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　01 おおはら・やま・ひとのことを知っていますか

「やまの健康」推進プロジェクトは、滋賀県が2019年度から始めたプロジェクトです。森林 ・林業・

農山村を一つの「やま」として捉え、それらを適切に管理しながら滋賀の活性化につなげようというのが

狙いです。 

県ではこのプロジェクトを推進するために、地域住民自らが、それらの地域資源を活かし、農地や森林

等の維持保全の方法検討や、地域経済の活性化等を目指す地域を、「やまの健康」モデル地域として選定

し、その活動を支援しています。

“おおはら”は、2020（令和２）年度の3モデル地域のひとつに選定されました。このプロジェクトは、”

おおはら”の「やま」と「ひと」のつながりを見直し、「やま」の保全や活用方法の検討を行い、実践する

ことで、『「やま」と「ひと」の温もりがいつまでも感じられる“おおはら”』を目指します。

プロジェクトは、大原共有山財産区、甲賀愛林クラブ、甲賀木の駅、大原自治振興会、滋賀中央森林組

合、甲賀市、滋賀県などの”おおはら”の里山保全活動を行う団体が一同に集まり、協働を一層推進するた

めの大原里山円卓会議を母体に推進します。

本書はプロジェクトの一環として、まず初めに“おおはら”の「やま」と「ひと」について紹介します。

本書が“おおはら”の「やま」と「ひと」のよい関係を取り戻すキッカケになれば幸いです。

“おおはら”の「やま」と「ひと」のよい関係を取り戻すキッカケになれば

▲ヒノキ林
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　02 「やま」と「ひと」の成り立ち

“おおはら”は、杣川の支流である大原川流域に開けた地域で、古くから大原谷と呼ばれ、櫟野、神、大

原上田、大久保、大原中、拝坂、鳥居野、相模、大原市場、高野の１０区から成り立っています。

　甲賀町の中央部に位置し、北は佐山、南は油日に接しており、東部は南鈴鹿山脈を経て三重県に、西部

は甲南町寺庄に接しています。東部地域は那須ヶ原山や高畑山が連なる山地で主に花崗岩からなり、一方

“おおはら”は古琵琶湖層群からなる丘陵が広く覆い、ヤツデの葉を広げたような複雑な谷地形を形成し、

重粘土地帯となっています。

　昭和30年代まで、大原谷では今日とは違い湿地農耕が中心でした。この地域を広く覆っている土壌はズ

リンコとよばれる粘土層で、約270万年前、この地が琵琶湖であった時の湖底の土が、長い年月を経て粘

土として固まったものです。ところが、この粘土層による田んぼは日照りが続くとひび割れができ、水を

張った時に水が溜まらず洩れてしまうのです。そのため、一年中水を張っておく滞水田にしておき、乾田

とは違った独特の農作業がみられました。

　“おおはら”も含む甲賀地方一帯は、古くから「杣の谷」と呼ばれるほどの森林資源の豊かな地域でし

た。このため、農家の多くは農耕地とともに山林を所有し、スギやヒノキの用材は建築材に、間伐材は杭

や薪に、また雑木は上質な薪や椎茸栽培に利用してきました。

　那須ヶ原山一帯には旧大原村９字所有の面積約320ヘクタールの共有林があり、現在は大原財産区とし

て引き継がれています。1897（明治30）年代頃の自転車もない時代、わらじを履き、夜明けと共に家を出

て、歩いて現場に着き、みんなで植林をしてきました。以来、各区の山の手入れ作業、大原小学校の植樹

が毎年続けられて、今日まで120年以上も続いています。

　成長したスギやヒノキを売った収入で、毎年、道路や学校の建設などの公共施設などの費用に当てられ

ました。伐採後は苗木を植え、現在２代目が立派に成長しています。先人達の次世代を想う心が、現在生

きている我々に莫大な恩恵を与えてきました。

次世代の「ひと」のことを想い、手入れされてきた「やま」

出典：ふるさと再発見おおはら/大原自治振興会
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出典：Google map基図に編集
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出典：Facebookくぬぎの森自然遊び広場&山の暮らし学校

▲所有者別森林現況図（滋賀県作成）
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　0３ 山の神　

「やま」に感謝する「ひと」

　“山の神”は、「やま」に宿り、「やま」並びにそこに生息する生物を領有すると信じられた神霊の総称
です。新年正月を過ぎると各区で「山の神」に感謝する祭事が行われます。

櫟野
　櫟野区には“山の神”が５ヶ所に分かれており、それぞれ祭りをする日が異なります。1月6日は櫟野全体
の“山の神”の神事が行われ、1月7日は下の組と中の組の島岡株が、1月9日には上の組、中の組の東出で行
われます。“山の神”の当番に当たるのは、男の子が産まれた家、婿をもらった家が当たり、家の順で当番
がしめ縄を掛け、ドンドの火を焚き、お餅、たつくり、しらむし、こんにゃく等を持ち寄り、お神酒をい
ただきます。

神
　1月7日前後に行われ、唐戸川、藤木、深山口、大野中、正覚寺、西ノ口それぞれに山の神があり、大し
め縄を張り、小判型の餅と田作を供え、それぞれの家からは薄く切った餅をワラヅトに入れて持ってきま
す。山の神が終わるまでは、山仕事はしてはならないと伝わっています。

大原上田
　ご神木に七五三のしめ縄を作り、毎年1月7日に、御酒、魚、餅を供え、子孫繁栄と五穀豊穣の祈願をし
ます。“山の神”は男性のみがお参りします（お供えの餅は男性を表す形に作る）。昔は三又の木をしめ縄
にかけて祭りをしました。正月飾りの門松や、しめ縄、古いお札なども、その場で燃やす風習が続いてい
ます。

大久保
　一本の檜のご神木の前に高さ一尺程の石碑があり、“山の神”とされています。女性の神と称され、男性
のみで祭りをしています。毎年1月7日の午前中に細長いお餅を家族の男性の数だけ持ってお供えし、その
年の稲作、五穀豊穣を願います。当番の人は参詣者にお酒・じゃこ・赤飯を振る舞い、その後、焚き火で
門松や古いお札等焼くことになっています。
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①・②櫟野、③大原上田、④大久保

④③

①

②
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出典：ふるさと再発見おおはら/大原自治振興会

大原中
　当番（1～6組の輪番）の組は年末に事前準備をします。1月7日の祭事のために、雄と雌の木を用意し、
しめ縄を準備して祭場を清掃し割木などドンド焚きの薪を準備します。
　１月７日、当番は、午前６時に集合し、飾りを取り付けます。一般の参拝者は、午前７時～８時までに
お参りし正月に飾ったしめ縄や門松等を持ち寄り納めます。供え物は酒１升、みかん1箱、じゃこなどで“
山の神”は、男性のみでとり行います。

鳥居野
　毎年１月の第１日曜日に行われます。区の愛林クラブが世話役となり、手ごろな木の枝を探し祭神とし
て祀ります。正月のしめ縄や門松のお飾りを燃やします。正月最初の行事のため、お互いに新年の挨拶を
交わし焚き火を囲みミカンや餅を戴き、酒を酌み交わします。

相模
１月７日に祭事が行われ、男性だけでお参りします。年行事当番が、朝５時から火をたき、参拝者を迎

えます。供物は、洗米・あずき・酒・みかん・餅・黒豆・じゃこ・するめ等を供えます。参拝者が縄に引
っ掛けてある木棒を持ち、手前に引っ張って唄を唄います。
　“山の神”の唄「山の神さん早生も１升２升、中生も１升２升、晩生も１升２升、豆も小豆も、其の他２
４のお造り物、山の神チョイチョイ」と、この唄を３回繰り返して唄い、今年も皆元気で健康に、また豊
作を願います。

大原市場
　“山の神”は正月が過ぎた日曜日に行われます。前年に慶事にあった家が集まり、木と木の間に大しめ縄
を掛けて昨年の慶事を祝し合い、今年一年の安寧を祈念する神事です。山の恵みに感謝する神事が、いつ
の頃からか変化していったと思われます。

高野
1月2日に「山の神さん」とか「山之口」と呼んで、寺井・里高田の３グループが新春祈願参りを行い、

親睦を図っています。このグループ分けは複雑で、古くから伝え継続されている行事ですが、「寺井　山
の神」が一番原型を守り伝えているようです。江戸末期に描かれた古図を見てみると、“山の神”の場所が
５ヶ所描かれており、「寺井　山の神」の場所は地図に合致しているものの、残る４ヶ所は確認できず、
天満宮境内の２つの石も、どうやらこの地図の４ヶ所のどれかが移設されたものと推測できます。

①

②

③ ④

⑤

⑥

⑦

①大原中、②・③・④相模、⑤大原市場、⑥・⑦高野
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　04 「やま」と「ひと」をつなげる　　＃01 大原共有林財産区　

「ひと」が共有して「やま」を管理

出典：https://www.kyoto-seika.ac.jp/researchlab/wp/wp-content/uploads/kiyo/pdf-data/no27/mitsumata.pdf

1955（昭和30）年に旧大原村・旧油日村・旧佐山村が合併した際、旧大原村は、その共有財産である大

原村有林を旧甲賀町に編入せず、大原財産区管理会（管理会制財産区）を設置し、その管理・運営にあた

ってきました。

大原財産区有林を含め甲賀地方一帯は古くから「杣の谷」と呼ばれるほどの森林資源の豊かな地域でし

た。しかし、明治初年、近代化に伴いエネルギー源として、また建築材として木材の需要が増大すると、

甲賀地方の山々では乱伐が横行しました。なかでも大原共有山は瞬く間に禿山と化すほどの勢いで乱伐が

行われました。共有山の禿山化によって、大原地区は、特に明治年間、鉄砲水による土砂流出等の深刻な

被害に苦しみました (大原村役場､1918)。 被害が顕著になりはじめた1877(明治10)年前後から、”おおは 

ら”では共有山の緑化に向けての植樹活動が始まりました。その懸命の努力が実り、現在では一定の評価を

受けるほどの優良材 (通称「 甲賀ヒノキ」)産地となっています。

大原財産区有林は、標高800ｍ級の山々がそびえる鈴鹿山脈に属する那須ヶ原岳（799メートル）の西南 

斜面にあり、その面積は320haにおよびます。大原財産区有林の森林資源構成はスギが29.7ha、ヒノキが 

203.1 ha、マツが35.3 ha、広葉樹2.5haとなっており、ヒノキがおよそ全体の60％を占め、ヒノキ主体 

の林相を形成しています。70年生を超えるヒノキの林分が34％もあり、そのヒノキは年輪が密な「甲賀ヒ

ノキ」として一定の評価を受けています。

さらに、財産区の意義を前向きに捉えてきた兵庫県立大の三俣学准教授は「環境の自治管理面だけでな

く、財産区は村を離れたら区民でなくなるので所有者不明の問題も少ない。」と、私有や記名共有の入会

地のように相続で所有者がわからなくなることはないと長所を語っています。

008　おおはら・やま・ひと

那須が原岳
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「やま」の恵みを”おおはら”で共有

出典：https://www.kyoto-seika.ac.jp/researchlab/wp/wp-content/uploads/kiyo/pdf-data/no27/mitsumata.pdf

財産区有林からの収益によって、地区内の道路、農業用の貯水池、小学校校舎等をはじめとする地域の

社会資本を整備し続けてきました。

そのため、“おおはら”の住民全員に課す「やま行き」と称する下草刈りの賦役が年１回あります。参加

できない場合は字単位で「出不足金」を徴収するほど徹底しています。

インフラ整備
道路補助金、町水道加入補助（檪野）、

電信柱消防所建築

森林の管理・保全

学校記念植樹、林研グループ補助、

愛林クラブ補助金、林道維持改良、

町緑化推進委員負担金、近江の松を育てる会負担金、

みどりの少年団補助、第３４回植樹の集い補助

地域内の諸活動

大原小100年史補助、東保育園建築寄付金、

大原小学校建築寄付金、大原小学校体育館建築寄付金、

幼稚園寄付金、大原小遊具補助、

大原小ピアノ購入補助、老人クラブ補助金、

ゲートボール助成、

老人介護施設デイサービスセンター建設補助、

消防団活動への補助金、町夏まつり協賛金、

大鳥神社修復のための寄付金、檪野寺寄付金

▼　表　財産区有林の共益還元リスト

▲やま行き
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　＃02 甲賀愛林クラブ　

相互扶助の精神で「やま」を共同体で支える

出典：https://www.kyoto-seika.ac.jp/researchlab/wp/wp-content/uploads/kiyo/pdf-data/no27/mitsumata.pdf

私有林における育林施業も停滞し始めた“おおはら”では、1974（昭和49）年、旧大原村８字126名の有

志が「甲賀愛林クラブ」を発足しました。発足当時は、平均年齢３５歳の若年層主体であったと言われて

います。そのほとんどがサラリーマンであったため「サンデー林業」をモットーに余暇を利用して、所有

林の共同保育や各種研修会の開催など活動を続けてきました。また、クラブ員による「グループ林業」と

称する方法での間伐作業が私有林のみならず財産区有林においても展開されました。

“おおはら”のようなヒノキ主体の人工林の場合、樹木の密度管理が特に重要になります。自分の山であ

れば、思い切った間伐ができないことが多々ありますが、それを他人にしてもらうことで良い結果を生む

ことがあります。財産区有林の間伐作業も、この方法で過去数回行われています（1999年、大原愛林クラ

ブでの聞き取り調査）。

愛林クラブは、1980（昭和55）年には旧甲賀町全域に広がり、21字、460名にまで充実し、会員数や

活動日数が減少傾向にある現在も、同クラブの活動は懸命に続けられています（甲賀愛林クラブ1993）。

010　おおはら・やま・ひと

　▲愛林作業
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「やま」の役割への気づきを「上下流連携」で促す

出典：http://www.foresternet.jp/app/srch1/get_file/11971

皮剥ぎ間伐材の研究会では、2000（平成12）年から皮剥ぎ間伐とその材利用についての研究を実施して

きました。林業研究グループの講演会で「鋸谷式間伐」を知ったのをきっかけに、皮剥ぎ間伐の実践を行

うとともに、材の利用について、伐採の時期、搬出方法、利用の利点などについて研究を重ねてきまし

た。現在では、少量ながらイベント材料や地域利用として皮剥ぎ間伐材の直接販売もしており、この研 究

についての報告は、2009（平成21）年度の林業研究グループ活動報告会によって行い、全林研会長賞を受

賞しました。

2004（平成16）年度より上下流連携の森づくり事業として毎年皮剥ぎ間伐のイベントを実施していま

す。我々上流側、山の人間が下流域の方たちに森林整備、特に間伐の大切さを伝えることが大切だと考え

ています。大阪府豊中市民や甲賀市民を招き、100人から200人規模のイベントを実施しています。また、 

大阪府豊中市との交流は、「とよなか環境展」として、1986（昭和61）年から続いており、甲賀に来られ

なかった子どもたちにも木の良さや森林について知ってもらうための活動を続けています。

 

▲2017年7月の上下流連携の森づくり事業での皮剥ぎ間伐の体験
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　＃03 甲賀木の駅

林地残材と間伐材の出荷で、 地域で豊かさを回す

出典：https://www.kyoto-modelforest.jp/wp-content/uploads/2016/06/no_33-2.pdf

甲賀愛林クラブは、長年「やま」の整備の推進を行ってきました。しかし最近では山主の代替わりなど

で「やま」への関心がなくなってきており、「やま」の所有者以外の人も地域全体で「やま」を育成し活

用していく必要性がでてきました。「甲賀木の駅」は、「やま」に関わる「ひと」を増やし、「やま」の

恵みを実感できる「ひと」を増やすことを目的に2014（平成26）年4月に設立しました。

「木の駅」とは、山で放りっぱなしになっている木（林地残材）や間伐材を「木の駅」に出荷すると、 

地域で使える地域通貨などと交換してもらえるという仕組みです。高知県の NPO 法人土佐の森・救援隊　

が始めた取組を、丹羽健司さんが中心となって全国どこでも導入できるようにし、「木の駅プロジェクト

ポータルサイト」（http://kinoeki.org/）では全国50か所での取組が紹介されています。　

甲賀では、事前に登録した人が林地残材や間伐材を（株）甲賀チップに出荷し、受け取った伝票を「甲 

賀木の駅」運営委員会に持っていくと地域通貨「モリ券」が支払われるという仕組みになっています。

きっかけは、甲賀愛林クラブで「もっと何かしていこう」と話していた際、会員がインターネットで見

つけた情報をもとに2013（平成25）年9月に名古屋で開催された「木の駅会議」に参加し、丹羽健司さん 

の話を聞いたことでした。補助金をもらって間伐するのではなく、間伐した木を売るという本来の姿をス

マートにできること、地域のお店で使える券の発行で、地域が元気になることからぜひ取組みたいと考え

たそうです。

木の駅は小規模自伐型林業の実践として、自分たちの森林を自分たちで保全する活動であり、「プロよ

りも安全に」を合言葉に安全な伐倒作業、道具の工夫による省力化に努められています。出荷登録人数

も、42 名まで増えて、年間出荷数量も100tを超えています。

012　おおはら・やま・ひと

▲甲賀木の駅
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①「やま」の木が大きくなるように間引き伐り（間伐）、②間伐した木を「やま」から持ち出す
③木の駅で「やま」から持ち出しだ木を計量、④木の重ささに応じて地域通貨「モリ券」と交換
⑤木を薪にする、⑥琵琶湖周辺のキャンプ場に薪を販売
⑦「やま」で作業ができる人を増やすのを目的にチェーンソー講習会を実施

①

②

③

④

⑤

⑥⑦



▲▲▲

　＃04 甲賀木の駅 クヌギの森自然遊び広場

「やま」遊びを通して、自然とともに生きるすべを知る
「クヌギの森自然遊び広場」は、「甲賀木の駅」の親子向けの取組です。

森の中はわくわくがいっぱい！木登り･秘密基地作り･森遊び・・・自由に、夢中に自然の中で遊ぶことで
子どもたちは大きく成長していきます。そして、大人だって成長していくのです。遊びを通して、自然と
ともに生きるすべを知る、そんな活動をしています。

出典：http://www.kokakosodate.jp/kouka/spot/circle_all.html

014　おおはら・やま・ひと
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出典：Facebookくぬぎの森自然遊び広場&山の暮らし学校



▲▲▲

　＃05 大原小学校

子が植えて親が育て、「学校林」の恵みを享受する

1896(明治29) 年に設置された大原小学校林2カ所総面積13ヘクタールでは、現在までの約120年間、

植樹活動が生徒・保護者・財産区管理委員（かつては戸長など）の手によって休むことなく続けられて

きました。

その1世紀以上の間に、学校林の木々は順調に成育し、数度伐採され、計り知れない恩恵を受けてきまし

た。それを簡潔にまとめたものが次表です。この表には、学校林の木材売却収益からの学校及び地区教育

部門への貢献しかあがっていませんが、木材が重要な燃料源であったころには、学校林の木々そのものが

教室内の暖房に使う薪炭として、あるいは校舎改築の際の建材として重要な役割を果たしてきたことは言

うまでもありません。

出典：https://www.jstage.jst.go.jp/article/suirikagaku/47/3/47_60/_pdf

016　おおはら・やま・ひと

▲児童の植林作業

▲保護者等の保育作業
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出典：おおはら－創立130周年記念誌-/大原小学校

▼　表　学校林の共益還元リスト

出典：https://www.jstage.jst.go.jp/article/suirikagaku/47/3/47_60/_pdf

年　　　　　度 購　　　入　　　品　　　目

1956 (昭和31) 年 ピアノ購入

1957 (32) 映写機購入

バ ックネット作成費

遊戯施設費

1958 (33) 給食設備

1959 (34) 唐戸川分校電話設置

1960 (35) 唐戸川分校給食設備

本校重油バーナー

1961 (36) 幼稚園設置費

1963 (38) 小学校プール建設

小学校放送施設費

1964 (39) 幼稚園オルガン2台

1966 (41) 大原小学校環境整備費

1967 (42) 食器洗浄機

校門前舗装

1968 (43) 同窓池改修

1969 (44) 特殊学級施設費

1970 (45) 複写機購入

1971 (46) 幼稚園ピアノ

保育園設置

1975 (50) 大原小学校改築工事

1976 (51) 　同上

1978 (53) 大原小学校奨学資金寄付

1979 (54) 大原小学校体育館建設

1987 (62) 大原小学校体育館建設

1990 (平成 2) 年 小学校遊具

1992 ( 4) 大原幼稚園遊具

1993 ( 5) 幼稚園への寄付金

1996 ( 8) 大原小学校グランドピアノ

2000 (12) 小学校の雛壇購入

備考） 『大原校百年史』および『財産区歳入歳出決算書』より筆者作成

1979（昭和54）年以降は、学校林のみでなく財産区収益によるものも含む
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　＃06 大原自治振興会

「やま」に関係する「ひと」と「ひと」をつなぐプラットホーム

■里山保全事業

　協働：区

　年度：2014（平成26）年～

　内容：各区において公共性のある里山、林道のボランティア整備

　2014（平成26）年  高野

　2015　　　27  拝坂、大久保

　2016　　　28  大原上田、高野

　2017　　　29  大原上田、高野

　2018      　30  櫟野、大原上田

　2019（令和元）年  大原上田

　2020　　　２  大久保

■大原小学校自然環境学習

　協働：大原小学校、大原財産区、大原貯水池土地改良区

　年度：2013（平成25）年～

　内容：大原小学校卒業記念植樹及び大原ダム学習を実施（6年生対象）　

　　　　シイタケ菌植菌（4年生対象）

　

■甲賀、大原ＰＲ事業

　協働：甲賀愛林クラブ・甲賀木の駅・豊中市各種団体との協働

　年度：2013（平成25）年～

　内容：大原ダム上流で「豊中市との森づくり交流事業」の後援

018　おおはら・やま・ひと

① ③

②

①2020年大久保区立ち枯れ木の伐採、②2015年拝坂区裏山階段づくり、③シイタケ菌植菌
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▲▲▲

　＃07 SATOYAMA＋

SATOYAMA体験から

SATOYAMA+は、里山の再生・保全を手始めに、里山での体験を、甲賀忍者の里である甲賀市全体に広

げて、子どもと高齢者といっしょに暮らすまちづくりを目指して、ひとりひとりができることを行ってい

ます。

出典：Facebook SATOYAMＡ＋



▲▲▲

　05 「やま」の自然　

020　おおはら・やま・ひと

周辺のさと「やま」を歩くだけでもこれだけの植物・動物に会うことができます。

春　3~5月　春はピンク、紫、黄色、白などの色とりどりの花が咲きます。

夏　6~8月　夏は白い花が多いです。
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出典：ふるさと再発見おおはら/大原自治振興会

秋　9~11月　秋に花とともにいろいろな実がなります。

冬　12~2月　冬は、花木はつぼみで春を待ちます。野鳥がにぎやかです。



▲▲▲

　06 「やま」と「ひと」を元気にする　

022　おおはら・やま・ひと

2020（令和２）年度の滋賀県の3モデル地域のひとつに選定された”おおはら”「やまの健康」推進事業

では、”おおはら”の「やま」と「ひと」のつながりを見直し、「やま」の保全や活用方法の検討を行い、

実践することで、「やま」と「ひと」を元気にしていきます。

課題1：所有場所や境界がわからない「やま」

時代の変化とともに「やま」と「ひと」の関わりが薄くなり、「やま」に入る「ひと」が少なくなり、

持ち主でも所有する場所や境界がわからない「やま」が増えてきました。このため、今後「やま」の手入

れや活用をするうえで大きな課題となっています。

課題2：関心がなくなり、行かなくなった「やま」

木材や薪炭用木材の採取、落ち葉を肥料として利用するために、かつては「やま」と「ひと」の暮

らしが密接に結びついていました。生活様式などの変化に伴い「やま」への「ひと」の関心がなくな

り、「ひと」が「やま」に行かなくなっています。

課題3：手入れが行き届かない「やま」

木材価格の低迷や高齢化などにより、「やま」の手入れを行う意欲が薄れ、「やま」の手入れが進ま

ず、荒れた「やま」が多くなっています。このため、「やま」にエサが実らなくなって動物たちは仕方な

くエサを求めて農作物などを荒らすようになりました。「やま」の手入れを行うためには、切り出した木

の有効活用が課題となっています。

＜「やま」が抱える課題＞
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　「やま」と「ひと」の温もりがいつまでも感じられる“おおはら”

先人が築いてきた、「やま」と「ひと」との関わりをいま一度見つめなおすことで、「やま」の魅力や

恵みを子どもからお年寄りまでのさまざまな「ひと」が実感しています。

また、地域に訪問いただいた「ひと」びとが、「やま」を楽しむ体験を通じて、温かい気持ちになって

もらえます。

行動1：「やま」の境界を明らかにする

誰の「やま」なのかがわからなければ、整備も活用もできません。今後

の活動に向け、「やま」の持ち主の境界がわからないところを、明らかに

していく活動を継続的に進めていきます。

行動2：「やま」を見直すキッカケをつくる

全国植樹祭の開催を契機に、「やま」の自然空間や、豊かな林産物など

の地域資源を活かした「イベント」を企画・開催します。あわせて地域の

至るところに「木製品」を設置するなど、日常的に地域内外の「ひと」が

「やま」や「木製品」に触れ、「やま」を見直すキッカケをつくります。

行動4：「やま」の木が循環するしくみをつくる

地域の「ひと」が切り出した木材を地域通貨に交換するしくみを、よ

り充実したものにします。また、福祉作業所との連携による薪生産や薪

販売先の開拓などにより、地域の「ひと」が切り出した木を循環させる

しくみを強固なものにします。

行動3：「やま」で楽しみながらつながる

「やま」にある施設を活用し、子どもを中心に誰もが、「やま」に携わ

る人の知恵や技術を体験・学習できる活動を行います。そこでは、山の魅

力を一日中楽しみながら、地域内外の「ひと」が「やま」を介してつなが

りを持つ場とします。

＜将来像を実現するための行動＞

＜将来像（やまの健康宣言）＞
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