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Residents’ awareness towards conservation of Satoyama in sub-urban city
- Questionnaire survey on residents of Komatsu City Mitsuyuki TOMIYOSHI
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Abstract:
To identify the needs and awareness of urban forests in Komatsu City, we
conducted a postal questionnaire survey to 300 residents using random sampling.
We have collected 149 samples (response rate 49.7%) and identified following
trends; (1) The trends are segmented by age and gender. The group with higher age
expected more public functions such as disaster prevention and function for
watershed conservation, while the younger generation expected more for recreation
and education activities in the field. (2) Human intervention was regonized as
necessary measures to maintain Satoyama in general. However, the ratio of
response that “the Satoyama is in crisis” was higher for those who frequently visit
the Satoyama. The group with less frequency tended to respond that they are not
familiar with the issue. The majority of this group responded that they do not know
the status quo. In contexts of conservation, the needs for human intervention and
involvement of private entities were highly recognized. However, there is
ambiguity as to how the Satoyama conservation should develop at the local level.
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１．はじめに

上げ，そこに暮らす住民が，身近な里山に対してどの
ような認識を持ち，またどのような目的で利用してい

日本各地の森林をめぐっては，林業の担い手不足や

るのかを調査した．現代社会において，人間と里山と

木材の利用拡大など様々な課題を抱えている．石川県

の関係性のかい離が指摘されている．このような背景

でも同様の状況は多くみられ，これらの課題を解決す

の中，小松市での現状を調査することは，地方都市お

るために多様な主体（ステークホルダー）の参加を促

よび近隣市町における長期的な森林保全計画を策定す

す仕組みが整備されている．森林や里山に対する社会

るための基礎資料になると考える．また，里山の更新

的な関心の高まりもあり，NPO（非営利・市民団体）

や利用をどのように進めるべきかについては，日本全

や企業による活動も地域的・全国的に展開されている

体での課題でもある．小松市民への調査を踏まえ，住

1)

．

民意識の観点から今後の里山管理の在り方について考

「里山」とは，狭義には薪炭林や農用林を指してい

察していく．

たが，広義には植林地や森林のみならず，農村の景観

既存研究では，例えば「企業の森づくり」という文

2)

全体を含めることも多い ．また近年では，農地，薪

脈では，住民や企業との間の意思疎通や課題の整理を

炭林，ため池など，その利用形態や生態系のモザイク

コーディネートする「中間組織体」の存在の重要性が

3)

性に注目した定義と研究分析がなされている ．環境

指摘されている 10), 11)．あるいは，相続などで所有者が

省は上記の狭義の意味を
「里山」
，
広義の意味を
「里地」

不在となっている森林が多く存在することも大きな課

と定義している．環境省と国連大学高等研究所は，国

題である．森林の所有権と財産権をひとまず分けて，

際機関や各国とも連携しながら，COP10（生物多様性

企業が信託された森林の公益的機能を担う「森林信託

条約第 10 回締約国会議）を契機として「SATOYAMA

会社」などの可能性についても議論が行われている 12),

イニシアティブ」提唱しており，その概念の国内外へ

13)

．さまざまな可能性があるが，まずは地域住民によ

4)

の普及が期待されている ．里地里山といった自然や

る実態の理解が施策の基礎となる．本研究では小松市

景観は，人が手を加えることによって維持されてきた

の住民に対して，里山の利用と保全について質問紙を

ものであり，生物多様性や景観的・文化的価値など，

用いた郵送調査を行い，住民の里山利用の現状と保全

単に利用する人に対して便益をもたらす以上の価値を

に関する理解の程度を明らかにする．その上で，今後

有している．このような価値は，そこに暮らす人々が

の保全活動を担っていく主体として，住民はどのよう

その大切さを感じてこそ意味を持ってくる．また，里

なアクターに期待しているかについて考察した．
なお，

山という用語は明示的には使われていないが，2001 年

本研究では「里山」を森林及び森林以外の草生地を加

に林業基本法を改定した「森林・林業基本法」では，

えた林野として調査を実施した．

「多面的機能の発揮」という用語によって，
「森林資源

２．調査対象と方法

政策と林業政策が有機的に結び付ける形」となってい
5)

る ．これは国民の森林への期待が，木材生産に関わ
る機能から，防災，地球温暖化，水源涵養機能といっ
た機能へと変化していることも影響している

住民の木材・里山利用の現状と里山保全に関する理

6), 7)

．

解を把握する目的で，小松市の住民を対象に木材利用

本研究では，里地里山のうち，里山を対象とする．

と里山に関する質問紙を用いた郵送調査を実施した．

里山及び森林の価値は，広く住民に認識されてこそ，

小松市は石川県西南部に広がる加賀平野の中央部に

長期的な観点からその保全を進めることができるとさ

位置し，
コマツなどの重工業が盛んな地域である．
2013

れることも多い．里山という用語は，ノスタルジック

年 10 月時点での人口は 107,190 人で，38,172 世帯であ

で好感度の高い言葉として認識されている一方で，実

る．産業構成は第一次産業 2.1%，第二次産業 36.1%，

像とのかい離も指摘されている

8), 9)

．

第三次産業 57.9%となっている（産業別就業者数割合）
．
総面積 371.13km2 のうち，林野率は 69.5%で，日本の

そこで本研究では，石川県小松市を事例として取り
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表 1 調査項目の一覧
個人属性
里山との
関わり

里山に対
する認識

全国植樹
祭(2015
年)

性別，年齢，家族人数，
居住地域，職業
訪問経験(SA)，訪問頻度(SA)，
訪問目的（MA）
，里山の役割(MA)
十分に保全されていると思うか(SA) ＊
望ましい管理方法（SA）＊
地域木材利用と里山保全の関係(SA) ＊
農作物への獣害の認知（SA）
野生動物の個体数管理の是非（SA）＊
望ましい保全団体（MA）
企業による保全参加への意向(SA) ＊
小松市(木場潟)で開催の認知(SA)
知った方法(MA)
木場潟の良い点（MA）
木場潟の課題（改善点）(FA)

2

能美市

3

1
5
6
11
18

9

4
7

8

10

13

12
14

17
16

19
20

22

15
23

21
24

注：SA は単一回答，MA は複数回答，FA は自由回答を意味す

白山市

加賀市

る．また，＊印の設問はリッカード尺度による五段階評価．

小松市
平均的な森林率に近い．地方中核都市（金沢市）の近
隣に位置する市町である 14)．地方都市の中でも，全国
総合開発計画で示された地方中心都市に位置付けられ
る．本研究では，いわゆる大都市圏ではない地域にお
ける住民の意向を調査することを目的として，調査対
象とした．

図 1 小松市内の小学校区の位置

小松市の東部から南部は中山間地域であり，現在の

（小学校区の番号は表１と対応）

西尾小学校区に含まれる小原町では，かつては焼畑が

『小松市都市計画マスタープラン』
（平成 21 年）p45 に加筆

行われ山村生活の慣習があった場所である 15)．小原町

調査時期は平成 26 年１月 11 日から平成 26 年１月

に限らず，小松市東部～南部の地域では，炭焼きを主

24 日，調査対象は 20 歳以上 80 歳未満の小松市の住民

体とした生業が燃料革命以前まで続いていた．

から無作為抽出された 300 人である．小松市役所の協
力により，質問票を対象者に郵送する形式で調査を実

表 2 回答者の個人属性（単位：%）
(a)性別 (n=142)
男性
女性

47.2
52.8

(b)職業 (n=145)
パート・アルバイト

会社員
公務員
自営業
専業主婦
年金生活
学生
その他

13.1
26.9
6.9
10.3
16.6
24.1
0.7
1.4

施した．質問項目の一覧を表１に示す．返信のあった

(c)年齢 (n=147)
20 代
30 代
40 代
50 代
60 代
70 代以上

回答者数は 149 人であった（回収率約 49.7%）
．

6.1
10.9
15.0
16.3
27.2
24.5

表 3 回答者の居住地域（小学校区）
（n=127，単位：%）
校区

(d)家族の人数 (n=138)
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人

6.5
28.3
17.4
26.1
5.8
10.9
5.1

割合

校区

割合

校区

1.安宅

3.9

9.国府

6.3

17.串

6.3

2.犬丸

4.7

10.中海

2.4

18.日末

1.6

3.荒屋

1.6

11.向本折

3.9

19.符津

4.7

4.能美

3.1

12.今江

1.6

20.矢田野

6.3

5.稚松

5.5

13.苗代

7.1

21.粟津

3.1

6.芦城

7.9

14.蓮代寺

1.6

22.金野

0.8

7.第一

15.7

15.木場

0.8

23.西尾

1.6

8.東陵

3.1

16.月津

5.5

24.波佐谷

0.8

注：校区の番号は，図１の番号と対応
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割合

回答者の属性を表 2 に示す．男女比はおよそ半数ず
つであり（表 2a）
，職業については，年金生活者の比
率が幾分高い傾向にあった（表 2b）
．年齢層について

はい

38.1%

は 60 代（27.2%）と 70 代（24.5%）の比率が高い傾向

42.9%

どちらともいえない

にあった（表 2c）
．家族（世帯）の人数については，

いいえ
19.0%

２人（28.3%）および 4 人（26.1%）の比率が高かった
（表 2d）
．
居住地域に関しては，広く市内の小学校区に分かれ

図２ 里山に出かけるか？（n=147）

ている状況であった（図１，表 3）
．小学校区のうち，
1～21 は都市計画区域に含まれ，小松市都市計画マス

2.9%
1.4%
1.4%

タープランの中で位置付けられている．22-24 は都市計

8.7%

週5日以上
7.2%

画区域には含まれず，小松市の東部～南部の中山間地
域に位置していた．

週4-2回程度
14.5%

週1回
月に1回
月に2-3回

49.3%

３．住民による里山利用状況と保全への理解

14.5%

年に数回
年に1回
その他

このアンケートでは，市の面積の約７割を占める林

図３ 出かける頻度（n=69）

野を「里山」として，里山の利用状況について聞いた．
特に，年代と利用頻度によって認識の差がみられるか
を検討した．普段，里山へ出かけるかについては，
「は
い」と「いいえ」が４割程度でほぼ近い割合である（図
２）
．また，
「出かける」と回答した人にその頻度につ
いて聞いたところ，
「年に数回」が５割と最も多く，次
いで，
「月に２-３回」
，
「月に１回」と月に数回出かけ
る人が多かった（図３）
．
里山に行く目的については，
「散歩」が約 64％で最
も多く，次いで，
「山菜・薪の採取」
，
「子供や孫と遊ぶ
ため」
，
「スポーツ」となった（図４）
．
「散歩」
，
「スポ

図４ 里山へ行く目的（n=67）

ーツ」
，
「遊ぶため」といったレクリエーションを目的
に里山へ行く人が多いことが分かる．里山に期待する
役割については，
「地球温暖化防止」
，
「大気清浄・騒音
緩和」
「治山治水」
，
「野生動物生息」
，
「キノコなど林産
物採取」
，
「水資源涵養」の順に多かった（図５）
．すな
わち，環境問題に関連する項目を答える人が多い状況
にあった．一方で，行く目的で多かった「レクリエー
ション」は，約３割以上の人が回答しているものの，
相対的な順位としては低かった．
近年，環境問題の啓発が多く行われているため，里
山に環境問題に関連する役割を期待する人が多い状況
にあると考えられる．また，レクリエーションに対す

図５ 里山に期待する役割（n=140）
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る期待が低い状況にあったが，実際には散歩などの目

20代

的で多くの住民が里山を利用していることから，住民

80%

はレクリエーション機能を享受しつつも，それを森林

60%

の機能としては認識していないことが示唆される．

40%

内閣府 5)による全国調査の結果と比較すると，小松

20%

市住民による森林や里山への期待は，以下の点で差異

0%

30代

40代

50代

60代

70代以上

がみられた．
「野生動物生息」
，
「キノコなど林産物採取」
については，全国調査と比較すると小松市で順位が高
い傾向が見られた．このことは，小松市の住民にとっ
て，自分達の生活に近い存在として森林や里山が位置

図６ 年齢別の里山に期待する役割

付けられていることの反映であると考えられる．
里山に期待する機能について，年代別にみると次の

表４「Q1 地域の木材利用と里山保全の関係性」と

ような特徴がみられた（図６）
．地球温暖化防止や大気

「Q2 里山の管理はどちらの状態が望ましいか？」の

清浄についてはどの世代も期待している状況にあった．

クロス集計（n=141，単位：%）

また，年齢層が高い場合には，木材生産や林産物採取

自然のまま ←

→ 人が手を加える

といった資源（resource）として期待しており，一方，

Q1

Q2

1

2

3

4

5

年齢層が比較的若い場合は，レクリエーションや野外

とても関係する(n=55)

9.1

7.3

14.5

16.4

52.7

関係する(n=43)

4.7

11.6

30.2

37.2

16.3

どちらともいえない(n=35)

8.6

2.9

57.1

8.6

22.9

あまり関係しない(n=7)

0.0

14.3

57.1

28.6

0.0

関係しない(n=1)

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

7.1

7.8

31.9

21.3

31.9

教育といった福利（well-being）を期待している状況に
あった．また，治水や水資源涵養といった減災・防災
の役割を含む環境（environment）に対する期待は,年齢
層が若いほど低いため，里山維持・保全活動の啓発を
より一層進めることが重要であろう．

（Q2 全体）

里山を維持するために，山林の管理をどのように進
めることが望ましいと考えるかという設問は，
「自然の
まま」よりも「人が手を加える」方が良いと考えてい

よく保全されている 4.2%

る人たちが半数以上と多い（表４）
．また，木材利用と

保存されている 10.5%

里山の保全が関係していると思うかについては，
「関係

保全されていない

7.7%

あまり保存されていない 16.8%

どちらともいえない 60.8%

する」と考えている人が 7 割近くと非常に多いことが
0%

分かる（表４）
．クロス集計の結果から，地域の里山は，
人が利用することによって維持されるものであるとい

20%

40%

60%

80%

100%

図７ 里山は保全されていると思うか（n=143）

う認識が，住民の間でも浸透していることを示してい
る．

と利用頻度をクロス集計したものを表５に示した．全

ただし，現在の里山は「十分に保全されていると思

体として，里山を訪れる頻度に関わりなく，保全され

うか」という設問に対しては，
「どちらともいえない」

ているかについての程度は「どちらともいえない」と

と答えた人が約６割と最も多く，
わずかではあるが
「保

回答する人が多かった．ただし，頻繁に里山を訪問す

全されていない」及び「あまり保存されていない」と

る人の方が，現状の里山は「保全されていない」と考

思う人たちが（約 25％）
，
「保全されている」及び「よ

える人の割合が高い傾向がみられた．里山の保全状況

く保存されている」と思う人（約 15%）よりも多かっ

の実態はあまり理解していない傾向がみられるものの，

た（図７）
．

訪問頻度が高い人の方が，実感として山が荒れている

更に，ここでみた「里山の保全状態に対する印象」

ことを感じている可能性が示唆される．
5

保全状況と関連して，全国的に野生動物による被害

表５ 里山を訪れる頻度と保全されていると感じて

（獣害）が増加している．野生動物であるイノシシ，

いるかの関係 （n=68 単位：%）

クマ等の数を人為的に管理する必要があるかについて

保全されている ← → 保全されていない

は，
「管理すべき」との回答が多く，個体数の管理につ

頻度

印象

1

2

3

4

5

いての住民の理解は高いといえる（図８）
．一方で，少

週 1 回以上（n=8）

0.0

12.5

25.0

37.5

25.0

数ではあるが，個体数の人為的管理には積極的でない

月に 2-3 回（n=10）

0.0

10.0

40.0

30.0

20.0

人達がいることも分かった．

月に 1 回（n=10）

10.0

10.0

60.0

0.0

10.0

年に数回（n=34）

0.0

23.5

61.8

11.8

2.9

年に 1 回（n=6）

16.7

0.0

50.0

16.7

16.7

また，図には示していないが，144 名中 135 名にあ
たる 93.8％の住民が，野生動物の農作物への被害につ
いて「知っている」と回答している．イノシシやサル
などによる被害を多くのメディアが取り上げているこ
とも，農作物への被害に対する認知度が高い要因であ

管理すべきでない 4.1%

ると考えられる．

あまり管理すべきでない 8.3%
どちらともいえない 17.9%

以上の結果から，木材利用（人の手を加えること）

管理すべき
42.1%

と里山保全に関する住民の理解は進んでいるといえる．
一方で，実際に里山が保全されているのか，若しくは

0%

どのような状態を「里山が保全されている」といえる

20%

ある程度管理すべき
27.6%

40%

60%

80%

100%

図８ 野生動物の数の管理はすべきか（n=145）

のかについての（理想的な状態の）イメージが住民に
ないのではないかと考えられる．住民と里山が触れ合
える機会を増やし，里山のあるべき（保全されている）
姿を啓発していく必要があるだろう．
最後に，里山の保全を行う管理主体に対する住民の
意向について検討する．里山・山林の保全に加わると
よいと考える団体については，
「林業関係団体」が最も
多く，次いで，
「地域の人々」
，
「行政機関」であった（図
９）
．
「林業関係団体」や「地域の人々」といった里山
と深い関わりを持った団体が中心となって保全するこ
とが望ましいと地域の人々が考えていることを反映し
た結果だと考えられる．一方で，
「地域の企業」や「ボ
ランティア」が相対的に少ない状況にあった．

図９ 保全活動に加わるとよいと考える団体(n=144)

企業は，里山保全の活動主体としてはあまり期待さ
れていない傾向が見られたが，次の設問では異なる傾
そう思わない 5.0%

向が見られた．企業は森づくりに参画していく方が良

ややそう思わない 1.4%

いかについては，
「参画していく方がよい」と考えてい

そう思う
34.8%

る人が 6 割を超えており，多いことが分かる（図 10）
．
企業そのものに対する印象については，参画を肯定的

0%

に捉えている人は多い．森づくり（里山保全）には企

20%

ややそう思う
25.5%

40%

どちらともいえない
33.3%

60%

80%

100%

図 10 企業は森づくり活動に参画していく方が

業のリソースと林業関係者や地域住民の知識が必要で

よいと思うか（n=141）

あり，両者が協力していくことが望まれる．
6
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