦観光ネットワークへ公園
内にある森林散策道の維持管理を委 豊浦町役場
託し常に整備を行っている。
指定管理者を入れて、維持管理を行っ
ていますが、決められた委託料の中で
管理者が工夫し、管理を行っていま
す。
釧路町役場
森林内イベント等も進んで行っていま
すので、利用者も喜んで利用している
と思います。（今年度は保育所園児に
よる植樹祭）
施設管理者にアイデアマンが必要と
なっている。
今後は、定期的に催し等の企画が重
旭川市役所
要ではないか？
施設の自然を生かす催しや趣味の団
体等の協賛を推進する必要性があ
る。
当市においては、市有林は防風林（一
部は学校林）しかなく、市民の利活用 江別市役所
を規定していません。
植樹祭および植樹祭の維持管理につ
いて、林業グループ、NPO法人、町、
町内会、国有林、道、学術研究など、
協議会体制で決定している。
特に「地域（安川三地区）の活性化に 中川町役場
つながるから」との理由から、地元町
内会、林業グループ、NPOなど民間側
の意欲が高く、行政は媒介になるだけ
でうまく取組みが進んでいる。
西興部村HPに”森のけいじばん”を今 西興部村役場
年度新設しました。
伊達市森林整備計画の策定
森林所有者へ伐採等行った後の植栽 伊達市役所
の周知、指導

北海道 森で元気になる！白書

－健康・教育・観光分野における森林の利活用調査報告書－
2013 年 3 月発行

本報告書の内容に関するお問い合わせは下記までお願い致します。
特定非営利活動法人 森の生活

〒098-1205 北海道上川郡下川町南町 477 番地

TEL/FAX: 01655-4-2606 E-mail: info@forest-life.org
ホームページ URL: http://www.forest-life.org/
この活動は、一般財団法人セブン－イレブン記念財団の助成を受けています。

