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輔研究発表論文

公益信託みのお山麓保全ファンドにおける市民団体
による山麓保全活動に関する研究
A Study of Piedmont Conservation Activities by Civil Groups Registered with Mino Public Piedmont 

Conservation Fund 

加我宏之*小嶋英里*本下村泰彦*増田 昇本

Hiroyuki KAGA Eri KOJIMA Y;αsuhiko SHIMOMURA Nobor・uMASUDA 

Abstract : The study clarified what kinds of activities civic groups have performed to conserve their local piedmonts， and 

examined the future direction for civic groups registered with the Mino public piedmont conservation fund. The results show 

that the main activities by registered CIVIC groups are piedmont management in Satoyama， a natural rural wooded area， 

including thinning， which is the most frequent activity， followed by activities nurturing culture in Satoyama. Less frequent 

activities include preparation of mountain forests for management and utilization， such as setting boundaries， inter-group 

exchanges for piedmont conservation， and responding to unlawful dumping. Programs in which people are directly involved 

in piedmont conservation are dominant， therefore， promotion of information dispatches， is of importance in order to 

stimulate various kinds of activities and develop them into civic movements with more residents involved. 

Keywords: piedmont conservαtion， civicαctivity， civic involvement， public fund 
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1. はじめに

かつての都市周辺の丘陵や山麓に広く分布しているアカマツ林

やクヌギ・コナラ林などの二次林は， r薪炭林J，r農用林」ある

いは「用材林」として長期間にわたり，人々の生活と密接な隠わ

りを有していた。単に生産の場のみならず，“遊山"の場でもあ

り， 日本の伝統文化を培った素材と情景ーの場となっていた 1)。し

かし，このような都市近郊の山麓は，昭和 30年頃のエネルギー

革命や化学肥料の普及によって，人どの関わりが喪失し，管理さ

れずに放置され，景観や横物中日が劣化してきている。 1980年代

になって，このような山麓のかつての姿を再現するために， r薪
炭林J，r農用林Jあるいは「用材林」に代わる新たな人との関係

として，市民による山麓保全活動が模索されるようになった。

山鐙保全活動に関する既往研究を見ると，保全活動に対する市

民の参加意識とその効果に関する研究2)-5)や山鐙の管理手法に

関する研究 6)，7)等があり，初動期における組織づくりや管理作

業プログラムに関する成果があげられてきている。一方，現在，

市民レベル，一般企業レベルでの都市近郊の山麓保全活動も盛ん

になっているが，こういった活動を継続的に行っていくにはどの

ように組織を運営していくかが重要となってくる。組織の運営主

体を対象とし，運営の仕組みを扱った研究としては保全活動を行

う市民団体を対象として運営形態の発展プロセスを明らかにする

ことにより保全活動の持続的発展の方策を探った研究8) 里山オー

ナー制度を対象に運営内容とその効果を採った研究9)や企業の

CSR (Corporate Social Responsibility) と地域の自然環境保

全活動との関係を明らかにした研究山がなされている。以上のよ

うに市民による山麓保全活動の意義や効果，また持続させるため

の組織の運営方法について知見が蓄積されつつある。こうした状

況の中で，大阪府箕面市では，平成 16年 1J]に緑豊かな山麓部

を守り，育て，活かすことを目的として市民ぐるみの山麓保全活

動を資金的に支援するとともに，山林所有者のニーズと市民のボ

ランティアを結びつけながら，これらの活動を拡大・充実・活性

本大阪府立大学大学院生命環境科学研究科 本本側昭和

化していくことを目的に市民による山麓保全活動を支援する分野

では国内で最初の公主主信託みのお山霊童保全ファンドが設立された。

そこで本研究では，市民団体による山麓保全活動を支援する分

野では国内で最初の公益信託みのお山麓保全ファンドを対象に，

その設立経緯と仕組み，また助成を受けた市民図体の活動傾向と

課題を探ることを目的とした。

2.公益信託みのお山麓保全ファンドの設立経緯とその仕組み

大阪府箕商市の市街地に隣接する山麓は，豊かな自然を内包し

ており，かつては薪や炭などの燃料や用材，山菜などの生産の場

として，共同で維持管理が行われ，人々の生活と密着していた。

しかし，その必要性が減少したことに加え，山麓の育成管理に必

しJ 近郊緑地保全地区・・IR守2苦笑額公@iI
i-…J ~罰定公園区域
護欝山なみ景観保全地区

~梅包

図-1 山なみ景観保全地区位童図
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要な間伐や枝打ちには多くの費用や労力がかかることから，管理

の行き届かない状況となり，植物相の劣化や不法投棄が見られる

ようになった。一方，王子成6年に箕面市が実施した「市民意識調

査叫jによると，箕面の山麓の緑について 98%の市民が「守って

いくべきjと考え，そのために「条例によって開発を規制すべきJ，

「関発される場合でもできる限り多くの緑を残すように指導する」

ことを望んでいるという結果が出ている。そこで箕面市では，現

行の法令だけでは適切に保全することが難しいと判断し，平成 9

年 4月「箕面市都市景観条例Jを施行して， II1Jなみ景観保全地

区」指定の制度を創設し，平成 10年 10月，市街地から眺めるこ

とのできる北摂山系の山麓部一帯を「山なみ景観保全地区(以下，

保全地区)Jとして指定した(図一1)。保全地区は，箕頭市南

部に位置し，地区の南側は千里ニュータウンに続く良好な住宅地

に隣接し，北側では国定公園区域，近郊緑地保全地区，府営箕面

公園に隣接している。総面積は約 380haで南北に約 4km，東西

に約 6kmに渡る帯状の形態を呈しており，西部地域，中部地域，

東部地域の 3地域からなるO

この保全地区の指定にあたって開催された箕面市都市景観審議

会は， I山なみ景餓保全は本来景観施策のみで対応すべきもので

はなく，より総合的な山麓環境保全の一環として行われるべきも

のと考える。」とし， I山林保全・維持活動への一般市民の参酒，

保全についての助成制度の充実，土地所有・管理に関する相談窓

口の設置など，広範聞で総合的な山麓潔境保会施策の検討を行い，

その中における景観保全の役割をより明確にするとともに，市民

ぐるみのIlJ麓環境保全への具体的方策を展開すること。 jを附帯

意見として援出した。これを受けて，平成 11年 10月に山林所有

者，市民，行政，学識経験者からなる「箕面・山麓保全検討委員

会」が結成され， 3年の歳月をかけて「山麓保全アクションプロ

グラム山jが主rー成 14年 3月に策定された。そこでは，具体的な

山麓における保全と利用に関する活動のメニューが掲げられると

ともに，それに必要な資金や労力を山林所有者のみが負担するの

ではなく，行政を含めた市民会員がその役割を担い，これら三者

が協働して保全に取り組んでいくことが寵われた。それを受けて

山麓保全に関わる情報交換と新たな行動の誘発のためのプラット

ホーム機能を支えるための組織として平成 15年 8月に NPO法

人みのお山麓保全委員会が結成されるとともに，平成 16年 1月

に箕箆i市がりそな銀行に 2億円を信託することによって「公益イ言

託みのお山麓保全ファンド(以下，山麓ファンド)Jが設立された。

山麓ファンド1乱刊(図 2 )は，箕面市(委託者)，大i波府

(主務官庁)， りそな銀行(受託者)，運営委員会，市民・企業な

ど，信託管理人， NPO法人みのお山麓保全委員会(サポート組

織)から成る綴織である。受託者であるりそな銀行が事業計画や

収支予算を作成し，この山麓ファンドの財産を管理・運用すると

ともに，運営委員会の助言・勧告を受けて助成金の交付などを行

う。その際，学識経験者などで構成される運営委員会が助成先を

りそな銀行に推薦したり，山麓ファンドの運営の助言・勧告を行

う。また，信託管理人は山麓ファンドに関する重要な事柄を承認

するなど，監査人的な管理を行う。大阪府は主務官庁として山麓

ファンドの許可・運営の監査などを行う。 NPO法人みのお山麓
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保全委員会は，この山麓ファンドの劫成事務(募集の PR，申請

の相談・受付，実績の確認など)をサポートするとともに，山麓

保全交流会などを通して山林所有者のニーズと市民のボランティア

を仲介するなど，この山鐙ファンドの有効活用を促進し助成対象の

拡大・活性化を図る。また，長期的，継続的に助成を続け，山麓

保全を進めるためには市民・企業などの寄付が必要とされている。

山麓ファンドの助成対象者は，山林所有者・市民・行政の協働

により作成した「山麓保全アクションプログラム」に沿って，保

全地区の山麓保全に関する活動を行う山林所有者・市民・図体な

どであり，箕面市外の住民も助成可能となっている。助成の対象

となる活動の穣類(表-1)は，①里山の管理，②山の幸っくり，

③里山とのふれあい，④山道の手入れ，⑤里山の自然保護，⑥山

林の防災・保安・利用モラルの向上，⑦里山文化の育成，⑧山麓

保全を支える人材育成，⑨山麓の学習・調査・研究，⑩山林の管

理・活用，⑪山麓保全に関わる団体等の交流，⑫山麓保全のため

の資金確保，⑬その他の 13項目にま受理して示されており，それ

ぞれの活動内容が例示されている。助成の対象となる経費は，報

償費，旅費，需用費，役務費，使用料及び賃貸料，委託料及び人

件費などのうち山麓保全活動に必要と認められた経費で収入を除

いた額以内とされ，上限は 25万円である。また，箕面市の環境

保全条例により自然緑地として指定された部分において，その山

林所有者が自ら山麓の管理を行う場合の補助金は，土地登記簿面

積 1rrfあたり 25円を上限とされているO

3. 山麓ファンドにおける市民団体による山麓保全活動

(1)調査及び解析方法

はl麓ファンドは，山林所有者が白ら行う山麓の管理とともに市

民団体による山麓保全活動への支援を行っている。本論では， 111 

麓ファンドを設立することで山林所有者以外の市民団体が山麓ファ

表-1 r山麓ファンドjの助成対象となる活動

活動の種類 活動内容(例) 助成金額

①里山の管理
里山の清掃、下草刈り、ツル切り、

1)助成金の対象となる経枝打ち、除伐、間伐等
裁は、下記に掲げる経

②山の幸づくり
植林、木材・木炭・果実・山菜・キノ

焚のうち山霊童保全活動コ等の生産・採取・加工等
に必要と認められた絞里山保全!こつながる自然観察会
まをで、収入を除いた額③夏山とのふれ 等のイベント開催、ライフスタイル
以内とします。(上限25あい の普及・捻進、山霊童保全の普及・
万円)軍事発等

-報儀費山道の，青嬬・被修・関設、沿道の
講師・専門家等への謝④山道の手入れ 枝払い、案内看板の設置、案肉マ
礼等ップの作成・配布等
.旅費⑤豊山の自然保 自然環境調査、モ=$1リング、それ
交通費、通行料金、宿

E童 らの報告・普及活動等
泊費等

⑥山林の防災・ 廃築物投棄などの不法・迷惑行為
。需用費

{呆安・串11'担モラ への対応、モラル向上活動、ふれ
材料費、消耗品愛、叩

ルの向上 あいのルールづくり等
用Ij費等

塁山に関する伝統行事の後，舌・発
。役務重量

⑦塁山文化の斉 展、山麓保全につながる写真圃絵
通信運搬費等

成 図.~寺歌など芸術文化活動の普及
-使用料及び賃借料

等 会場使用料、車両・機械
⑧山護保全を支

霊山管理人・自然続察指導員・山 等の賃借料等
える人材育成

援案内人・ボランティアの研修・百11 -委託料及び人件費
練等 専門業務の委託、アル

⑨山麓の学習・ 山麓の植生・生物等の認査、研 バイト賃金等
認査・研究 究、学習の場の提供等 。その他

⑩山林の管理・
保全!こ向けた山林の土地境界確
認作業、山林の寄付・貸借・売買・ 2)主主笛市潔境保全条例活用
税金の相談会の開催等 により「自然緑地」とし

⑧山霊童保全に関 て指定された山林にお
わる団体等の 懇談会野交流会の開催等 いて、その所有者が
交流 f①里山の管理jを行う

⑫山麓保全のた 林産物・工芸品等の販売、チャIJ'T 場合の助成金額は、土
めの資金権保 イーバザーの照催等 地登記簿面積1m'あた

上記の他で山麓の保全1::つなが り25F'lと計算します。
⑬その他 ると「山麓ファンド」の運営委員会 (上限25万円)

で認められた活動
一
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ンドをどのように活用したのかを採るため， 1幻滋ファンドに助成

を受けた市民団体の活動の種類，実施内容を調査した。山麓ファ

ンドが平成 16年度から 19年度の 4ヶ年度に助成を行った市民団

体数は，平成 16年度 17団体，平成 17年度 18団体，平成 18年

度 20団体，平成 19年度 19団体の延べ 74団体である。なお，山

麓ブアンドの助成対象は，運営委員会の推薦を受けているが，運

営委員会での審査時には申請書類に不備が認められた場合や活動

団体の構成人員等の規模と活動の実施内容の規模とに明らかなゴjE

離が認められた場合に限って推薦が見送れているものの，その数

は各年度数件に限られており，運営委員会で助成対象とする市民

団体の活動の種類，実施内容の調整は行われていない。

調査では，助成を受けた延べ 74団体の山麓保全活動の種類及

び実施内容を助成申請時の申請資料より把握した。なお，本論で

は助成を受けた市民毘体の偲人情報に関わる部分についてのデー

タは扱わず，データ整理に際して団体を特定することなく統計処

理をおこなった。山麓ファンドでは， 1山麓保全アクションプログラ

ムJに沿って，助成対象とするIlJ麓保全活動の種類を表-1に示す

ように壁IlJの管理，山の幸づくり，里山とのふれあい等の 13項目に

分類している。申請者はこれを基づいて自らの活動の種類を該当

する項目から単一， もしくは複数を選択して示し，申請すること

になっている。そこで助成を受けた市民団体のは!麓保全活動の種

類については，この項目に従って単純集計し，傾向を捉えた。

次いで，助成を受けた市民団体が行った活動の実施内容を申請

資料より読み取り， リスト化し，活動分類に際しては，表 2に

示すように重松15)や谷崎山による市民による里山保全活動に関す

る既往文献を参照しながら樹林整備型活動，林道整備型汚動等の

12に分類整理し，傾向を従えた。なお，王子成 16年度から 19年

度の 4ヶ年度で助成を受けた延べ 74団体で抽出された活動は，

計 115活動である。

(2 )助成を受けた市民団体の活動の種類

図-3は王子成 16年度から 19年度にIlJ鐙ファンドに助成を受け

た延べ 74団体の活動の種類の集計結果を示している。

図 3を見ると， I1ねの宰づくりJが最も多く 34毘体， 45.9% 
となっており，次いで， 1里山の管理Jが28団体， 37.8%と続いて

いる。「里111文化の育成Jは19団体， 25.7%となっており， 1山道

の手入れ」は 16団体， 21.6%， IllJ麓の学習・調査・研究Jは13

団体， 17.6%， 1山麓を支える人材育成」 は12団体， 16.2%である。

一方， 1111麓保全のための資金確保Jは5団体， 6.8%， IllJ林の管

理・活用Jと 1111麓保全に関わる団体の交流」は 4団体， 5.4%， 

「山林の!坊災・保安・利用モラルの向上Jは2団体， 2.7%と少ない。

以上のことから，王子成 16年度から 19年度の 4ヶ年度で'llJ麓ファ

ンドに効成を受けた延べ 74団体の活動の種類は，山麓の空間管

理に関わる里山の管理，山道の手入れとともに，山麓の利活用に

関わる山の幸づくり，里山文化の育成が中心となっている。これ

らに加えて，山麓の空間管理を支える新たな人材の育成や山麓を

使った学習・調査・研究， E霊山とのふれあい，さらに里山の自然

保護に関するものが続いている。一方で数は少ないものの，山林

の防災・保安・利用モラルの向上，山林の管理・活用，山麓保全

に関わる間体の交流，さらには山震保会のための資金確保を臼約

に活動を行っている団体も確認できた。以上のように山麓ファン

ドの助成に際して期待されていた活動の種類 13項131'::てにおい

て市民団体の存在が確認でき，山鐙ファンドの運用が始まって 4

ヶ年と期間が短い中で保全地区の山麓保全が着実に進行しつつあ

るものと評{面できる。

(3)助成を受けた市民団体の活動の実施内容

表 2iま，平成 16年度から 19年度に山麓ファンドに助成を受

けた延べ 74団体で抽出された計 115活動の分類整理結果を示し

ている。
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表 2を見ると，雑木林や針葉樹林，竹林整備などの樹林整備

型活動は， 24活動， 20.9%と多く，次いで，間伐材の製材や有

効利用， シイタケ栽培や竹炭っくりなどの資源活用型活動は 13

活動， 11.3%，自然観察会，ネイチャークラフト，オリエンテー

リングなどの白然観察製活動は 11活動， 9.6%，自然環境や自然

学習，特定の穏， {YIJえば陸生ホタルやササユリの自然保護に隠す

るガイドブック製作，自然活動団体の案内，絵手紙や写真，風景

画の展示，さらにはラジオやインターネットを活用した'情報発信

などの情報発信ー型お動は 11活動， 9.6%， IlJ道やハイキングコー

スの清掃・補修・開設，案内板の設霞ーなどの林道援備型活動，ま

んどろ火祭り，竹林コンサートなどの歴史・文化君主活動はともに

10活動， 8.7%と続いている。さらに，昆虫学習や自然学習講座

やワークショップなどの屋内学習型活動は， 8活動， 7.0%，月

例クリーンハイク，山鐙美化パトロールなどの林内清掃裂活動，

樹林管理，利活用のための植生調査，陸生ホタルやササユりといっ

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0号令

37.8(28) 

覇軍璽45.9(34)

25.7(19) 

皇山の管理

山の幸っくり

塁山とのふれあい

山道の手入れ

裏山の自然保護

山林の防災・保全・利用モラルの向上

里山文化の育成

山麓保全を支える人材育成

山麓の学習・調査・研究

山林の管理・活用

山麓保全に関わる団体の交流

山重量保全のための資金確保

その他 ( )内iま団体数

図-3 山麓ファンドに助成を受けた市民団体の活動の種類

表-2 山麓ファンドに助成を受けた市民団体の活動の実施内容

活動分類 活動内容 活動数 jlflJ合
(j牛) (拍)

樹林繋儀型活動 -雑木林霊童倣 -竹林整備
24 20.9 -針葉樹林整備

-山道の，宵掃・補修・際設
林道重量備君主活動 -ハイキングコース箆鏑 10 8.7 

'案内板設置

林内，脅摺型活動 -山R伊稜i萎ウ化リーJ ンハイヲ ・林内，育掃
fトロール 7 6.1 

-樹林管理の為の植生調査
-樹林事!活用の為の槌生調査

E当然調査主主活動 -自然殺害毒会のための邑然環境識変 7 6.1 
-陸生ホう，;レ保護の為のE尾登
-ササユリ保護の為の調査

社会翻驚型活動
-境界確認、境界杭打作業

4 3.5 -共用道具の管理センヲー設霊堂

体験学習室活動 -植林体験
5 4.3 -専門家による樹林管寝技術のボランティア研修

-自然観察会

自然観察裂活動 .1.封林での遊び方やマナー教室
11 9.6 -ネーチャークラフト

-オリエンテーリング
.13然学習講座 -ササユリ保護議習会

屋内学習主主活動 .樹昆虫宋学畳習器諮講疫座 -ワーウショップ 8 7.0 

-間伐材の製材 -竹炭づくり
資源活用製活動 -際シ伐イ材タのケ穀有効士喜利用 -菊炭づくり 13 11. 3 

歴史・文化型活動 -・竹ま林んコどろ火祭り
ンサート

・-声メ楽ンギョウ 10 8.7 

-自然学習の為のガイドブツヴ製作
-自然観察の為のガイドブック製作
-自然保護啓発の為のガイドブッウ製作
-隆生ホ事ルに隠するガイドブッウ製作

情報発信型活動 -ササユリ栽培マニュアル製作
11 9.6 .13然活動匝体の築肉

-絵手紙の募築、発表
-風景匿展

写弓ZりZ展す イン哲也;?，."l-多窪田 +-牌抽晶ユ

-募金裂リレマフソン
寄付金獲得型活動 -チャリティハイク 5 4.3 

-風景函のチャリ子ィ販売
~t 

L同町由同-白血一 一一一一一一 115 100.0 
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た特定の穏の保護のための自然環境調査などの宮然調査型活動は

ともに 7活動， 6.1%確認できた。一方，植林体験，専門家によ

る樹林管理技術のボランティア研修などの体験学習型活動，募余梨

リレーマラソン，チャリティハイクなどの寄付金獲得型活動はとも

に5活動， 4.3%，境界確認・境界杭打作業や共用道具の管理セ

ンターの設置といった社会調交裂活動は 4活動， 3.5%と少なL、。

以上のことから，雑木林や針葉樹林，竹林整備などの樹林整備=

型活動，山道の清掃，補修，開設などの林道援備型活動といった

重労働を伴う山麓の直接管浬作業が111麓ファンドに助成を受けた

市民団体の中心的な活動内容であることが確認できた。さらに，

重労働を伴う ILi麓の直接管理作業に加えて，樹林の管理や利j舌月J

のための続生調査，特定の稜の保護のためのお然環境調査といっ

た自然調査型活動や山林の境界確認等の社会調査裂活動といった

lJJ麓の保全，管理のための蒸礎的な誠査活動も笑施されている。

こうした山麓の直接管理作業やそのための基礎的な調査活動のみ

ならず，直接管理作業の技術や知識を獲得するための体験学習裂

活動も少なからず確認でき，さらには， ILi後やIJJ滋保全に対する

正しい認識や意識を啓発するために昆虫や自然等の学資講座の関

俄といったE室内学習型活動に加えて，ガイドブックやマニュアル

の製作とともに絵手紙や写真，風景画の展示，ラジオやインター

ネットを賂いた情報発信‘塑の活動が多様に取り組まれている。ま

た111鐙の利活用に関しては，自然観察会やオリエンテーリングと

いった自然観察型活動とともに間伐材の有効利用やシイタケ栽壌

や竹炭づくりといった資源活用型活動も確認でき，まんどろ火祭

りや竹林コンサートといった歴史・文化型活動も多く，こうした

汚動は，山麓や山麓保全に関する情報発信，普及，啓発にも寄与

しているものと推察される。また，山麓ファンドの長期的，持続

的な運用が求められる中で数が少ないものの募金型リレーマラソ

ン，チャリティハイク，風景画jのチャリティ販売等の寄付金獲得

型の活動も芽生えつつあることが確認できた。

4. まとめ

大阪府箕面市では，王子成 10年 10)~に市街地から眺めることの

できる北摂山系の山麓部一帯を ILLiなみ景観{果、余地区」として指

定し，箕而市都市景観審議会の附帯芯見を受けて，保全地区の景

観保全のみならず総合的な山麓環境保全に取り組まれ，山麓保全

への一般市民の参同と保全のための助成制度の充実を図るため，

平成 16年 1月に市民による山麓保全活動を支援する分野では園

内で最初となる「公益信託みのおI1J麓保全ファンド」が設立され

た。山麓ファンドの運用の仕組みに関しては，受託者であるりそ

な銀行，主務官庁としての大阪府，運営委員会の主たる構成員で

ある学識経験者，市民団体等からの助成申請の相談・受付さらに

111林所有者のニーズと市民のボランティアの仲介役となる NPO

法人みのお山麓保全委員会等，市民，行政，民間企業とともに学

識経験者といった立場の異なる主体がそれぞれの役割を果たして

いることが特徴である。

平成 16年度から 19年度の 4ヶ年度に山麓ファンドの助成を受

けた市民団体の活動の実施内容を見ると，雑木林や針葉樹林，竹

林型車備などの樹林整備裂活動，山道の清掃，補修，開設などの林

道援備型活動といった重労働を伴う LLi麓の直接管理作業が中心と

なり，これらに加えて樹林の管理や利活用，特定の種の保護のた

めの自然環境調査型活動や山林の境界確定等の社会調変型活動と

いった山麓の保全，管理のための基礎的な調査活動，さらには直

接管理作業の技術や知識を獲得するための体験学習裂活動も行わ

れていることが確認できた。以上のことから，山麓ファンドは山

麓において山林所有者が自ら行う管理活動とともに市民間体によ

る管理活動を支援するために設立され，山麓の空間管理に関わる

市民活動を支援するといった本来の目的を達成しつつあるものと

604 

考えられる。

また，山麓ファンドの遂用に際して，山林所有者，市民，行政，

学識経験者が一堂に会し， 3年の歳月をかけて議論された山麓ア

クションプログラムを基にして，山麓の管理活動とともに里山文

化の育成といった山麓における市民の利活沼を活性化することが

呂襟とされ， 13項目と多岐に亘る助成対象となる活動の種類が

掲げられた。実際に助成を受けた市民団体の活動の中には，自然

観察会やオリエンテーリングといった自然観察型活動とともに間

伐材の有効利用やシイタケ栽培や竹炭づくりといった資源活用型

活動，まんとろ火祭りや竹林コンサートといった歴史・文化型活

動が数多く確認でき，山麓ファンドによって山麓における市民団

体による管理活動のみならず山麓と市民との新たな関係が生み出

されつつあることが確認できた。さらに，多くの市民を巻き込ん

だ市民運動に市民によるはi麓保全活動を発展させるためには，山

幾や山鐙保全に対する正しい認識や意識を務発するための情報発

信が求められるが，昆虫や自然等の学習~11}康の開催といった屋内

学習型活動に加えて，ガイドブックやマニュアルの製作とともに

絵手紙や写真，風景画の展示，ラジオやインターネットを用いた

情報発信等の活動が市民団体によって取り組まれている。以上の

ことから，山鐙ファンドはIJJ麓における市民の利活用を活性化し，

市民ぐるみの山麓保全への具体的方策を展開するといった目的も

徐々にではあるが充足されつつある。

さらに， IJJ鐙ファンドの有効活用を促進し効成対象の拡大・活

性化を図ることで，さらなる市民ぐるみのlJJ麓環境保全への具体

的方策の展開が期待され，山麓ファンドの長期的，持続的な運用

が求められる中で寄付金獲得型の活動も芽生えつつあるもののそ

の数が少ないことから，今後，mE誌や企業からの寄付等による運

用資金の補充といった課題は残されているといえる。
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