
平成 26 年度事業実績報告 

 

京都伝統文化の森推進協議会は，本市で最も文化的価値の高い地域のひとつである東山におけ

る森づくりを中心に，京都に根付いた自然との共生を基本とする日本の文化を全国に発信するこ

とを目的に，東山風景林の有する文化的価値について，情報を整理し，ホームページやイベント

等において伝達する文化的価値発信事業に取り組むとともに，長期的な森林づくりの方向を議論

し，具体的な森林整備を行う森林整備・景観対策事業に取り組んだ。 

 

１ 会議の開催 

 

２ 文化的価値発信事業 

(1) 公開セミナーの開催 

ア 第１０回公開セミナー「観光都市京都・三山の魅力を探る」 

開催日  平成 26年 6月 18日（水） 

場 所  京都大学稲盛財団記念館 

参加者  34名 

内 容  日本最大かつ世界有数の歴史文化観光都市である京都・三山の魅力を「観光」

と「情報」という切り口で，文化的価値発信専門委員会の河角委員による講演

「３次元デジタル地図で見る平安京の三山と森づくり」，高橋委員による講演

「古都京都の森を守る－日独の比較をもとに」の後，鎌田委員長をコーディネ

ーターとしてパネルディスカッションを行った。 

 

イ 第１１回公開セミナー「京都東山の遺跡を巡る－森に眠る霊山城跡と清閑寺旧境内－」 

開催日  平成 26年 10月 29日（水） 

場 所  高台寺山国有林及びその周辺 

参加者  23名 

内 容  文化的価値発信専門委員会の梶川委員の解説のもと，東山に眠る史跡を巡り，

文化的な価値を学ぶための現地見学会を開催した。標高１７６m の霊山に築か

れた戦国時代の山城跡である「霊山城跡」と，真言宗智山派の寺院で「平家物

語」の悲恋で知られる高倉天皇と小督局
こごうのつぼね

ゆかりの寺院として知られる「清閑寺

旧境内」を見学した。 

名 称 開 催 日 場 所 参加者 

役員会 平成 26年 7月 2日 京都ロイヤルホテル＆スパ 12名 

総会 平成 26年 7月 2日 京都ロイヤルホテル＆スパ 39名 

森林整備・景観対策専門

委員会 

第 1回 平成 26年 6月 24日 職員会館かもがわ  15名 

第 2回 平成 27年 1月 8日 職員会館かもがわ 13名 

文化的価値発信専門 

委員会 

第 1回 平成 26年 6月 18日 京都大学稲盛財団記念館 14名 

第 2回 平成 26年 7月 16日 京都大学稲盛財団記念館 12名 

第 3回 平成 26年 11月 5日 京都大学稲盛財団記念館 15名 



ウ 第１２回公開セミナー「森と身心変容」（第 34回身心変容技法研究会合同） 

開催日  平成 27年 3月 5日（木） 

場 所  京都大学稲盛財団記念館 

参加者  37名 

内 容  彫刻家 三宅一樹氏による基調講演「木彫刻の心技体－ものつくりのア ニミ

ズム」と京都大学フィールド科学教育研究センター 伊勢武史准教授による基調

講演「森と進化と身心変容－生態学と進化生物学から森の文化を考える」の後，

京都精華大学 小松教授が加わり，文化的価値発信専門委員会 鎌田委員長をコ

ーディネーターとして総合討論を行った。 

 

エ 現代京都藝苑２０１５「悲とアニマ － モノ学・感覚価値研究会展」 

          （主催：現代京都藝苑実行委員会／モノ学・感覚価値研究会） 

 (ア)「悲とアニマ」展 公開シンポジウム①「モノ学・感覚価値研究とアート」（共催） 

   開催日  平成 27年 3月 7日（土） 

   場 所  京都大学稲盛財団記念館 

   内 容  京都大学こころの未来研究センター 鎌田東二教授（「悲とアニマ」展

監修者）による基調講演「モノ学・感覚価値研究とは何か」，京都造形芸

術大学 大西宏志教授（モノ学・感覚価値研究会アート分科会幹事）によ

る基調講演「モノ学・感覚価値研究会アート分科会の歩み」，インディペ

ンデントキュレーター 秋丸知貴氏（「悲とアニマ」展企画者）による基

調講演「『悲とアニマ』展について」の後，成安造形大学 岡田修二教授

（画家），陶芸・美術作家 近藤高弘氏（モノ学・感覚価値研究アート分

科会幹事）が加わり，総合討論が行われた。 

 (イ)「悲とアニマ」展 公開シンポジウム②「火と水と森とアート」（共催） 

   開催日  平成 27年 3月 10日（火） 

   場 所  京都大学稲盛財団記念館 

   内 容  やなぎみわ氏（演出家・美術作家・京都造形芸術大学教授）による基

調講演「森とアート」，勝又公仁彦氏（美術家・写真家・京都造形芸術大

学専任講師）による基調講演「火とアート」，文化的価値発信専門委員会 

近藤委員による基調講演「水とアート」の後，文化的価値発信専門委員

会 鎌田委員長，吉岡委員，大西委員，「悲とアニマ」展企画者の秋丸知

貴氏による総合討論が行われた。 

 (エ)「悲とアニマ」展 鎮魂茶会（共催） 

   開催日  平成 27年 3月 11日（水） 

   場 所  北野天満宮 茶室 

   内 容  文化的価値発信専門委員会 近藤委員による茶会が行われた。 

 (オ)「悲とアニマ」展 鎮魂舞台（共催） 

   開催日  平成 27年 3月 11日（水） 

   場 所  北野天満宮 境内駐車場 

   内 容  ・前口上（鎌田委員長，やなぎみわ氏） 



        ・移動舞台車ライトアップ＆トランスフォーム（やなぎみわ氏） 

        ・淡路人形芝居「戎舞」（淡路人形座） 

        ・電気紙芝居「千樹の花がひらくとき」（くーだら劇団） 

        ・能舞「天神～鎮魂・悲とアニマ」（河村博重氏 観与流能楽師・重要

無形文化財・京都造形芸術大学客員教授，鎌田委員長） 

        ・後口上（加藤迪夫 北野天満宮権宮司） 

 

(2) 協議会啓発キャラクターステッカーの作成 

 平成 25 年度事業で考案された，協議会 PR キャラクターのキャッチコピー及びキャッチ

コピーを入れたステッカー図案をもとに，キャラクターステッカーを作成した。 

 

(3) くーだら劇団事業 協議会啓発キャラクターストーリーコンペティションの実施 

開催日  平成 27年 1月 29日（木）（審査会） 

場 所  京都大学稲盛財団記念館 

審査者  鎌田委員長，丘副委員長，大西委員，吉岡委員，中井氏（京都造形芸術大学プ 

    ロジェクトセンター） 

内 容  協議会啓発キャラクター「くーりんと京だらぼっち」を使い，「京都の森と山を

守る」をテーマとした紙芝居のストーリーコンペティションを実施し，５名の応募

の中から，吉田芽以氏（京都造形芸術大学）の作品「千樹の花がひらくとき」が採

用された。 

 

３ 森林整備・景観対策事業 

(1) 東山風景林 林相改善事業 

 東山風景林の林分５箇所において，景観と治山に配慮した計画で林相改善事業を実施した。

各箇所の施業内容等については，7ページを参照。 

 なお，業務の委託に際しては，契約額の妥当性を事務局において検証し，仕様書等により

業務内容を明確にしている。 

ア 計画立案及び監理業務 

委託先  特定非営利活動法人 森林再生支援センター  契約額  1,178,658円 

イ 施業実施業務 

地 区 名 委 託 先 契 約 額 

清水山地区 

高台寺・正法寺地区 
植彌加藤造園株式会社 3,508,920円 

将軍塚地区 有限会社山城園 2,376,000円 

 

(2) 東山風景林 林相改善事業 植生モニタリング調査 

委託先  国立大学法人京都大学  契約額  540,000円 

結果概要 種の多様性が高い森林の造成をめざして部分的に伐採した林分において，天然更

新木や植栽木の成長についてのモニタリング調査を平成 21年から実施している。平

成 25年度までの調査から，植栽木の活着や成長は昨年度より大きな変化はみられな



かったが，イノシシによると思われる被害が見られた。伐採跡地では京都付近でみ

られる常緑・落葉広葉樹などの樹木の更新が確認されたが，シイなど常緑樹の萌芽

更新が著しく，有用な落葉樹更新木や植栽木の成長を阻害していることが明らかに

なった。 

 

(3) 東山風景林 散策道整備事業  

ア 施工監理業務 

  委託先  特定非営利活動法人 森林再生支援センター 契約額  115,128円 

イ 実施業務 

  委託先 一般社団法人 京都森林整備隊 契約額  1,782,000円 

ウ 仕様 

 ・全長 450ｍ（幅員 0.9ｍ），道沿いの常緑低木を伐採し，見通しを良くした。 

 ・すれ違いポイント（幅員 1.2～1.6ｍ）を 15カ所設置（位置図参照） 

 ・休憩ポイントを 4 箇所設け，択伐材（ヒノキ等）を用いたベンチを計 9 基設置（位置図

参照） 

 ・88カ所において，横断工（小丸太の横断敷設による栗石詰めの溝掘り）を設置（位置図

参照） 

 ・傾斜部分には小丸太を用いたステップの設置 

  ・現場発生の除伐枝葉材をチップにし，敷き均し  

    ※ 新たな京都一周トレイルとして付け替えが予定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

現在の京都一周トレイル 

新散策道 

東山風景林散策道整備事業 位置図 



 

平成２６年度 東山風景林林相改善事業 詳細 

 

１ 目的 

 東山風景林において「京都市三山森林景観保全・再生ガイドライン」に示された森林として

有する３種の公益的機能（景観，防災，地域生態系保全）が十分に発揮されるように，適切な

手入れを行い，期待する林相へと誘導し，管理を行うこと。 

 

２ 施業内容 

 平成 26年度は 5箇所（A～E地区，計約 10,200㎡）において，7,063千円（計画 1,179千円，

実施 5,884千円）をかけて，各林分状況に応じた施業を実施した。各地区の施業内容は次のと

おり。 

（１）Ａ地区（1503-A；粟田口） 

施業前 

の状況 

散策路として滑りやすく危険な京都一周トレイル区間（粟田口からの東

山の登り口）の周辺森林で，中～高齢級のヒノキ林，コジイ林化しつつあ

る旧アカマツ林で常緑低木が多い。 

目的 
危険で単調な散策路（トレイル）に代わり，新たに登りやすく，安全で

森林を楽しむことができる散策路（新道）をつくる 

内容 

ヒノキ林を楽しみながら，谷あいから知恩院方向の市街地を眺め，緩や

かに尾根筋に至る安全な道を開設することができた。排水にも工夫してお

り，道の安定性も高いと考えられる。 

その他 
新道開設後の 10月 24 日，地域住民・一般市民参加型の道沿い常緑低木

類除伐及び清掃イベントを実施した。 

（２）Ｂ地区（1503-B；将軍塚） 

施業前 

の状況 

１箇所目）東山稜線景観で新たに整備された青龍殿が目立ち過ぎないよう

にしたいという風致上のニーズが取り沙汰されていた。 

2 箇所目）京都一周トレイル沿いでコジイなどの危険木の存在が林野庁職

員の調査の結果分かった。 

3 箇所目）京都一周トレイルの尾根筋区間で低木類の繁茂が著しく，暗く

て危険性を感じる区間がある。 

目的 

1 箇所目）新たに高木性樹種の補植によって，将来的に森林との親和性の

高い景観を形成させる。 

2箇所目）危険木の伐採・除去を実施する。 

3箇所目）常緑低木類の除伐により，歩道周辺の見通しの改善。 

内容 

1 箇所目）アラカシ，アオハダ，ヤマザクラ，ウワミズザクラの計 12 本の大

苗（樹高 3m）の植栽を実施。 

2箇所目）9本のコジイ高木の除伐（択伐）の実施。 

3箇所目）約 30名の参加による除伐の実施。 

植栽木  アオハダ，ヤマザクラ，ウワミズザクラ，アラカシ大苗各 3本 

 



（３）Ｃ地区（1503-C；高台寺・正法寺） 

施業前 

の状況 

 尾根筋斜面上部にはコジイがほぼ純林状態で密生している。山頂部周辺

は旧高台寺山城で，小規模な人工平坦面が多数認められる。訪れる人は少

なく，迷ったハイカーが立ち入る。景観的に重要な位置を占める。東側谷

あいは放置されたヒノキ林で，その下方には清水寺成就院がある。 

目的  将来の利用の適正化を目指し，順次，森林整備をすすめる。 

内容 
 山腹安定性を考慮しながらコジイの択伐をすすめ，通行者安全性の確保

と景観改善を図った。 

その他  伐採の結果，ギャップが形成されたため，次年度の補植を検討する。 

 

（４）Ｄ地区（1503-D；清水寺境内地境界部） 

施業前 

の状況 

 境内地との境界部はコジイ林となっており，常緑低木密度も高い。また，

低木類を伐採した場合，ウラジロ群落が密生する。もうひとつの事業予定

箇所の南側部分では，平成 12年頃に伐採されたコジイ林の萌芽再生林とな

っており，元のコジイ林に戻りつつある。 

目的 

 境内のオオヤマザクラ林の将来像も視野に入れながら，適地性の高い樹

種が占める自然な森林景観を目指す。このため，徐々にコジイの優占性を

下げ，森林の多様化を図る事業をすすめる。 

内容 

 コジイの択伐を行うほか，山腹安定性に配慮した枝下ろしを実施する。

林内の光環境の改善を目指して，次年度苗木植栽の場所を準備する。また，

コジイ萌芽再生林においては再伐採を行った。 

植栽木  なし 

 

（５）E 地区（1503‐E 地区；清水山頂部） 

施業前 

の状況 

 山頂部のヒノキ人工林は定性間伐が不十分な箇所があり，今回の事業対

象区域とする。定性間伐及び常緑低木類の除伐範囲においては，萌芽が出

枝して，高さ 1mに及んでいるものがあり，萌芽を再除伐する必要性が生ま

れている。 

目的 
 ヒノキの定性間伐を行うほか，山頂部の改善された景観性を持続させる

ための萌芽枝の除伐を地域住民，一般市民参加型事業として行う。 

内容 
 ヒノキの劣勢木を 58本間伐。常緑広葉樹の萌芽を約 2000 ㎡において実

施した。 

植栽木  なし 

 

＜参考＞ 

 平成 19年度から 25年度までの施業面積及び委託額については，表１のとおり。 

 位置については，図１「 東山風景林林相改善事業 年度別実施箇所図」のとおり。 

 

 

 



 

 

表 1 年度別施業面積及び委託額 

年度 
面積 

（㎡） 

委託額（千円） 

計画 実施 計 

H19(2007) 1,000 420 1,050 1,470 

H20(2008) 1,200 600 1,530 2,130 

H21(2009) 1,860 760 3,833 4,593 

H22(2010) 3,800 708 2,562 3,270 

H23(2011) 4,750 594 3,385 3,979 

H24(2012) 5,200 975 6,059 7,034 

H25(2013) 8,200 1,146 5,308 6,454 

H26(2014) 10,200 1,179 5,884 7,063 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
東山風景林林相改善事業 年度別実施箇所図 



４ 文化的価値発信及び森林整備・景観対策合同事業 

(1) 協議会ホームページの運営（http://www.kyoto-dentoubunkanomori.jp） 

 

(2) 「将軍塚周辺の景観改善に向けた森づくり②」の開催 

開催日  平成 26年 4月 16日（水） 

場 所  高台寺山国有林（将軍塚西側） 

参加者  42名 

内 容  将軍塚から安養寺までの散策道の両側約５ｍの範囲内に存在する常緑中低木の    

除伐等の作業を行った。 

 

(3) 「平成２６年度 森林の調査隊!! フォトコンテスト」への後援 

 後援期間 平成 26年 6月 2日～平成 26年 11月 3日（最終審査会） 

 主 催 者 近畿中国森林管理局 箕面森林ふれあい推進センター 

 参 加 者 206名 

 

(4) 「第３回 落第忍者乱太郎『京都の森を守ろう』山で「むかし遊び」に挑戦だ！」の開催 

開催日  平成 26年 7月 19日（土） 

場 所  清水寺，高台寺山国有林 

参加者  200名 

内 容  朝日新聞社，林野庁京都大阪森林管理事務所等との共催である。森林の現状と

歴史に関する普及啓発を目的に，親子での参加者を募集し，奥の院・阿弥陀堂の

修復現場の見学や昔ながらのパチンコ作り等を実施した。森林インストラクター

の案内で，清水寺から東山山頂公園までを往復し，途中，落第忍者乱太郎スタン

プラリーも行った。 

 

(5) 「森林の調査隊!! フォトコンテスト」作品募集及び「京都伝統文化の森推進協議会の活

動」発信のためのパネル展示 

開催日  平成 26年 7月 22日（火）～平成 26年 7月 31日（木） 

場 所  本庁舎 1階正面玄関ロビー 

共 催  近畿中国森林管理局 箕面森林ふれあい推進センター， 

 

(6) 「水土里フェスタ２０１４」への出展 

開催日  平成 26年 9月 3日（水）～平成 26年 9月 11日（木） 

 場 所  ゼスト御池地下街「市役所前広場」 

 主 催  京都府土地改良事業団体連合会，京都府森林組合連合会 

 内 容  本取組は，水を育む森林や農山村における営みなどについて啓発を図ることを

目的としており，当協議会の目的に合致することから，パネル展示等により，京

都三山の現状及び三山の現状に対する等協議会の活動内容の周知・啓発を行った。 

 

 

http://www.kyoto-dentoubunkanomori.jp/


(7) 「水都おおさか森林の市２０１４」への出展 

 開催日  平成 26年 10月 5日（日） 

 場 所  大阪市北区桜ノ宮 近畿中国森林管理局，毛馬桜ノ宮公園 

 来場者  約 150名 

 内 容  林野庁京都大阪森林管理事務所，公益財団法人京都市森林文化協会と共同で出    

展した。協議会の概要及び活動内容紹介のパネルを展示し，協議会に関するクイ

ズを出題した。クイズの正解者の中から抽選で 20 名に，サポーターから御提供

いただいた景品をプレゼントした。 

 

(8) 「第１４回 東山クリーン作戦」の実施 

開催日  平成 26年 10月 19日（日） 

場 所  東山山頂公園周辺の国有林ほか（高台寺山国有林内外） 

参加者  51名 

内 容  林野庁京都大阪森林管理事務所との共催で実施した。東山山頂公園とその周辺 

    において，サポーター，活動協力団体等の協力を得て清掃活動を行った。 

 

(9) 「第１回 青蓮院の森づくり」の開催 

開催日  平成 26年 10月 24日 

場 所  東山風景林（高台寺山国有林） 

参加者  31名 

内 容  平成 26年 9月に完成した新歩道周辺に存在する常緑中低木の除伐作業を行った。 

 

(10) 「第５回薪割り大作戦」及び「第４回京都の森を守ろう 薪割り大作戦＆ウォーク２０

１４」の開催 

 開催日  平成 26年 12月 2日（火），3日（水），6日（土） 

      ※京都の森を守ろうウォーク 6日（土）実施 

      ※雨のため 4日（木）  中止 

 場 所  京都市東山周辺及び高台寺山国有林，東山山頂公園周辺 

 参加者  薪割り大作戦 39名 

      京都の森を守ろうウォーク 138名 

 内 容   当協議会，林野庁京都大阪森林管理事務所，公益財団法人京都市森林文化協

会，京都市，朝日新聞社が共催で，一般の方を対象として，東山で広がってい

るナラ枯れなど森の現状を知ってもらうことを目的に開催している。 

       京都の森を守ろうウォークでは，森林インストラクターの案内であおくすの

庭（青蓮院門跡北隣）から，新歩道を通り，東山山頂公園まで登り，清水寺ま

で下るコースを設定した。山頂公園では，薪割りや木工体験やシイの実の試食

を行った。最終的に約 1,020 束の薪ができ，協議会の活動協力団体，サポータ

ー，イベント協力者へ提供した後，一般の希望者に１束 300 円の協力金をいた

だき配布した。協力金は今後の協議会活動に使用する。 

 



(11) 「京都市生涯学習市民フォーラム 平成２６年度総会及びシンポジウム」におけるパネ

ル展示コーナーへの出展 

 開催日  平成 26年 12月 9日 

 場 所  京都産業会館 

 内 容  京都市生涯学習市民フォーラム（平成 25年 12 月 3 日本協議会加盟）が開催す

る平成 26 年度総会及びシンポジウムのパネル展示コーナーに，本協議会のポス

ター及びパンフレットを設置した。 

 

(12) 合同シンポジウム「千年都市京都 人と森のつながり」の開催 

 開催日  平成 27年 2月 19日 

 場 所  キャンパスプラザ京都 第 3講義室 

 参加者  160名 

 内 容  当協議会がこれまで取り組んできた森林整備・景観対策や文化的価値発信の活

動をふまえ，これからの人と森のつながりや新たな活動を探ることを目的として開

催した。 

      第１部は当協議会 山折哲雄相談役に基調講演「千年都市京都 人と森のつなが

り」を行っていただいた。第２部は，文化的価値発信委員会 鎌田委員長の講演「京

都はなぜ千年の都たりえたか」，原田委員の講演「京文化を育んだ三山の資源から

人と森のつながりを考える」，梶川委員の講演「遺跡から見た京（みやこ）の人と

森のつながり－京都盆地周辺の峰々にあたる遺跡から－」，森林整備・景観対策専

門委員会 高桑委員長の講演「これからの東山の森をどうするのか」，高田委員の講

演「洛外の集落と三山の土地利用史」により話題提供が行われ，その後，第３部で

は鎌田委員長コーディネーターとし，各講演者によるパネルディスカッションを行

った。 

 

(13) 「第３回 四季・彩りの森づくり」の共催 

 開催日  平成 27年 3月 15日（日） 

 場 所  京都市左京区鹿ケ谷 

 参加者  47名 

 内 容  京都市が「四季・彩りの森復活プロジェクト」として行うナラ枯れ跡地での植

樹活動を共催した。今回の植樹は，ナラ枯れ後の土砂流出跡地の復旧を目的として

行われた。開会式では公益財団法人京都市森林文化協会が司会を務め，門川市長に

よる挨拶が行われた。 

      前半は，森林整備・景観対策専門委員会 高田委員の指導のもと，景観面，防災

面を勘案して選定された場所に，地域性苗木を植栽した。後半は，文化的価値発信

専門委員会 梶川委員により鹿ケ谷の森林内にある遺跡の解説が行われた。 

 

  

 


