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平成 28 年度事業実績報告 

１ 会 議 

 

２ 文化的価値発信事業 

 （１）第１６回公開セミナー「森を活かす」 

日時   平成２８年６月４日（土） 午後１時から午後５時まで 

場所   京都大学稲盛財団記念館 こころの未来研究センター本館 ３階大会議室 

参加者  ６７名 

内容   第１部 講演 

     ①鎮守の森のプロジェクトから見えてくる森の公共性 

      広井 良典 京都大学こころの未来研究センター教授 

            京都伝統文化の森推進協議会 文化的価値発信専門委員 

     ②森とアート 

      吉岡 洋  京都大学こころの未来研究センター「こころの豊かさ」寄附部門特定教授 

            京都伝統文化の森推進協議会 文化的価値発信専門委員 

         第２部 総合討論 

          コーディネーター 鎌田会長   パネリスト 広井委員，吉岡委員 

 （２）第１７回公開セミナー「鎌倉新仏教を興した僧たちが歩んだ比叡への山道～雲母坂（きららざか）を登る～」 

    日時   平成２８年１０月２９日（土） 午後１時から午後４時まで 

    場所   鷺森神社～雲母橋～雲母坂を登る～修学院雲母坂城跡（山城跡）～水飲対陣碑～下

山～赤山禅院前 

    参加者  ４０名 

    講師   梶川 敏夫 京都伝統文化の森推進協議会 文化的価値発信専門委員 

    内容    鷺森神社を出発して比叡山の古道「雲母坂」を登り，山城「修学院雲母坂城跡」

を見学，さらに進んで南北朝期に後醍醐天皇の信任厚い千種忠顕の比叡山中で戦いを

名 称 開 催 日 場 所 
委員等

参加者 

役員会 
平成 2８年 7 月２７日（水） 

午後１時～午後２時 

ルビノ京都堀川 

「嵐山」 
 ７名 

総会 
平成 2８年 7 月２７日（水） 

午後２時３０分～午後４時 

ルビノ京都堀川 

「金閣」 
２５名 

文化的価値

発信 

専門委員会 

第1回 
平成 2８年 6 月４日（土） 

午前１０時～正午 

京都大学稲盛財団記念館 

小会議室 
５名 

第2回 
平成 2９年 2 月 2５日（土） 

午前１０時～正午 

京都大学稲盛財団記念館 

小会議室 
７名 

森林整備・ 

景観対策 

専門委員会 

第1回 
平成 2８年 6 月 2３日（木） 

午前１０時～正午 

職員会館かもがわ 

第 1 会議室 
６名 

第2回 
平成 2８年 1１月 1 日（火） 

午前１０時～正午 

職員会館かもがわ 

第１会議室 
６名 
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記念した「水飲対陣碑」を見学後下山し，「赤山禅院」の前で解散。 

 （３）第１８回公開セミナー「農業・造園・陶芸の技から見る京都三山」 

    日時   平成２９年２月２５日（土） 午後１時から午後５時まで 

    場所   京都大学稲盛財団記念館 こころの未来研究センター本館 ３階大会議室 

    参加者  １６０名 

内容   第１部 講演 

     ①京都造形芸術大学教授 

      農家 秋山 豊寛（宇宙飛行士） 

     ②植治次期十二代 

      作庭家 小川 勝章 

     ③京都伝統文化の森推進協議会 文化的価値発信専門委員 

      陶芸家 近藤 高弘 

         第２部 総合討論 

          コーディネーター 鎌田会長 

          パネリスト    秋山豊寛 小川勝章 近藤高弘 

 

 （４）森の映像の制作（２７年度からの継続）    

   「森の人」というテーマで，森林を取材するため京都三山を訪れた外国人が，京都三山の森に   

   ついて学んでいくストーリーを通じて，京都の森林の現状及び本会の活動について広く市民に 

   理解してもらう映像として完成させた。 

    今後，ＳＮＳ上でも公開予定。 

   （依頼先 株式会社 Good People 代表取締役 阪原 淳） 
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３ 森林整備・景観対策事業 

 （１）林相改善事業 

  東山風景林の清水山地区，高台寺・正法寺地区，将軍塚地区，菊渓地区の４箇所において，景観，

治山，地域生態系に配慮した計画で林相改善事業を実施した。 

  ① 計画立案及び管理業務 

    委託先 特定非営利活動法人 森林再生支援センター 

  ② 森林施業 

   ○清水山地区及び高台寺・正法寺地区（委託先 植彌加藤造園株式会社）【継続】 

    ・清水山地区 

      伐採   コジイ・ヒノキ １９本  

      植栽   イロハモミジ  ２４本 

           ヤマザクラ   ２６本 

    ・高台寺・正法寺地区 

      伐採   コジイ・ヒノキ ２０本 

      植栽   実施していません。 

   ○将軍塚地区（委託先 有限会社山城園）             【継続】 

      伐採   コジイ・サカキ・ヒノキ 

                   ２７本 

      植栽   オオモミジ    ９本 

           ヒノキ     ２１本 

           ナナカマド    ６本 

           ウリカエデ    ６本 

           ザイフリボク   ３本 

   ○菊渓地区（委託先 植彌加藤造園株式会社）           【新規】 

      伐採   コジイ，スギ，ヒノキ等 

                   ９８本 

      植栽   キクタニギク  ５０株 

           イロハモミジ  ４０本 

           ヤマブキ    ２０本 

           ムラサキシキブ  ６本 

           ヤブムラサキ   ６本 

           ヤブデマリ    ５本 

      ※この植栽は，京都市主催の市民参加イベント「第５回四季・彩りの森づくり」 

       と合同で開催。  
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 （２）除伐活動 

   のこぎりや剪定ばさみを用いて，市民の協力も得ながら，常緑広葉樹（シイ，ヒサカキ，シロバ

イ，クロバイ等）を中心に除伐し，森林の手入れを行った。 

  ①第６回清水山地区の森づくり 

日時   平成２８年６月１１日（土） 午後１時から午後４時まで 

場所   高台寺山国有林 清水山山頂の京都一周トレイル沿いの森林 

    講師   京都伝統文化の森推進協議会 森林整備・景観対策専門委員 

         高田 研一委員 

    参加者  ６４名 

         ※東山地域及び西陣地域の京都市立小学校３校の５，６年生の参加 

    主催   京都伝統文化の森推進協議会，京都市，公益財団法人京都市森林文化協会 

    協力   林野庁近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所， 

         堀川と堀川通りを美しくする会，京都堀川ライオンズクラブ 

 

  ②第４回将軍塚地区の森づくり 

日時   平成２８年６月１５日（水） 午後１時から午後４時まで 

場所   高台寺山国有林 将軍塚周辺の京都一周トレイル沿いの森林 

    講師   京都伝統文化の森推進協議会 森林整備・景観対策専門委員 

         高田 研一委員 

参加者  ３３名 

    主催   京都伝統文化の森推進協議会，京都市，公益財団法人京都市森林文化協会 

    協力   林野庁近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所 

 

 

 （３）キクタニギクの咲く菊渓川の再生へ 

   高台寺山国有林を源流とする菊渓川での森づくりを通じて，かつて自生していたキクタニギクを

再生する取組み。 

  ①現地調査 

    日時   平成２８年１１月７日（月）午後２時から午後４時まで 

    場所   高台寺山国有林 菊渓地区 

    参加者  ５６名 

    講師   京都伝統文化の森推進協議会 森林整備・景観対策専門委員 

         高田 研一委員 

    主催   京都伝統文化の森推進協議会，京都市 

    協力   京の川の恵みを活かす会 

         公益財団法人京都市森林文化協会 

         公益財団法人京都市都市緑化協会 

         林野庁近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所 

    内容   市民とともに林相改善事業実施前の現場を専門家の解説を交えて実施 
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  ②第１回水生生物調査 

    日時   平成２８年１２月６日（火）午前１０時から午後３時３０分まで 

    場所   高台寺山国有林 菊渓川本流 

    参加者  １１名 

    主催   京の川の恵みを活かす会，京都伝統文化の森推進協議会 

    協力   林野庁近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所 

    内容   菊渓川での林相改善事業実施前における水生生物調査 

 

  ③第２回水生生物調査 

    日時   平成２９年２月２８日（火）午前９時から正午まで 

    場所   高台寺山国有林 菊渓川支流 

    参加者  １５名 

    主催   京の川の恵みを活かす会，京都伝統文化の森推進協議会 

    協力   林野庁近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所 

    内容   菊渓川での林相改善事業後の箇所及び事業未実施の箇所における水生生物調査 

 

  ④植栽活動 

    名称   市民×地域×企業との協働による森づくりの 

         ～キクタニギクの咲く菊渓川の再生へ～ 

    日時   平成２９年３月４日（土）午前９時から正午まで 

    場所   高台寺山国有林 菊渓川支流 

    参加者  １１０名 

    講師   京都伝統文化の森推進協議会 森林整備・景観対策専門委員 

         高田 研一委員 

    主催   京都伝統文化の森推進協議会，京都市 

    協力   林野庁近畿中国森林管理局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 

         京の苗木生産協議会（事務局：公益財団法人京都市森林文化協会） 

         公益財団法人京都市都市緑化協会 

         KES ｴｺﾛｼﾞｶﾙﾈｯﾄﾜｰｸ（事務局：京のｱｼﾞｪﾝﾀﾞ 21 ﾌｫｰﾗﾑ） 

         京の川の恵みを活かす会 

    内容   シイ等を伐採した菊渓において，参加した市民とともに，キクタニギクの株，イロ

ハモミジやムラサキシキブ等の「京の苗木」を植栽した。 

         なお，京都市主催の市民参加型イベント「第５回四季・彩りの森づくり」と合同で

開催した。 
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 （４）林相改善事業の案内板の設置 

   菊渓地区での林相改善事業について，紹介するため，案内板２基を設置した。 

    場所   菊渓地区の林相改善事業地横の散策道 

    仕様   （支柱） 木材製   高さ１ｍ 

         （表示板） アクリル製 

         幅３４０ｍｍ，奥行１８０ｍｍ 

         下図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

表示板 

支柱 
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４ 文化的価値発信及び森林整備・景観対策の合同事業 

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

 

 （２）水都おおさか森林の市２０１６（出展） 

   日時   平成２８年１０月２日（日）午前１０時から午後４時まで 

   場所   近畿中国森林管理局，毛馬桜ノ宮公園（大阪市北区天満橋） 

   来場者  約８０名 

   主催   水都おおさか森林づくり・木づかい実行委員会 

   内容   「森林の市」では，森林の恵みや木に触れることで，森林と人とのつながりを実感し，

森林・林業の役割と意義，農山村の現状について理解を深め，豊かな森林資源を次世代

に引き継いでいくことを目的としている。協議会では，ブース出展し，協議会の活動を

紹介するパネル展示を実施した。 

 

 （３）第４０回全国育樹祭 式典行事 

   日時   平成２８年１０月９日（日）午前９時４０分から午後０時３０分まで 

   場所   南丹市 府民の森ひよし 

   参加者  約４，０００名（当会からは，鎌田会長及び事務局が参加） 

   主催   京都府，公益財団法人国土緑化推進機構 

   内容   ・主催者あいさつ 

        ・歓迎のことば 

        ・皇太子殿下のおことば 

        ・緑化等功労者表彰  等 

 

 （４）表彰受賞 

   名称   京都府緑化等功労者表彰 

   趣旨   協議会は，京都三山の文化的価値を市民に広めるとともに美しい森林景観の形成に努

めたことが評価され，京都府緑化功労者知事感謝状（森を守り育てる部門）を受賞  

   受賞日  平成２８年１０月９日（日） 

   場所   南丹市 府民の森ひよし（第４０回全国育樹祭式典において受賞） 

   対応   鎌田会長 

 

 （５）第１６回東山クリーン作戦 

   日時   平成２８年１０月２３日（日）午前１０時から午後０時まで 

   場所   東山山頂公園とその周辺 

   参加者  ３６名 

   主催   林野庁近畿森林管理局京都大阪森林管理事務所，京都伝統文化の森推進協議会 

   内容   東山山頂公園とその周辺において，祇園商店街振興組合，清水寺門前会，西日本旅客

鉄道㈱の協力を得て清掃活動を行った。 
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 （６）第６回落第忍者乱太郎 京都の森を守ろうウォーク「東山をガッツリ体験だ！」 

   日時   平成２８年１１月１９日（土）午前９時から午後２時まで 

   場所   あおくすの庭～東山山頂公園～菊渓川源流～清水寺 

   参加者  約８０名 

   主催   京都伝統文化の森推進協議会，京都市，朝日新聞社，朝日小学生新聞， 

        林野庁近畿中国森林管理局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 

   後援   清水寺，明日の京都文化遺産プラットホーム，京都仏教会 

   協力   清水寺門前会，京都森林インストラクター会 

   協賛   大阪ガス株式会社，京阪ホールディングス株式会社， 

        サントリーホールディングス株式会社 

   内容   保護者同伴の小中学生対象のウォーキングイベント。 

 京都森林インストラクター会指導員の案内で東山を歩き，シイ林や森づくりの現場を観

察するとともに，東山山頂公園など３箇所で，木（①種；ロケットラワン飛ばし，②幹；

シイタケのコマ菌の打ち付け，③葉；色鉛筆等を使った葉脈のこすり出し）の３つの体

験を実施。 


