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はじめに
20世紀の後半、日本では丘陵地を大規模に開発してニュ

私は、関西学研都市・木津北地区（現・京都府木津川市

ータウン開発が行われた。その結果、ニュータウンの外

鹿背山／かせやま）において、このような問題のコンサ

縁部の自然地形が「保全緑地」として残置されたり、周

ルティングを委託され（後にはプロボノ活動として）十

辺の農村部に山林があったりと身近に森林がある都市が

数年間研究と実践を継続した。地域の皆さんが進める里

生まれた。その多くはいわゆる里山であるが、手入れが

山の再生活動に参加しつつ、生態系マネジメントの方向

なされず生物多様性の劣化や土砂崩れなどの防災上の問

性を探り、場所性を回復し風景の物語を構築する試みを

題が生じている。図-1

行ってきた。

日本の里山は永らく燃料や肥料などの資源を農村に供給

これは里山とのかかわりを生態系の「供給サービス」か

する「供給サービス」の場として利用され、それが結果

ら「文化的サービス」へと、「農村と里山」の共生関係

的に生物多様性を維持する管理になった。

を「都市と里山」へとシフトする試みでもある。

しかし、化石燃料や化学肥料がそれらに置き換わると里
山の利用価値はなくなり放置され荒廃し、交通条件のい

１．都市圏の拡大と里山

い場合は都市開発の対象となった。

(１)里山が都市を育てた

都市拡大が収束した今日、開発の傷を癒すような里山保

現・木津川市は、古都・京都と奈良をつなぐ街道上にあ

全・活用の知恵が求められている。

り、3世紀ごろから大和と瀬戸内をつなぐ木津川航路の
起点であり、材木を扱う「木の津」であった。
市の中央に位置する鹿背山は、8世紀の都・恭仁京のシ
ンボルであり、今日では2033万人（2016年国連調べ）の
大阪都市圏の外縁部となる緑地帯に位置する。（大阪都
市圏は、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和
歌山県から成る。）
今日の奈良、大阪、京都は古代の都が発展した都市であ
り、大阪都市圏の原型である。
8世紀以降、宮殿・寺院・家屋の建設のために周辺の里
山資源の収奪が行われてきた。木々を伐採して木材を供
給したのである。田上山（滋賀県大津市）からは、数万

図-1 手入れされず歩けなくなった里山

本のヒノキが水運によって約30キロ離れた奈良の都（藤

原京・平城京）へ運ばれた。このために田上山ははげ山

「水と緑のネットワークの拠点となるエリア。今後、維

になり、20世紀に近代的な砂防工事が行われるまで多量

持・管理を含めた保全・再生等の取組を優先的に講じて

の土砂流出は止まなかった。

いくところ。」と説明されている。
かと言って、里山を都市公園のレベルに整備するのは現
実的ではない。自然を少し人間の側に引っ張る手入れを
して、マイナスのデザインで本来の場所性を際立たせる
ような、自然の力に従った里山づくりがふさわしく、そ
のデザインを確立しなければならない。

木津川市

図-2 古代の都造営のため伐採されはげ山になった田上山（滋
賀県大津市）。1914 年の治山事業の様子。林野庁ホームペー
ジ「明治期の治山事業について」より。

鹿背山では良質な粘土を産出し、平城京に供給する瓦を
焼いていた。（近年、瓦窯の遺跡が発掘され国指定史跡
となった。）粘土だけではなく、瓦を焼く燃料として
木々も伐採された。加えて、里山資源が都人の日々の燃
料や食料になったのは言うまでもない。

図-3 近畿圏の都市環境インフラの将来像図

里山に支えられて、古代の都はそれぞれが個性ある奥深
い文化を築いてきたのである。
(２)拡大の限界
国土交通省が中心となってまとめた「近畿圏の都市環境
インフラのグランドデザイン ～ 山・里・海をつなぐ人
と自然のネットワークに向けた提言 ～」（2006年）で
は、近畿圏（大阪都市圏）の緑地構造が「都市環境イン
フラ」と名付けられて、関係機関が共有すべき将来像
（グランドデザイン）として提示されている。図－3
本稿タイトルの衛星写真と比較すれば、「都市環境イン
フラの将来像図」は現状の緑地をなぞったものにすぎな
いないことが分かる。都市圏の拡大を現状で留め、残さ
れた緑地をネットワークし都市圏の環境インフラに再編
しようという転換が読み取れる。
歴史上かつてなかった20世紀後半の急速な都市圏の拡大
は、丘陵地すなわち里山を侵食し続けたが、同時に日本
社会は（これまた）歴史的な人口減少のフェーズに突入
し、ついに都市拡大は限界に達した。
今後は方向転換して、残された里山やその他の山林や河
川をネットワークする都市環境インフラ形成が求められ
ている。
「将来像」では鹿背山（木津川市）は保全等を検討すべ
き「大和青垣ゾーン」の北端に位置している。ゾーンは

２．里山空間の把握と計画
2003 年、社会経済状況の変化により関西学研都市・木
津北地区の開発を中止することが閣議決定された。
このために開発区域約 150 ヘクタールの土地利用が宙に
浮き、開発の波がここで止まる限界点となってしまった。
2014 年、市と活動団体が協働をして「生物多様性木津
川市地域連携保全活動計画（通称：みもろつく鹿背山再
生プラン）が策定され、里山の自然を保全しつつ活用す
る方針が定められ、里山再生活動の実行体制がオーソラ
イズされた。これは生物多様性基本法の全国初の適応事
例である。
同計画によって環境保全の方向性は示されたが、里山整
備の事業計画や具体的な活用の姿は今後の課題として残
された。
100 ヘクタール級の里山は実際に歩いてみると、とりと
めのない広さに感じるだろう。山林を一律に間伐してゆ
くのではなく、どこから手を付けるか、どこを整備しど
こを保全するか等、濃淡をつけた整備と活用と管理の戦
略というか、山の未来像を語る物語が必要になってくる
のである。「物語」という言葉を用いたのは平易に人々
と共有できるイメージが大事だからである。
生態系、景観、利活用、整備や管理の効率などメリッ
ト・デメリットを照らし合わせ、10年くらいのタイムス

パンで自然や社会の動向とすり合わせるのである。

さ

以下、規模に応じた整備と活用について述べたい。
(１)１ヘクタールの拠点
ａ)管理面積とマンパワーの関係
10数年前、里山の手入れを始めたころに文献に当たって、
里山活動のモデルを探した。ボランティアの場合、10名
程度のグループが月1回程度の活動で1ヘクタール（100
メートル四方）の山を管理するのが平均的なモデルであ
った。その面積を10年くらいで順に間伐し、また伸びて
くるので一から間伐を繰り返すというサイクルだ。
そして、実際に作業をして整備面積を調べてみた。
「コナラや常緑広葉樹を主とした雑木林が多いので、今
後のモデルケースとして1日の作業量を調べてみました。
（1日の実作業時間を4.5時間とします）」
「モデル区画は緩やかな斜面の雑木林が約200㎡、平坦
地のササ藪が約400㎡です。チェンソー担当者が、1人1
日で中高木10～20本、約100㎡の雑木林を間伐できるこ
とがわかりました。さらに、この伐採木の枝を払ったり、
1か所に積み重ねたりするのに4、５人が必要です。数人
のグループがチェンソー1台を使って、1日に約100㎡を
間伐するのが標準的な作業量の目安になります。」

図-5 竹の茶室とため池。もとは柿畑だった場所。

（2009年3月ニュースレター31号より）
この時伐採したのはせいぜい直径20センチ以下のコナラ

(２)２５ヘクタールの回遊空間

やソヨゴであり、斜面も急ではなかった。このような条

拠点で足場を固めて、いよいよ里山の奥へと整備を進め

件であれば、1日100㎡で年間10日作業をして1,000㎡、10

るのが次の段階である。尾根筋を中心に今まで歩けなか

年間で10,000㎡（つまり1ヘクタール）の里山を、自然

った山に道をつくってゆき、ポイントとなる場所を見つ

との触れ合いを楽しみながら管理することが可能だと考

けて林内広場をつくってゆくのであるが、まずどれくら

えたのである。

いの面積を整備目標とすべきだろうか。

実際にアクセスが便利な林を整備して、約1ヘクタール

そこで参考となったのが、元こども環境学会会長の仙田

の活動拠点を作った。その内容は年々充実し、休憩用の

満氏の指摘である。

テント（図-4）、ウッドデッキ、カマド、バイオトイレ、

「森も田んぼも小川も、自然が自然らしく存在するため

機材倉庫、茶室（図-5）などがつくられ、小学校の総合

にはある程度の大きさが必要である。（中略）生物の多

学習や子育てサークルで利用されるまでとなった。

様性があって、しかも子どものあそびの体験にも多様性
があり、風景としてもまとまりのある大きさとして、25
ヘクタールぐらいの広がりのある緑地が必要なのではな
いかと思う。」（『子どもとあそび ～環境建築家の
眼』1992）
25ヘクタール、すなわち500メートル四方の自然空間で
あれば十分遊びごたえもあるし、環境の管理や遊びのサ
ポートもしやすいと思われる。里山ウォーキングやトレ
イルランニングなどのスポーツでも利用可能である。
実際に整備していた用地もその程度の面積であったので
「25ヘクタールの里山回遊空間」として、障害となる木
を伐採して縦横に動線を整備した。
回遊路は尾根地形の歩きやすいルートを選び、主軸の尾
根道とそこから派生する尾根支線、それらをふもとでつ

図-4 竹で作った休憩所で小学校の授業

なぐルートで構成される。図-6

「活動拠点」は各団体の居場所であり、1ヘクタール程
度の面積で、休憩舎や菜園や小広場を有し、丁寧に維持
管理される。
「里山回遊空間」（約25ヘクタール）は、尾根道・尾根
支線・ふもと道などの里山整備のための管理ルートで構
成され、景観的な変化にとんだ散策空間でもある。里山
の庭、眺望点、山桜の谷、ため池、巨石などのそれぞれ
のポイントの資源を活かした名所が点在し（図－9,10）、
中程度の維持管理を行う。
その他はバッファー空間であり、「生物多様性保全のた
図-6 25 ヘクタールの里山回遊空間モデル図

めの広葉樹林」である。必要に応じて軽度の間伐や倒木
の整理などの維持管理を行う。というのがこのモデル図
である

図-7 尾根支線を伐採して見晴らしのいい場所をつった
図-9 「根割岩」と名付けた巨石

３)１００ヘクタールの広葉樹林
独立行政法人森林総合研究所の研究発表「林業地域の生
物多様性保全に必要な広葉樹林分の面積と配置の指針の
提示」（2014）によると、豊かな生物多様性を保全する
には、概ね100ha規模のまとまった広葉樹林を確保する
ことが必要である。
私たちが活動する木津北地区は面積約150ha（周辺の区
域外山林を含めると約300ha）であり、広葉樹林が大部
分を占める。これまでの経験を整理して、100ha程度の
里山の活用と生物多様性保全をモデル化すると図‐8の
ようになる。

図-10 アーチストとこどもたちがゲートのオブジェを作った

３．整備のまとめと展望
以上の作業のほとんどは、助成金を申請して行った
活動を始めた当初は1ヘクタールくらいの管理が精いっ
ぱいだろうと考えていたのが、気が付くと数10ヘクター
ルの整備を行い、100ヘクタールの里山づくりが見えて
きた。これは助成金により人件費のねん出が可能になり、
地元の中堅・若手世代との協働が広がったことが大きい。
10年以上活動するうちに土地の自然に対する私たちの理
解も深まり、世の中の里山に対するニーズが高まり、森
林環境税が創設され地球環境問題や低炭素社会などのテ
ーマが絡んでくるようになった。
10年ごとの目標再設定(整備や利用目的の軌道修正)が必
図-8 100 ヘクタールの里山のモデル化

要になってくる。

かつての里山は資源の供給サービス地として人間が関与

今回の報告はデザイン論としては大雑把なものであるが、

し、結果として生物多様性が確保された。私たちも当初

次年度以降「里山のそれぞれの場所の特色を生かした里

はそのような目標イメージを持っていたのであるが、里

庭デザイン」「都市を里山に戻す～まちの里庭の試み」

山とのつながりが一般化するためには、文化的サービス

「自然保育の里山づくりと管理運営」「日本文化の中の

を重視しなければならないのではないかと考えるように

里山デザイン」など具体的な場のデザインについて掘り

なった。ニュータウン開発によって近辺に都市住民が増

下げてみたい。

え、そのニーズが散策や子育てや健康づくりであり、生
きがいづくりだからである。
ニーズに対応する方策の一つが「里山回遊空間」であり、
それを彩る「里庭」であるが、このことは別の機会に述
べたい。
これからの10年は里山づくりの仕上げとして「里山回遊
空間」を丁寧に整備し、木津川市の市民（78,000人）や
学研都市区域の住民（25万人）が訪れる里山として、み
んなで共有し支える制度・組織のデザインをしたいと考
えている。
このように10年、20年と山の変化を見てゆくと、なんと
なく100年後の姿が見えてくるのである。同様の課題を
抱える人々の参考となれば幸いである。
思えば、かつてニュータウンの緑地計画を業務として行
っていたころは、造成工事から外れた山林を「保全緑
地」と称して緑色のマーカーで塗って済ませていた。
今になって思うと、その緑地の生態系がどうなるのか、
住民にとってどのような価値や利用が生じるのかを深く
考えることなく問題を先送りしてきたのだ。
人生の後半にそのような宿題を抱え込んでしまったとも
いえるが、人口減少期に縮退する都市圏のすき間を埋め
てゆくのが里山再生のデザインであると考えれば、前向
きな宿題ではある。

図-12 2013 年度から 2021 年度の整備エリア
（図‐11 の点線に対応）
2013～2021年度の助成金事業
里山林・竹林整備
作業道整備

18.6ha （5,176千円）
3,700ｍ （3,700千円）

環境学習などのイベント

（9,010千円）
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鹿背山元気プロジェクト https://www.kaseyama-sozo.com/
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図-11 木津北地区（鹿背山）とニュータウン
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