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論文

「教育のための森林Jの公開のために必要な管理，運営に関する取り組み内容の分析
一多摩森林科学園の一般公開を事例として一

井上真理子1，* .大石康彦1，*

Mariko INOUE and Yasuhiko OISHI 

井上真理子・大石康彦:i教育のための森林」の公開のために必要な管理，運営の取り組み内容の分析一多摩

森林科学園の一般公開を事例として一，森林計画誌47:103-116， 2013 i教育のための森林」のあり方を

検討するために， I教育のための森林」の概念整理を踏まえて， I一般の人々が森林での体験活動を通じた学習

に関わる活動が行える場」と捉え，森林を一般に公開している事例分析を行った。「公開型森林」の事例とし

て多摩森林科学園の一般公開の取り組みを整理した結果，一般公開の目的は，一般の人々が森林への理解を深

め，研究成果の情報提供の場を指向していた。取り組みの内容には 「①森林の整備と保育管理J，I②利用者

のための施設管理J，I③展示施設の整備と更新J，I④施設利用の管理業務」と「⑤サーピス事業の運営」の5

項目が挙げられた。「教育のための森林Jの管理，運営には，森林や施設の「計画・整備」と，施設の管理と

施設利用の管理業務をあわせた「維持・管理」が必要で、，その上でサービス事業の運営や， PDCAサイクル

に準じた事業改善などの「改善」が挙げられた。今後の課題には 「閉鎖型森林」など他の森林体験活動の事

例分析や，社会教育施設等の運営と比較分析， I教育のための森林」の管理，運営の体系化を図ることが挙げ

られた。

Mariko INOUE and Yasuhiko OISHI : How to maintain and manage forests as educational institutions open 

to the public; A case study of Tama Forest Science Garden， Japan. Jpn.J.For.Plann. 47: 103-116，2013 

Forest management for educational use was analyzed based on a case study of Tama Forest Science 

Garden， which has been open to the public， and which includes botanical gardens and a pavilion. In this 

study，“forests for educational use" were defined as“forest areas open to the public for learning about forest 

and engaging in forest activities"， based on conceptually examination. Consequently， the purpose of open 

forests in this garden was mainly propagation and publicity activities of the research institute. The 

operational scope was found to encompass five major aspects， namely 1) maintaining forests， 2) maintaining 

facilities for users' convenience， 3) maintaining exhibitions， 4) maintaining safety for users， and 5) managing 

educational and service activities. Each work of these five contents was characterized into three categori巴s，

i.e. planning and establishment， maintenance， and improvement. We conclud巴dthat the scope of m叩 agmg

forests for educational use open to the public would include establishing and maintaining forest areas， with 

facilities including exhibitions， user control， and moreover， improvement activities based on th巴 management

cycle. A future research topic would involve systematizing forest management for educational use， by 

examining oth巴rcase studies and comparing with the management of social education facilities. 

I はじめに

今日，さまざまな機能を発揮する森林に対して一般

の人々から理解を求める「森林環境教育J(注 1)が，

林野庁により推進されている(林野庁， 2003)。教育

の場としての森林の働きは， 日本学術会議 (2001)が

森林の多面的機能として挙げた 8項目の 1つである文

化機能(注2)の中に「学習・教育(生産・労働体験

の場， 自然認識・自然とのふれあいの場)J と挙げら

れている。また 2011年の「森林と生活に関する世論

調査Jでは，人々が森林に求める働きとして「自然と

親しむ教育の場」と答えた人の割合が 19.3%を占めて

*連絡・別刷請求先 (Correspondingauthor) E-mail: i凶I立marikoωo@f均r匂'pri.aff茸r代C.g伊o.吋.j
1 森林総合研究所多摩森林科学園 Tama Forest Science G臼ar吋de叩n，Forestry and For巴s杭tP針ro吋duωct包sR巴searchInstitute 
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おり， 2007年の 18.0%よりもやや増加している(内

閣府大臣官房政府広報室， 2012)。森林の教育の場と

しての働きは，森林の機能の lっとして認知されてき

ている。

森林を教育の場として活用するために，林野庁では

さまざまな取り組みを実施している。「森林・林業基

本法J(1964年制定， 2001年改正)では， 1森林及び

林業に関する国民の理解を深めつつ，林産物の利用の

促進が図られなければならないJ(第三条)とされて

おり，第十七条(都市と山村の交流等)では， 1公衆

の保健又は教育のための森林の利用の促進」と明示さ

れている。国有林では， 2002 (平成 14)年から，学

校などが森林を教育活動の場として利用するための

「遊々の森」制度(注3)を実施している(奥山・大地，

2009)。
森林が教育の場として活用されるようになるには，

教育の場としての利用を想定した森林の管理を行う必

要があろう。しかしこれまでのところ，教育の場と

しての森林の整備や管理については十分に検討されて

きている訳ではない。例えば，森林施業研究会 (2007)

や藤森 (2003)は，持続可能性を目指した新しい森林

管理や施業について言及する中で，多面的機能に対応

した森林管理として保健文化機能の目標林型や景観の

保全を取り上げているが，教育は森林管理のテーマ

となっていない。森林の教育的な役割は，森林の多

面的機能(日本学術会議， 2001) や生態系サービス

(Millennium Ecosystem Assessment， 2007)であり，

森林レクリエーションとは区別されている。森林を教

育の場として有効に活用するには，森林を教育の場と

してどのように管理し，利用してゆけばよいかについ

て検討する必要があろう。

そこで本研究では，教育活動が行われる場としての

森林を「教育のための森林」と捉え，概念整理を行っ

た上で，その管理や利用について事例の分析をもとに

明らかにすることを試みた。

II r教育のための森林jの概念整理

「教育のための森林」について検討するために，ま

ず「森林教育J(詳細は後述)に関する既往の研究を

もとに概念整理を行い， 1教育のための森林」を類型

化した上で. 1教育のための森林」の現状を統計等の

文献資料から把握した。

1. r森林教育Jと「教育のための森林J
「教育のための森林」を教育活動が行われる場とし

ての森林と捉えるには，まず，森林で行われる「教育」

について検討する必要がある。森林に関わる教育には，

「林業教育」や「森林環境教育J.I森林文化教育J.I森林・

林業教育」など複数の名称が使われており，これらが

未整理であることを筆者らはすでに指摘した(井上・

大石， 2010)。本稿は， 1教育のための森林」について

検討することが目的であることから，教育に関する詳

細な議論には踏み込まず，筆者らが「森林教育」を「森

林および木材に関する教育や教育的な活動の総称」と

した整理をもとに，森林の場で行われる教育活動を示

す用語として「森林教育」用いた(注4)(井上・大石，

2010)。
関岡 (1993，1994) は， 1森林教育」について体系

的な整理を行い， 1森林教育」を「森林自体について，

あるいは森林に関わる事物についての学習を目的とす

る活動J(広義の「森林教育J)と定義し「森林教育」

には， 1自然の生態系としての森林についての学習を

目的とする活動J(狭義の「森林教育J)と， 1人間あ

るいは人聞社会と森林の関わり・接点に関する教育活

動J(1林業教育」を含む)を含むとしている。さらに「森

林教育」には，広く一般向けの教育と，専門家養成の

ための専門教育の両方を含んでいるとしている(関岡，

1994)。
ここで専門教育について見ると，教育機関として大

学や専門高校などがあり，教育施設として演習林があ

る。演習林は. 1894 (明治 27)年に東京大学千葉演

習林が創設されて以来， 100年以上の歴史があり，そ

の管理には，森林動態研究や持続可能な森林経営な

ど多様な要素を含んでいる(全国大学演習林協議会，

2006)。演習林の中には，子どもたちの体験学習の場

としての利用や(井倉・芦原， 2007)，市民が森林に

親しむことを目的に開放し木材生産を主な管理目的

としない所(石城， 2008) もあるものの，演習林は専

門教育を中心とした「教育のための森林」の特殊な例

と言えるであろう。本稿では，専門教育および演習林

を除き，広く一般を対象とした「森林教育」を対象と

することとする。

一般を対象とした「森林教育」は，林野庁 (2003)

による「森林環境教育」の定義に見るように，森林で

の体験活動が重視されている(注 1再掲)。具体的な

活動の内容は，竹本ら (2003)が「学校林」での活動

を調査し自然観察，管理作業，遊戯・運動，地域文

化，林産業，生態系の 6種類に大別している。また筆

者らは，森林体験活動についての実態調査を行い，林

業体験や植物観察，キャンプなどを含む 40種類の活

動を挙げ，これらをもとに「森林教育」の内容を，林

業など「森林資源J，自然観察など「自然環境J，野外

活動など「ふれあいJ，山村や地域の文化などを含む

「地域文化」の 4つの要素に整理した(井上・大石，

2010 ;大石・井上， 2012)。以上のように， 1森林教育」

には，多様な内容が含まれている。
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「森林教育」には多様な内容を含むことから，森林

の場で行われる活動の内符をもとに「教育のための森

林」を判断し整理することは難しい。例えば，遠足

で行われるハイキングでは，森林に対する理解を目

的とした自然観察学習が行われることがあるしレク

リエーションとしてグループ活動や運動を目的として

行われる場合もあるだろう。比屋根 (2003)は，森林

や自然に親しむことを目的とした林間学校や野外教室

は，集団生活になじむことに主眼が置かれた活動であ

ることが多く，学校教育での「具体的な実践において

は，森林のみ，あるいは林業のみの理解を目標とした

教育活動は例外的である」と指摘している。また，学

校による活動を教育活動と捉えたとしても，一般のグ

ループや家族単位での利用の場合もあり得るため，教

育のための森林の利用かどうかの判断は難しい。

そこで本稿では，森林で行われる広く一般向けの教

育的な活動を「森林での体験活動を通じた学習に関わ

ること」と広く捉えることとし， I教育のための森林」

を，森林に関する学習だけではない活動も行われる場

として， I一般の人々が森林での体験活動を通じた学

習に関わる活動が行える場」と捉えることとした(先

述のように，専門教育は対象外とした)。

「森林教育」の活動を実際に行うための条件として，

大石 (1998)は，森林の他に，指導者，プログラム，

学習者の 4つの要素を挙げている。さらに，森林で教

育活動を行うためには，活動の場所，プログラムを検

討し指導者の手配をするなど，マネージメントの必

要性が指摘されている(大石， 1998;山本， 1998)。

山瀬 (1993)は， I森林教育」活動を実施することの

難しさから，小，中学校教員は，教育活動を実施する

ために，森林空間と共に利用法を指導してくれる人(レ

ンジャー)を望んでいることを指摘している。また，

森林教育に関係する「環境教育」の分野では，教育活

動の展開にあたって「場=フィールド」の確保が重要

な課題とされている(清里環境教育フォーラム実行員

会， 1992)0 I教育のための森林」について検討するに

は，活動の場としての森林と共に，そこで行われる教

育活動とあわせて捉える必要があるといえる。

2， 1教育のための森林jのタイプ

次に， I森林教育」の活動場所としての「教育のた

めの森林」がこれまでどのように捉えられてきたのか

について，既往の研究から整理した。

「教育のための森林」は あらゆる森林がフィール

ドとなり得ると指摘されている(大石， 1998)。ただし，

重松・鶴見 (1998)は，森林で行われる教育活動の内

容をもとに，活動に適した森林について整理し，自然

観察型(自然林や二次林)，体験活動型(自由に手を

加えることが許容される林)，自然レクリエーション

森林計画誌 47NO.2 '13 

型(空間的な広がり，踏圧などの影響に抵抗力がある

樹高が高い林)，森林づくり実践・トレーニング活動

型(作業量が確保できる人工林など)，その他を挙げた。

教育活動の場として森林を活用するには，活動の目的

や内容に適した場所かどうかの検討が必要であるとい

える。

また筆者らは，森林体験活動に利用されている

森林について，実態調査をもとに，森林への影響

や利用の仕方などから 3つのタイプに大別した

(INOUE' OISHI， 2011)。タイプAは，ハイキングや

自然観察など森林への影響の少ない活動が行われる自

然公園や都市公固などで，利用者は不特定であり，タ

イプBは，採取や伐採など森林に対する大きな改変

を伴う活動が行われる学校林などで，利用者が固定し

ており，タイプCは，キャンプ場などの施設で，利

用者は不特定である。

森林体験活動の場としての森林の 3タイプをもと

に，文献資料で挙げられている「教育のための森

林」の利用事例を当てはめた。全国林業改良普及協

会 (1994)では， I森林教育のフィールドと施設」と

して 9つの事例を挙げている(注 5)。学校の利用で

ある 4事例(千葉県教育の森など)は，学校林など

のタイプBと考えられた。一般の利用である 5事例

(東京都体験の森など)は，利用者は不特定で¥森林

と学習館や管理棟などの拠点施設が整備されており，

タイプc(申込制を含む)と考えられた。タイプA

は，挙げられていなかったが，ハイキングや登山に訪

れる自然公園や緑地の多い都市公固などが該当する

(INOUE' OISHI， 2011)。また 3タイプの森林につい

て，管理方法を整理してみると，タイプBに該当す

る学校林(林田ら. 2004)や，国有林と学校などが協

定を結ぶ「遊々の森」の事例(奥山・大地. 2009)で

は，活動の実施に際して，講師派遣やプログラムの検

討がなされている。タイプCでは，常時さまざまな

利用者に対してフィールドの提供がなされ，拠点施設

の管理や利用者への対応などを含んだ施設の運営が想

定される。タイプAでは，森林に案内板や説明板が

設置されている場合もあるが，基本的には森林内の歩

道の整備のみといえるであろう。

以上から. I教育のための森林Jとして 3つのタイ

プを想定することができる。公園など誰でも気軽に活

用できるタイプAを「オープンエリアJ.利用者が限

定されているタイプBを「閉鎖型森林J.森林公園や

キャンプ場など一般に公開されているタイプCを「公

開型森林」と呼ぶこととする。このうち，山瀬 (1993)

が学校の教員が求めていると指摘した，森林空聞があ

り，指導者が居るのは. I公開型森林」であるタイプ

Cで，森林が一般に公開されており，展示館などの施
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設があり，場合によっては指導者が居る場所であろう。

「公開型森林」は，教育活動を行う場所として利用し

やすいように管理されていることが想定される。また

専門的な知識や経験が乏しい指導者にも気軽に活用で

きるため， 1教育のための森林」として最も幅広く利

用される可能性がある。

そこで本稿では，一般の人々のための「教育のため

の森林」の事例分析として，最も管理がなされている

と考えられる「公開型森林」を対象とした。

3. r教育のための森林jの現況

「教育のための森林」が，現実にはどのくらいある

のか，統計資料の中で把握されている「教育のための

森林」と考えられる森林等を整理し，現状の把握を試

みた。

タイプAの「オープンエリア」に該当する森林と

して，国立公園 30か所，固定公園 56か所，都道府県

立自然公園 315か所が指定されており(環境省自然保

護局， 2013)，一般の利用に供されている。また，教

育を意識して整備された森林として，国有林で 1968

(昭和 43)年から風景林などを含む「レクリエーシヨ

ンの森」の制度の lっとして設置されている「自然観

察教育林」がある(伊藤， 2001) 0 1自然観察教育林」

では，森林内の歩道に，森林に関わる解説看板などが

設置されている。「自然観察教育林」は， 165か所(面

積 32千 ha) (林野庁， 2013a)にある。

タイプBの「閉鎖型森林」に該当する森林として，

「遊々の森」や「学校林」がある。「遊々の森」は，固

有林で学校などが体験活動を行える場で(注3再掲)， 

172か所(総面積 7，382ha) にあり，その数は年々増

加している(林野庁， 2013a)。学校林は， 1980年の 5，692

校より減少しているものの(奥山， 2003) ， 3， 057校(小，

中，高校全体の 7.8%) (国土緑化推進機構， 2007)に

あり，体験活動の利用に容易な森林として評価されて

いる(奥山・大地， 2009)。ただし「学校林」で実際

に活動を行っているのは3割程度に留まっている(林

野庁， 2013b)。

タイプCの「公開型森林」に該当する森林として，

「森の子くらぶ」受け入れ可能施設と， 1体験実習林」

がある。林野庁と文部科学省とが連携した事業「森の

子くらぶJ(森林公園や県民の森などを含む森林総合

利用施設)の受入可能施設は， 2009年7月時点で 404

か所となっている。(注 6)0 1体験実習林」は，農林

業センサス (2005年版)に示された「植林，下刈り

等林業生産活動等の体験学習を行うことを目的とし

て提供されている」森林で， 204か所にある(注7)。

また展示施設としては， 1森林・林業研修資料館」が

387か所ある (1体験実習林」との重複なし) (農林水

産省統計部， 2007)。このうち，指導者がいる施設に
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ついて見ると， 2000年世界農林業センサスでは， 1体

験実習林J349か所の中で 95か所(体験実習林の

27.2%) (注8)，1森林・林業研修資料館J475か所の

中で 189か所(森林・林業研修資料館の 39.8%)となっ

ている(農林水産省大臣官房統計情報部， 2002)。

以上から.1教育のための森林」と考えられる森林は，

合計すると全国に数千か所の規模で存在すると考えら

れた。このうち，本稿で分析の対象とする「公開型森

林」は， 3，000以上あるタイプBの学校林の数より少

ないが，その内の 3~4割には指導者がおり，利用者

数は多いと考えられる。

E 事例調査の方法および調査地概要

1 .事例調査の方法

1 )多摩森林科学園における一般公開の取り組み

前章で整理した「教育のための森林」について，展

示施設を含む森林を一般に公開している「公開型森林」

の事例を対象に，実際に森林を公開するための取り組

み(管理，運営)の内容を調査した。事例には，研究

施設の一部である樹木園や研修展示館を公開している

(独)森林総合研究所多摩森林科学園(以下，多摩森

林科学園)を取り上げた。多摩森林科学園では，樹木

圏内で歩道を歩きながら散策や観察が行えるように，

森林を広く一般に向けて通年で公開しており，展示施

設が設けられている。森林で学べる場が公開されてい

ることから， 1教育のための森林」のタイプc1公開

型森林」に該当する。

分析の対象とした時期は，一般公開への準備が始

まった 1988(昭和 63)年から，運営体制のー音防雪変

更される 2009(平成 11)年までの間とした(注 9)。

また分析の項目は， I森林環境教育施設の評価シート」

(全国森林レクリエーション協会， 2010) を参考に整

理した。同評価シートでは， I森林環境教育」を実施

している施設の管理，運営について 5つの大項目を設

けており(注 10)，本稿では， (1)森林の一般公開

の目的， (2)施設・設備と組織体制， (3)一般公聞

に関する取り組み内容の3項目に分けて，森林を一般

に公開するのに必要な取り組み内容を整理した。文献

資料には， 1980 (昭和 55)年から発行されている年

報と，周年記念誌などの関係資料(表-1 )および既

往の研究を用いた。

2) I教育のための森林」を公開するための取り組

み内容の検討

多摩森林科学園における一般公開の取り組みを整理

した結果をもとに， I教育のための森林」の管理，運

営に必要な取り組み内容について考察を試みた。

なお筆者らは，多摩森林科学園に 2006(平成 18)
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表-1. 分析に使用した文献，資料リスト

編集 (発行年) 資料名等
林業試験場浅川実験林

多摩森林科学園

(1980~ 1988) 年報1~10号.

(1989~2008) 年報11~31号.

多摩森林科学園 (2001) 八十周年のあゆみ 86pp.
多摩森林科学園 (2002) 第l回環境教育林創設準備委員会会議資料(内部資料)

(2002年5月8日)
多摩森林科学園 (2004) 

(2005a) 
(2005b) 
(2005) 

(2008) 
(2011) 
(2009) 

環境教育の手引き 16pp.
森林総合研究所

森林総合研究所

森林総合研究所百年のあゆみ. 191~199 

森林総合研究所百年の事績. 45~46. 

多摩森林科学園
多摩森林科学園

多摩森林科学園環境教育林の手引き(第2版).56pp. 

見学のしおり:2008年版
多摩森林科学園
多摩森林科学園

首畑・樹木園・実験林の管理方針
多摩森林科学園ホームページ
(http://www.百'pri-tmk.affrc.go.jp/)

年から所属しており，展示やイベントの一部に参画し，

職員として組織内部において参与観察を行った。

2. 多摩森林科学園の概要

1 )概要

調査対象地である多摩森林科学園(面積 56ha) は，

(独)森林総合研究所の支所の 1つで，東京の西部(八

王子市)に位置している。都心から西に約 50km，高

尾駅より徒歩 10分の交通の便の良い場所にある。近

くには，登山客数が年間 250万人とも言われる有数の

行楽地である高尾山があり，関東山地の東縁，多摩正

陵の低山に連なり，周囲が住宅地に固まれた中に残る

森林である。

多摩森林科学園は，研究所の成果を含めた森林に関

する情報の普及・広報活動の拠点となっている。公開

施設は，樹木園とサクラ保存林(合計面積 15ha)，研

修展示館である。休園日は，週 1回(月曜，祝日の場

合は翌日)および年末年始で¥入園料は大人 300円，

子供(小・中・高校生)50円 (4月は大人，子供共

に100円増)である。年間利用者数は，約 7万人/年(10

年平均， 1997 -2007年度)である(注 11)。利用者

へのサービスには，圏内のガイドツアーや森林講座(講

演会)の他，学校での学習支援のための学習入園の制

度(入園料免除と案内)がある。

敷地内の森林には，明治時代から植栽が始められた

試験林がある。里山的な利用が行われた履歴が見られ

ず，シイ，カシなどの暖温帯常緑広葉樹林を中心とし

た天然林が残っている。樹木園には，林業用の高木樹

種を中心に約 500種，約 6，000本の樹木，サクラ保存

林には， 1，300本のサクラがある (2013年現在)。ま

た圏内では，ほ乳類(約 20種)，昆虫(約 500種)， 

鳥(約 100種)が確認されており，都市近郊にある野

生生物の貴重なすみかになっている。都市近郊林の保

全のモデルとして，コリドー(回廊)の設置など野生

動物への配慮をした森林管理や，敷地内の木質資源の

有効活用のため，勇定枝や枯死木，被害木を利用した

ウッドチップの道の整備が行われている(井上・井，

2011)。
2)略歴

多摩森林科学園の前身である宮内省帝室林野管理局

林業試験場は， 1921 (大正 10)年に設置された。高

尾山に近いことから，設立当初より「公衆の保健遊覧

地として好適な所があるので，特に風致的施業を併施

し，且内外樹種の見本林を仕立て、之を開放する等，

愛林思想、の普及，公衆の保健等にも資する所が砂くな

い」とされていた(帝室林野局， 1939)。

試験研究のテーマは，組織改編と共に変化してき

た。戦前は，木材パルプなど林産分野の研究が推進さ

れていたが， 1947 (昭和 22)年の林政統ーにより農

林省林業試験場浅川支場となった後に，数回の組織替

えを経て，樹木研究室が設置された。 1966(昭和 41)

年には，農林水産省の桜遺伝子保存事業としてサクラ

保存林が設置された(翌年，天敵微生物研究室設置。

1973 (昭和 48)年の組織替えにより，樹芸研究室に

イtわった)。

1988 (昭和 63)年には，林業試験場が森林総合研

究所への改称に伴い，浅川実験林から多摩森林科学園

に改称され，研究室は森林生物研究室と樹木研究室に

なった。この頃から，春に実施するようになっていた

サクラ保存林の公開での入園者数が増えたこともあ

り， 1991(平成 3)年の試行期間を経て， 1992 (平成4)

年より一般公開(有料)が開始された。さらに 2001(平

成 13)年の森林総合研究所の独立行政法人化に伴い，

研究室は教育的資源研究グループとなり， 2002 (平成

14)年から「環境教育林J(注 12)が指向されるよう

になった。

N 多摩森林科学園における森林の一般公開の取り組

み

「教育のための森林」の事例として，多摩森林科学

園における森林の一般公開の取り組みについて，目的，
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施設・設備および組織体制，取り組み内容を整理し，

時期に区分してまとめた。

1 ，一般公開の目的

多摩森林科学園における森林の一般公聞が行われる

ようになった背景について，筆者らは次のように整理

した(井上ら. 2010)。すなわち，サク ラ保存林のサ

クラが成長してきた 1980年代に，都市住民の森林浴

などへの需要が高まったこと，サクラの開花期に一般

公聞が実施されるようになった ことと，さらに 1988

(昭和 63)年の組織替えに際して，多摩森林科学園が

森林総合研究所の普及 -広報業務を担う情報発信基地

としての位置づけになったことであった。図-1に，

多摩森林科学園における見学者の推移を示 した。入国

者数は.1992 (平成 4)年の一般公開の開始前から徐々

に増加 してきていた (注 13)。

多摩森林科学園の一般公開の目的は，文献資料から

整理すると徐々に変化 してきた。一般公開の準備期間

である 1988(昭和 63)年度年報によると，多摩森林

科学園で新たに加わった業務内容は. I一般の人々に

森林・ 林業について理解を深めてもらうための普及 ・

広報業務」であった。

林野庁による「森林環境教育」の推進を背景に，

2001 (平成 13)年の組織替えに際して，研究テーマ

として森林教育や環境教育が取り挙げられ，さらに「環

境教育林」が指向されると，目的が広がった。2002(平

成 14)年に開催された「環境教育林創設準備委員会」

資料によると. I環境教育林」を「環境保全(森林生

態系の保全)の重要性を市民や子ども達に理解しても

らう実践の場」としており，その設置の 目的は，都市

近郊林の環境保全の重要性を一般の人々に伝える普

及，広報の公開フィールドとなった。

(人)
120，000 

80，000 

40，000 

「多摩森林科学園環境教育林の手引きj(2005)では，

「環境教育林」の目的をさらに詳しく「研究情報を活

かして， 研究フィールドで科学的根拠に基づく正確な

情報を解説することで，環境の保全に関する教育や学

習を推進する人材を支援し，広く国民全体が環境の保

全についての理解を深めることから， 持続可能な社会

の実現を目指すことJとされた。また「環境教育林」

のテーマとして. I森林が色々な機能を持っているこ

とを理解するj.I森林を構成する動植物の働きと仕組

みを理解するj. I森林を維持することの大切さを理解

する」の 3点が挙げられた。一般公開の 目的に，森林

を一般に公開するだけではなく，教育を 目的に提供す

る情報を整理，解説することと，指導者支援が加わっ

たことが読み取れる。同様の内容は. 2008年の多摩

森林科学園のホームページでも読み取れる。多摩森林

科学園についての紹介で，森林環境教育の資源として

利用するため，動植物などのモニタ リングと. I圏内

の樹木園 ・試験林 ・サクラ保存林等を活用して，広く

一般市民へ研究成果を普及 ・広報するための活動を行

うとともに， 研究資料の提供や研鑓の場としての役割

を果たすJとなっている。このように，一般の人々へ

提供する情報の内容は研究成果であると具体的に示し

ている。そして，公開 しているフィールド活用の役割

ι情報提供と研績の場としている。

以上から，多摩森林科学園の一般公開の目的は，森

林を一般の人々の利用の場として提供することに加

え，科学的な知見に基づく研究成果を踏まえた情報提

供と，指導者の研讃の場を含むように広がってきてい

るといえた。

2， 2009年現在の施設 ・設備と組織体制

多摩森林科学園における施設 ・設備および運営体制

1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 

ロ 4月 ロ 5 ~3月 (年度)

図-1 多摩森林科学園の入園者数の推移

i主 多摩森林科学園年報(1-31号)の「一般公開における入園者数の内訳」より作成。

1991年以降は，一般公開(通年)の入園者数を示し， 1990年以前は， 4月に行っていた

一般公開と多摩森林科学園への視察などでの来園者数を示す。

入園者数は， 4月 (サクラ開花時期)と，それ以外 (5月~翌年3月)に分けて示した。
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については 2009(平成 21)年度を中心に整理した (注

9再掲)。

1 )施設 ・設備

多摩森林科学園の一般公開は，標高 183~ 287 mの

なだらかな地形の中にある樹木固とサクラ保存林で行

われており(図 -2)，森林内には約 2kmの歩道が

整備され，利用者の利便性のための施設として，圏

内地図の案内板 (11か所)，東屋， トイレ (2か所)，

休憩用のベンチ，水場が整備されている。また，森林

に関わる研究成果や森林について学べる研修展示館

(森の科学館，木造二階建て，面積 914mりがあり，

動植物の標本などを見ることができる。施設の案内の

ために， I見学のしおり」が用意されている。利用者

は，樹木固などの歩道を歩きながらの森林観察，展示

館での展示を通じた様々な情報の収集をすることがで

きる。

樹木園には，林業用の高木樹種や，サクラ保存林の

サクラに樹名板がついている。圏内では，動植物の生

息調査が行われ，調査データがネット上で公開されて

いる。

2)組織体制

多摩森林科学園職員 18名(研究職7名，事務職9名，

技術系職員 2名)のうち，研修展示館には，事務職員

(2名)が勤務しており ，委託業者が受付，公開エリ

ア内の歩道の巡視，森林のガイドツアー(樹木園の案

内，2時間程度)を行っている。管理業務として，森

林の整備は，公開施設以外の試験林も含め， 業務課(事

，. .町

1叩 m

/ 

一、
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務系職員 3名，技術系職員 2名，非常勤職員，作業は

一部外部委託)が行っており，外部対応の一部は，庶

務課(事務職員 4名)が担っている。また，展示の更

新や普及・教育活動は，多摩森林科学園の職員に加え

て， I森林講座J(後述)は森林総合研究所研究情報科

が企画を行うなど，多摩森林科学園以外の職員も一部

担当している。

3.一般公開に関する取り組み内容の変遷

多摩森林科学園における一般公開の取り組みについ

て，年報の記載事項をもとに整理した。実施年度 (4

月~翌年 3月)ごとの取り組みの内容を，表-2に示

した。一般公開の取り組みには，施設面の管理として，

森林(樹木園，サクラ保存林)，利用者のための屋外

施設(歩道など)，展示施設に関することがあり，さ

らに利用者への対応として，施設利用の管理業務(受

付ーなどにサービス事業(教育活動など)が見られた。

それぞれの取り組み内容は，時期ごとに違いが見られ

た。

多摩森林科学園の一般公開の取り組みは，以下の通

り3つの時期に分けられた。

1 )公開準備期:1988(昭和 63) 年~ 1991 (平成 3)

年

一般公開の開始に向けて，試験研究のための試験林

を一般公開の場とするための整備事業 (1989年から

の5か年計画)が行われ，森林では樹木園や見本林な

どの計画と植栽などの整備と 利用者のために歩道や

案内板，標識など屋外施設の設置が行われ，あわせて

圏内案内図

仁三コ樹木園
cコサクラ惇存林

。棟割厳往 1・・"・帽を示守化。η
日制制州

@ 休!!~降 へ 量得っき体坦所

TI トイレ

L 一方議行 〈サクラ開花期ぬ剖

図-2 多摩森林科学園の公開施設案内図

多摩森林科学園森を楽しむ見学ガイド (2013年10月発行)をもとに加工。
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研修展示館が新設され，展示品の整備が行われた。一

般公開に向けたハード面の施設整備と共に，組織体制

では，広報専門官の配置と研究室の設置が行われた。

2)一般公開開始期:1992 (平成 4) 年~2000 (平

成 12)年

有料での一般公聞が開始された 1992(平成4)年

からは，利用者への対応のための管理業務が始まった。

施設利用のための管理として，受付(利用券の販売や

人数確認)，安全管理のための樹木圏内の巡視や，広

報活動が行われ，アンケートや投書の回収など業務改

善の工夫が行われた。また公開と共に，利用者へのサー

ビス事業として，森林講座や森林教室の開催(合計年

1O~ 19回)，樹木や木に対する質問などの情報提供(技

術相談)，樹木圏内のガイドツアー(毎日実施)が始

められた。施設面では，整備計画に基づき，東屋やト

イレなど屋外施設の充実，展示板の増設などが行われ，

充実が図られた。

1995 (平成7)年になると，一般公開の整備事業5

か年計画が終了し，森林の管理としては，枝下ろしゃ

苗木の移植，サクラの害虫被害防除など，森林の保育

管理作業が中心になった。また，台風などの自然災害

の被害があり，復旧工事が行われた。屋外施設では，

新規設置より，改修や復旧が主な取り組みとなった。

研修展示館では，新たな展示の整備や，展示品の追加

(例・サクラの品種展示として， 1995年から毎年サク

ラのドライフラワーが用意され， 1999年からはサク

ラの品種や樹木の花をアクリルで固めた標本を徐々に

整備)が行われた。利用者への対応としては， 1994 (平

成 6)年に利用者数が増加したが(注 14)，その後入

園者数が減少へ転じたため，入園者を増やすための対

策として， 1995年には情報提供の改善としてリーフ

レットの作成， 1995年と 1996年には樹木圏内におけ

る解説パネルの設置， 1996年から 2001年には特別展

の企画・運営， 1997年と 1998年には森林講座の改善，

1998年には紅葉の時期の広報活動が行われた。また，

技術相談や意見の受付である投書に関する記載が見ら

れなくなった (2009年現在，投書は継続して行われ

ているが，一般からの技術相談は寄せられていない)。

3) I環境教育林」提唱期・ 2001(平成 13)年~

2009 (平成 21)年

21世紀を迎えると，一般公開のために，毎年，森

林の保育管理作業や屋外施設の改修，展示品の追加，

施設利用の管理業務，森林講座などのサービス事業が

継続して行われるようになった。 2002(平成 14)年

に「環境教育林」が指向されると， I環境教育林創設

準備委員会」が設置され，情報提供や展示の工夫，来

園する学校への対応やイベントの開催など活動の実

施や改善が行われた。情報提供としては， 2004年と

2005年には樹木圏内を歩きながら森林に関する研究

成果を理解するための手引き(ガイドブック)が作成

され， 2006 (平成 18)年からホームページで圏内の

見所紹介(樹木などの写真掲載)，サクラや樹木に関

するデータベースの公聞が行われた。特別展は，独自

の企画が2001年で終了し， 2002年からは代わって，

外部の企画展への場所貸しが行われるようになった。

展示は， 2007 (平成 19)年から更新が行われ，樹木

園と館内展示をつなげた樹木のセルフガイド展示(大

石ら， 2009)が新設された。災害被害により約半年開

園した 2008(平成 20)年(注 11再掲)には，展示館

の展示の全面更新が行われた。サービス事業としては，

学校単位での施設利用の支援(学習入園)が拡大し，

学校の職場体験やインターンシップの受け入れ，研

修会やイベント(高校生を対象としたサイエンスキャ

ンプなど)などの活動が実施されるようになり， 2009 

年にはガイドツアーの実施方法の見直しも図られた。

こうした業務や事業の改善は， 2008年から定期的に

開催されている「環境教育林委員会」等で検討される

ようになった。

v. r教育のための森林Jを公開するための取り組み

内容の検討

多摩森林科学園における森林の一般公開の取り組み

について， (1) 目的， (2)施設・設備と組織体制， (3) 

取り組み内容について整理した。その結果，多摩森林

科学園での一般公開は，一般の人々が森林について理

解を深めるための森林の場を提供し，科学的な知見に

基づく研究成果の情報提供の場として「環境教育林」

を指向して行われていた。また，一般公開のための取

り組みの内容を項目ごとに整理すると，次の 5項目が

挙げられた。

1 )森林:森林そのものの管理として，準備期に森

林計画や植栽など森林整備があり，一般公開後は，下

刈りなど森林の保育管理作業と災害復旧があった。

2)利用者のための屋外施設:歩道や東屋， トイレ

などの施設や，道案内の標識や解説板などの案内施設

について，準備期には施設の計画と設置，一般公開後

には施設の改修，より利用しやすいように工夫した施

設の新規設置が行われた。

3)展示施設:公開準備期には展示施設と展示品の

計画・整備が行われ，一般公開後には展示品の追加や

更新，特別展の企画・運営，さらに一般公開(有料)

17年目である 2007年に展示の全面更新が行われた。

4)施設利用の管理業務:一般公開後，受付や巡視

など利用者の安全管理と広報やアンケートなどの業

務改善の工夫が行われた。

5)サービス事業.一般公開の開始後，森林講座や

森林教室，ガイドツアーの事業が実施された。事業の

110-



森林計画誌 47NO.2 '13 

表-2 (a) 多摩森林科学園における一般公開に関する取り組み経韓

期分時区
実施

森林(樹木園サクフ保存林)
展示施設

利用者への対応
その他

年度 森林 屋外施設 (研修展示館)
管理業務 サービス事業

(*災害)
(施設利用) (教育活動等)

1988 
計画見本林 計画歩道 計画研修展示施設 組織名変更

(昭和63)
(特用広葉樹園， 広報専門官配置

森林・林業見本林) 研究室(生物)設置

公 植栽ヤナギ， 設置 整備事業
関

1989 
食餌木園 (252本)， 林道 (839m) (5ヶ年)開始

準
(平成元)

広葉樹園 (1，242本)

イ荷

期 1990 壁韮 設置歩道，橋 墨豆肇盤:展示館 展示館完成

(平成2) 広葉樹園(1，131本) 映像，実物，パネル

1991 植栽広葉樹1，548本 設置案内板・標識 展示整備.検索，クイ 一般公開試行 | 

(平成 3)保育間伐展示林 歩道 (2，l20m) ズ，生態観察 公開検討会開催

植栽 設置管理舎 展示整備 管理券売所設置 事業:

広葉樹園 (270本) 歩道 (543m) 世界の森林，ジオラマ 運用(券売，人数確 講座6回，教室4回 有料一般公開

1992 保育 規制ロープ，標識 映像，パソコン図鑑 認等安全管理) 開始

(平成4) ベンチ，案内板6点 パネル，展示品 巡視開始

標本(キノコ，材) 広報取材19件

図書 (250冊) 改善アンケート

整備樹木園拡張 設置:東屋(新) 展示整備 管理券売，巡視 事業 ガイドツアー 整備事業 (5か年)

1993 
植栽サクラ (201本)， トイレ(増設)，標識 サクラキ食索システム 広報取材31件 講座7回，教室5回 終了

(平成 5)
他 (76本) ベンチ，規制ロープ サクラ標本129個 改善投書194件 情報技術相談62件

保育管理:下刈り 更新:解説板6点 集成材

間伐見本林 樹名板72点 図書 (165冊)

保育管理:サクラ苗， 設置放送施設，ベンチ 盈蓋童盤展示室 管理券売，巡視 事業 ガイドツアー 利用者数が最大

1994 
校下 ろし移植 防火用水，標識， 券売所移設 講座9回，教室5回 (TV放映実施)

(平成 6)
復旧工事 解説板2点 広報取材48件 情報ビデオ 研究:教育がテー

改修 ベ ン チ 改善投書220件 技術相談59件 マになる

*台風被害

保育管理サクラ苗， 設置解説パネル (2 長丞藍Ji!!・追加: 管理券売，巡視 事業刃イドツアー

1995 
干支下ろし 点)，樹名板.オリエ 映像・ジオラマ(土壊動 広報取材61件 講座7回，教室4回 サクラ毎木調査

ンテーリングコース 物)，野草写真 改善投書130件 塁塁リーフレット 開始

青空
(平成7)

標識・案内板 ドライフラワー(サク 2，技術相談47件

:'!} 
改修ベンチ ラ)

開 植栽:サクラ (60本)， 設置歩道・トイレ 施設整備収蔵庫 管理ー券売巡視 事業 ガイドツアー

開
他 (51本) 樹木解説板 塁豆堂f置・追加 広報:取材45件 講座9回，教室4回 *台風被害

1996 保育管理追肥サク ジオラマ(ニホンリ (被害木で材鑑作

始 (平成 8) ラ苗，枝下ろし，被 ス)，空中写真 成)

期 害防除 昆虫標本，材鑑

特別展

植 栽 サクラ (50本)， 改修水場， 展示整備・追加 管理券売，巡視 事業ーガイドツアー

1997 
他 (17本) 復旧工事歩道 サクラ検索システム 広報取材65件 講座9回.教室4回 *雪害

(平成 9)
保育管理追肥サク ドライフラワー(サ 改善:講座検討

ラ苗，枝下ろし，被 クラ100個)

害防 除 主型墨2回

保育管理追肥，サク 改修歩道 展示追加。 管理券売，巡視 事業・ガイドツアー

1998 ラ首，被害防除 ドライフラワー 広報取材46件 講座9回，教室4回

(平成10)復旧工事山腹崩壊 特別展2回 改善 改善ー講座受入増

紅葉期の広報

1999 
保育管理:追肥，サク 改修歩道 展示追加 アクリル 管理券売，巡視 事業 ガイドツアー

(平成11)
ラ苗，被害防除 ドライフラワー 広報取材73件 講座9回，教室8回

復旧工事:斜面 特別展l回

保育管理:追肥，サク 展示追加パネル 管理券売，巡視 事業ガイドツアー

2000 ラ苗，被害防除，刈 アクリル標本，剥製 広報取材99件 講座9回，教室8回

(平成12) ナム アルコール標本

特別展l回
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表-2 (b) 多摩森林科学園における一般公聞に関する取り組み経緯(続き)

期分時区
実施

森林(樹木園，サクラ保存林)
展示施設

利用者への対応
その他

年度 森林 屋外施設 (研修展示館) 管理業務 サービス事業
(*災害)

(施設利用) (教育活動等)

保育管理追肥，サク 復旧工事歩道 展示追加・整備・ 管理券売，巡視 事業:ガイドツアー 組織変更

2001 ラ苗，被害防除，刈 アクリル標本，骨格 広報取材72件 講座10回，教室8 教育的資源、研究グ

(平成13) 払 標本，パネル 回 ループ設置

復旧工事:渓流 主型墨l回

保育管理・サクラ苗， 復旧工事歩道 展示追加-整備 管理:券売，巡視 事業 ガイドツアー 「環境教育林創設

2002 被害防除，刈払， 材鐙，アクリル標本 広報:取材72件 講座10回，教室8 準備委員会」設置

(平成14) 伐採 (サクラ，樹の花) 回

特別展l回

2003 
保育管理追肥 設置歩道手すり 展示追加 アクリル標 管理券売，巡視 事業ガイドツアー

(平成15)
被害防除刈払，伐 本，パネル 広報取材73件 講座10回，教室8

採 特別展l回 回

保育管理・被害防除， 改修:ベンチ 展示追加パネル 管理.券売，巡視 事業 ガイドツアー

2004 刈払，伐採 歩道補修 アクリル標本(サク 広報・取材91件 講座10回，教室8

(平成16) ラ，樹の花) 回

特別展l回 情報ガイドブック

植栽 改修歩道補修 展示追加パネル， 管理:券売，巡視 事業ガイドツアー

2005 保育管理被害防除， アクリル標本(サク 広報取材112件 講座10回，教室8
環 (平成17) 刈払，間伐 ラ，樹の花) 回
境 特別展l回 情報ガイドブック
教

育 植栽 (28本) 改修:歩道補修， 施設整備照明， 管理.券売，巡視 事業 ガイドツアー 研究学校と

林 2006 
保育管理被害防除， チップ敷設 ベレットストーブ 広報取材27件 講座10回，教室8 連携開始

提 (平成18)
刈払，間伐 展示追加材鐙， 回

日目 ベレット製造機 根系円板標本 情報 HP，圏内見所

期 特別展2回 活動学校24件

植栽 改修歩道補修， 展示更新 管理・券売，巡視 事業ガイドツアー

保育管理被害防除， チップ敷設 今月のチョウ 広報取材28件 講座11回，教室8

2007 刈払，間伐 設置案内標識， 壁型墨l回 回

(平成19) 樹木セルフガイド展 ↑育幸担 リーフレット1

刀三 活動学校28件

研修・イベント5回

植栽移植 設置歩道(新設) 展示更新会面改修 管理:券売，巡視 事業ガイドツアー 「環境教育林委員

保育管理被害防除， 改修歩道補修 特別展1回 広報取材24件 講座10回，教室8 会j定例化

2008 刈払 ベンチ 回 *豪雨災害

(平成20) 支障木伐採 チップ敷設 情報リーフレットl8月29日-1月29日

有害鳥獣駆除 活動学校28件 閉園

復旧工事渓流 研修・イベント8回

植栽サクラ26本 設置歩道(新設) 施設整備 管理:券売，巡視 事業ガイドツアー

保育管理被害防除， 改修歩道補修 ベレットストーブ 広報:取材19件 講座10回，教室4

2009 刈払間伐l 支障木伐採 ベンチ 展示更新 回

(平成21) 有害鳥獣駆除，ペレット チップ敷設 特別展1回 活動.イベント2回

復旧工事 情報:HP標本検索

改善ガイドツアー

改善には，ガイドツアーの実施方法の見直しゃ，新た

な取り組みとして，情報提供(パンフレットやガイド

ブックの企画・作成)，学校への対応やイベントなど

活動の企画・運営が行われた。

一般公開のための取り組みは，時期ごとに内容の違

いが見られた。公開準備期には，主に森林や施設に関

するハード面の計画と整備が行われ，一般公開開始期

には，利用者への対応(施設利用の管理業務とサービ

ス事業)と，施設の整備と森林の保育管理や施設の改

修が実施される。公開期間中は継続して，森林や施設

の維持管理(森林の保育管理作業，屋外施設の改修，

展示品の追加，施設利用の管理業務とサービス事業)

が行われる。「環境教育林」提唱期になると，展示の

更新やガイドツアーの実施方法の見直しなど，取り組

み内容について改善や工夫が多く見られるようになっ

た。

時期別の取り組み内容を分類すると，準備期の主に

ハード面の整備である「計画・整備上一般公開後に
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表-3 多摩森林科学園で見られた森林を公開するための取り組みの内容

管理，運営の項目 計画・整備

(整備)
森林・ 1)森林 計画，植栽，整備
施設管理 2)屋外施設 計画，設置

展示施設 3)展示 計画，整備

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー司 ーー・・・・・・・・・・・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー司骨・・ーーー・.
利用者 (運営体制)
への対応 4)施設利用の管理 人員の配置

5)サービス事業

常時必要な，施設や設備のメンテナンスと，受付や事

業の実施など管理・運営業務である「維持・管理j，

さらに事業の改善のためのアンケートや展示の更新，

主催事業の企画・運営など「改善」の3つが挙げられ

た。表 2から，一般公開の取り組み内容の 5項目に

ついて，この 3つの内容に該当する内容を挙げると，

表-3に示すようになった。「計画・整備」には，森

林の計画や植栽，整備と，屋外施設の計画や設置，展

示の計画や整備，職員の配置(表 2では，アンダー

ラインを付けて示した)， 1維持・管理」には，森林の

保育管理作業や復旧工事，屋外施設の改修，展示の追

加と，利用者への対応の管理や広報の業務，ガイドツ

アーなどの事業の実施， 1改善」には，展示の更新や

特別展(場所貸しを除く)，業務改善のためのアンケー

トや，講座の実施方法の見直しなどのサービス事業の

改善(表-2では，二重線のアンダーラインを付けて

示した)があった。以上の内容を整理すると，取り組

みの内容には，森林や施設の維持のために毎年継続す

る管理業務と，計画や改善のための運営の業務がある

といえた。常時必要な「維持・管理」のルーチンワー

クは，管理と考えられ， 1計画」ゃ「改善」は， 目的

の達成のために機能を発揮できるようにするため，品

質管理や森林計画などで見られる PDCAサイクル

(Plan → Do → Check → Action) (増谷， 2003;全国

森林レクリエーション協会 2010)に準じた運営と考

えられた。

VI まとめおよび今後の課題

本稿では， 1教育のための森林」を， 1一般の人々が

森林での体験活動を通じた学習に関わる教育活動が行

える場」と捉え， 1教育のための森林」の管理，運営

について検討するために， 1公開型森林」の事例とし

て多摩森林科学園の取り組みを分析した。その結果，

一般公開の取り組みの内容には， 1①森林の整備と保

育管理j，1②利用者のための施設管理j，1③展示施設

の管理・運営j，1④施設利用の管理業務j，1⑤サーピ

維持・管理 改 善

(管理業務) (新規・更新)
保育管理，復旧工事
改修 新規設置

展示追加 展示更新，
特別展(企画・主催)

ー値ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーー"・・・ーーーーーーーーーー・・ーーーーーーーーーー--・・・・・・・・値ー・
(管理・運営業務) (工夫・改善)
管理(券売，巡視)，広報 業務改善:アンケート，投書

事業改善:方法の見直し
事業実施:講座，教室， 活動・情報の企画，運営
ガイドツアー

ス事業の運営」の 5項目が挙げられ，準備期には施設

等の「計画・整備j，公開後には施設の管理と施設利

用の管理業務などをあわせた「維持・管理」が必要で，

そうした管理の上で， PDCAサイクルに準じた「改善」

が見られた。

「教育のための森林j(1公開型森林j)の管理，運営

に関する取り組み内容を整理すると，フィールドに対

して森林や利用者のための施設の整備を行い，一般公

開に際しては，施設の維持管理と利用のための管理業

務と，サービス事業などの実施や改善のための運営業

務があると考えられた。「教育のための森林」を公開

して管理，運営をするためには， 自然物(森林)の管

理と，看板や展示のように老朽化する屋外施設の管理，

利用者への対応，展示の設置や更新，サービス事業の

運営など，それぞれ異なった性質を持つ内容の取り組

みが必要であると考えられた。取り組みの中には，恒

常的なルーチンワークとしてマニュアル化，手順化で

きるものと，改善や活動の実施など個別に対応する必

要があるものがあり， PDCAサイクルに則った事業

改善には，専門的な知見が必要と考えられる。「教育

のための森林j(公開型森林)の管理，運営には，森林，

展示，利用者対応なと性質の異なる要素についての

内容を含んでいた。

最後に，本稿で残された課題について整理する。本

研究では， 1教育のための森林j(1公開型森林j)の管

理，運営の内容について，項目の抽出に留まっており，

教育活動の具体的な内容は分析していない。「教育の

ための森林」のあり方を検討するためには，そこで行

われる教育活動の内容についての検討を行う必要があ

る。また本稿での事例は「公開型森林」であり，実際

に行われている活動は，基本的に歩道での散策が中心

であった。この他にも，自然公園における教育活動の

事例や，間伐など森林の改変を伴う活動などを含む学

校林など「閉鎖型森林」の事例，さらに専門教育のた

めの演習林の事例などを併せて， 1教育のための森林」

の管理について体系的に整理する必要があろう。また，
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森林利用や管理に関わる関連研究として，森林レクリ

エーション利用や計画など(例えば八巻ら， 2000)と「教

育のための森林」の管理との比較を行うことも有効で

あろう。

次に，教育活動に関する運営についての課題も挙げ

られる。「教育のための森林」における教育活動の運

営には，何を，誰に，どのように，何のために行うの

かといった，活動の目的や内容も検討する必要があ

る。森林から目を転じて一般的に見ると，教育活動の

運営としては，一般の人々を対象にした社会教育があ

る。例えば，博物館では，開館 3年目に入園者数の

ピークを迎えるライフサイクルがあることが指摘され

ている (Caulton，2000)。こうした社会教育施設の運

営や経営に関する知見は 「教育のための森林」の中

でも，特に本稿で取り上げた「公開型森林」における

管理や運営の参考となるであろう。また，林業や森林

に関する学習施設や展示施設について，管理，運営の

検討が試みられている(藤土・石橋， 1992;木山・土

屋， 2012)。造園分野では，自然公園における博物館

やピジターセンターなど「教化施設」の状況(石井・

油井， 1986)，ビジターセンターの今後の方向性(古

谷ら， 2009)，森林公園でのツアーガイドの検討(平

松ら， 2009)など，案内や解説に関わる研究蓄積があ

る。本稿では，ガイドツアーや情報提供の活動などの

「サービス事業」は，事業実施と事業改善との区分に

留まっている。「教育のための森林」の運営について，

これらの関連分野の研究を踏まえた比較分析の上で¥

フィールドとしての森林管理と，教育活動の運営とを

あわせた管理・運営のあり方の検討が求められよう。

以上の研究をもとに，教育的な利用に関する森林の

管理手法や指針を提示してゆくことは，森林の有効活

用につながり，これから持続可能な森林経営を指向す

る上で必要な森林の管理・経営の lつの形態となるも

のと考える。

本稿の一部は，第 61回日本森林学会関東支部大会

(2009年 10月23日)において口頭発表したものを含

むが，内容は再構成した。
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注

注 1 I森林環境教育」は，林野庁 (2003)では「森

林での様々な体験活動等を通じて，人々の生活や

環境と森林との関係について理解と関心を深め

る」としている。比屋根 (2003)は，環境教育と

の関係を考慮し， I森林と触れ，森林と親しむこ

とで，森林そのものや森林と人間とのさまざまな

かかわりに気づき，森林についての理解を深めな

がら，森林および森林とかかわる人聞が置かれて

いる状況を改善するために，あらゆる分野で行動
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できる人材を育成することを目標とする教育およ

び教育的営み」としている。このように，用語の

定義は定まっていない。本稿では，森林に関する

教育の用語は IJを付けて示した。

注2 文化機能は，人々(個人，民族)の精神的，文

化的，あるいは知的向上を促す機能とされている

(日本学術会議， 2001)。

注3 I遊々の森」は，国有林で「森林環境教育」の

推進を目指して 2002年から発足した制度であり，

森林管理署長等と学校や教育関係機関，団体とが

協定を締結することで，さまざまな体験活動や学

習活動を行うフィーjレドとして，一定面積の固有

林の利用を継続的に教育活動などのために利用で

きるようにするものである(奥山・大地， 2009)。

注4 筆者らは，森林や木材に関する教育の全体像を

把握するために内容を最も広く捉え， I森林およ

び木材に関わる教育的な活動の総称」として「森

林教育」を捉えた(井上・大石， 2010)。ただし

本稿では， I森林教育」の中でも「森林の場で行

われる教育活動」として，主に森林に関する教育

を対象とし，木育や木材教育などの木材に関する

教育は対象とはしていない。

注5 引用した事例の中には，閉鎖された森林，施設

を含む(朝日の森朽木・自然研修所:2013年現在

高島市がヲ|き継ぎ森林公園として運営。 http://

www.zb.ztv.ne.jp/fk7mkxbp/asosatoyama/ 

2013.8.l5.取得)。

注6 森の子くらぶ活動推進プロジ、エクトの受入が可

能な施設数404カ所 (2009年7月作成版)• 

http://www.rinya.maff.go.jp/kodomo/morinoko 

pdf (2010.l1.l.取得)

注7 地域資源を活用した施設がある農業集落数，施

設数および利用者数.出典:農林水産省統計部

(2007)0 I体験実習林」は， I植林，下刈り等林業

生産活動等の体験学習を行うことを目的として提

供されている林業体験林，林業学習林等の森林を

いい，国や地方自治体のほか，民間，第3セクタ一

等が管理・運営しているものを含む。なお，大学，

高等学校，小中学校の学校林は，広く一般に提供

されている場合のみ含む。また，森林・林業研修

資料館に併設され，一体的に利用されているもの

は除く」となっている。「森林・林業研修資料館」は，

「林業関係の研修，森林・林業に関する資料の展示，

森林・林業体験等を行っている施設をいう。都市

と山村との交流や地域活性化を図るために飲食，

物販，レクリエーション等複合的機能を併せ持つ

施設や市街地に所在する常設施設を含む。なお，

国や地方自治体のほか，民間，第3セクタ一等が

管理・運営しているものを含むJとなっている。

注8 森林を文化教育活動に利用している施設数・利

用者数. (2010年版では この項目はない。)出

典:農林水産省大臣官房統計情報部 (2002).た

だし，農林水産省ホームページ(政府統計の総合

窓口)掲載の 2000年世界農林業センサス報告書

(第 13巻)の表では， I体験実習林」が「体験学

習林」と表記されている。本稿では，用語の説明

を参考に，農林業センサスとそろえて「体験実習

林」とした。出典:第 13巻林業地域調査報告書

http://www.e-stat.go.jp/SG 1/ estat/List. 

do ?bid=000001013540&cycode=0 (2013.l1.20.取

得)

注9 多摩森林科学園では， 2010年度以降組織体制が

一部変更し同年度から受付業務が委託から入札

制になり，森林のガイドツアーは， 2012年度か

ら嘱託職員等による実施に変更している。

注目 「森林環境教育施設の評価シート」では，森林

環境教育を実施している幅広い施設を対象とし

て，施設の管理，運営について，①施設運営(目

的を含む)，②職員，指導者など人材，③プログ

ラム，④建物施設・設備・展示・備品，⑤森林・

フィールドの 5項目について 133の小項目を挙げ

ている。本稿では， 目的(①)，職員や施設を含

む施設・設備と組織体制(②，④)を踏まえて，

実際に一般公開に関して行われている取り組み内

容を分析することとした。また，同評価シート

では，施設の管理，運営を向上させるためには，

Plan-Do-Check-Actionの4つが必要であるとして

いる。

注 11 2008年8月の集中豪雨被害で約半年間休園

した(閉園期間:2008 年 8 月 29 日~ 2009年 1

月29日)。入園者数は， 54，700人 (2007年度)， 

40，913人(2008年度)， 45，141人(2009年度)となっ

ている(森林総合研究所多摩森林科学園 2010)。

注 12 I環境教育林」は，多摩森林科学園独自の用語

である。

注目通年での一般公聞は 1991年以降(有料公開は，

1992年以降)であるが， 1990年以前は， 4月に行っ

ていた一般公開と，多摩森林科学園への視察など

による来園者である(図-1)。

注 14 1994 (平成 6)年(一般公開 3年目)は，多

摩森林科学園のサクラ保存林の様子が，連日，朝

のテレビ(ニュース番組)で放映されたことの影

響もあり，利用者数が多くなった0・

(2013年4月18日受付)

(2013年12月25日受理)

通
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