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つなげたい みどりの西山 未来の子らへ
 協働のカタチを見てみよう！西山森林整備推進協議会

　豊かな自然があふれ、季節の木々や生き物が息づく「西山」。今回、西山の森林保全活動などを行う西山森林整備
推進協議会に〝とつげき！〟し、お話を聞きました。いったいどのようなカタチで協働が行われているしょうか、
のぞいてみましょう！

□ 西山森林整備推進協議会って？
　森林所有者、地域住民、NPO、ボランティ
ア団体、企業、大学、行政などが連携して、森
林環境の保全や育成を目的に平成17年に設立
され、現在委員は約60人。昨年、協議会の取
り組みが評価されて、緑化推進運動功労者内閣
総理大臣表彰を受賞したぞい。

西山森林整備推進協議会
イメージキャラクター
めじろ先生
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■自身も山好きの少年だった―
　活動を始めたきっかけ
　幼少期から山が好きで、山でよく遊んでいました。
もともと、西山をフィールドにしてボランティア活動
をしたいなと思っていました。自治会長をやっていた
時に山の部会に入っており、退職後にその部会のメン
バーで始めたのが、里山再生市民フォーラムの活動な
んです。西山森林整備推進協議会との関わりは、平成
17年に当時の市の担当者から「西山に関わるいろいろ
な主体が一緒になって、西山を未来に引き継いでいこ
う」と声がかかり、里山再生市民フォーラムの代表と
して加入をしました。

■長続きのコツ
　 無理はしないで、〝やれることをやる〟という意識
を持つことですかね。やりたいことがあれば、知って
いる人と一緒に取り組んできました。また、活動に必

要な知識や技術は団体で講習を受けたりして、〝やれる
ことをやる〟ことを続けてきました。「あかんかったら
やめたらいい、とりあえずやってみよう」というチャ
レンジ精神で、個人のペースや生活を大切にして、ノ
ルマなく自分ができることをやってきたので、しんど
いと思ったことは特にありません。

西山の環境保全などの活動を続けています。その原動力に
ついては、「やっぱり、山が好きなんです」と南さん。
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西山森林整備推進協議会 副会長
長岡京市里山再生市民フォーラム代表
 南 紘之 さん

　里山再生市民フォーラム（平成15年設立）は、西山を中心に活動する市民ボランティア団体。会員約40人。森林整
備や間伐材の利用、市内小学校の環境教育の支援等、西山を舞台に多様な活動を行っています。
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新しい発見あったかな？森林ボランティア行事の様子



　

■西山森林整備協議会に入って
　良かったこと
　これまで交流の無かった他のグループと交流ができ
て知り合いも増え、外へ出る機会が増えたことです。
そして、視察で先進地に連れて行ってもらったり、い
ろんな団体と交流をして、新しいことを知れるという
ことですね。また、啓発イベントや環境教育などで、
私たちを頼ってもらえることは、大きなやりがいに繋
がっています。

■次世代へのバトンタッチを
　 メンバーは、イベント時に呼びかけを行ったり、西
山を歩かれている人に声をかけて入ってもらっていま
すが、高齢化してきているので、若い人に入ってきて
ほしいですね。従来とは違った発想を取り入れるため
にも、世代交代は必要だと思いますので、上手にバト
ンタッチをしていきたいと思います。

　西山での活動では、子どもたちが自由に行動する機
会をつくることができます。自然の中での楽しい経験
は心を豊かにしてくれると思います。今の子どもが大
人になった時に思い出して、その内の何人かが山や竹
藪に入って整備をやってくれれば嬉しいです。

自然にまつわる話に興味津々の子どもたち。未来の西山を守るのは君たちかもしれない…！
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自然工作コーナーは、子どもたちに大人気♪



■活動を始めたきっかけ
　 サントリーでは、西山の地下水を活用して事業を行
っています。これからも安定して地下水を活用させてい
ただくためにも、西山の健全化を図っていく必要があり
ます。そういった経緯で平成17年から、西山森林整備
推進協議会に参画させてもらい、市や地域の団体の方な
どと協議しながら西山の森林整備を進めています。
　サントリーはコーポレートメッセージとして「水と
生きる」という言葉を掲げており、工場で使用する水
よりも多くの地下水を涵

かんよう
養することを目的に「天然水

の森」活動を行っています。西山では平成24年から「天
然水の森」第1回目の協定を結ばせていただき、その後
の拡大を経て、現在193ヘクタールをお預かりし、「天

然水の森」として整備を進めています。
　市や団体と協働して西山の整備を行っていくことは
当然のことであり、活動を通して地元への貢献も果た
していきたいという思いがあります。
　

■知識・ノウハウを生かした
　協議会での役割
　森林整備に関して、私たちには全国の「天然水の森」
で培ってきた知識・ノウハウがあります。ですので整備
にあたっては地元の希望も聞きながら行っていきたい
と考えていますが、ただ単にニーズに対応するというこ
とではなく、意見を聞いた上でより良いと思える方法を
提案していくのが私たちの役割だと考えています。

「水と生きる」
サントリーホールディングス株式会社 天然水の森グループ
 岸本 直人さん

市内に製造拠点があり、西山の水を活
用する「水と生きる」サントリー。社
員による森林整備活動の様子

　サントリーホールディングス株式会社は、平成15年から始まった「天然水の森」の活動で、全国14都府県20カ
所 約9,000ha、それぞれの森の特性にあわせた水を育む森づくりを進めている。市では、京都ビール工場で使用す
る地下水の水源涵養エリアとして「天然水の森 きょうと西山」の協定を結び、多様な事業を展開している。

熱い思いを語ってくれた岸本さん。西代里山公園で
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「水と生きる」
サントリーホールディングス株式会社 天然水の森グループ
西山森林整備推進協議会委員 岸本 直人 さん



　

■協働の
　メリット・デメリット
　メリット・デメリットは？と聞かれると難しいので
すが、協働の良いところは直接自分たちの活動を協議
会メンバーに伝えることができ、それが地元全体に広
がることです。思いを伝え、評価や同意をしていただ
いているからこそ、大事な西山を「天然水の森」とし
て預けていただけているのかなと。
　逆に難しいところは色々な方の意見を聞きながら進
めないといけないので、どうしてもスピードは遅くな
ってしまいます。また、たくさんの意見を集約しよう
とすればするほど、エッジを効かせた取組がしづらく
なるという面が出てきます。例えば、植樹をするにも、
苗の種類選びなど思い通りに進められないこともあっ
たり、私たちの考えと地域の方のニーズが食い違う部
分が出てくることもあるので、そこは折り合いをつけ
ながらうまくやっていく必要がありますね。
　メリット・デメリットの両方がありますが、協議会
に参加することで色々な方の意見を聞けたり、話し合
いの機会をもらうことで、地域を深く知るきっかけに
なっています。西山周辺は創業者のゆかりの地でもあ
り、私たちサントリーにとっても特別な場所です。そ
の地域の方の意見を汲み上げることのできる機会があ
るのはすごくありがたいことですね。社会貢献や地元
貢献を考えれば、私たちのやりたいことだけをやれば
いいという訳ではないので、地元の声を聞きながら行
っていくこの協議会のやり方がいいんだろうなと実感
しています。

■西山を愛される山に
　西山のように、人の住むところから非常に近く、ア
クセスの良い山は珍しく、地域の皆さんとの交流の中
で、環境をよくしていきたいという思いは肌身に感じ
ます。だからこそこれまで以上に、西山を皆さんから
愛される山にしていきたいですね。ただ単に森林整備
を行うというのではなく、四季の移ろいが感じられる
ような山にするなど、景観にも配慮した森づくりを行
っていきたいと思っています。実際に形になるまでに
は時間がかかりますが、協議会のメンバーに共通する
西山を良くしていきたいという思いのもと、各々がで
きることを持ち寄ってこれからも一緒に活動していき
たいですね。

サントリー社員と市職員による現地調査

澄んだ水が流れる西山

美しい自然に緑息づく
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■西山森林整備推進協議会（以下 : 協議会）での
　事務局の役割は？
　協議会に参画されている各団体間の連絡調整です。
また、メンバー間で会議を行い、皆さんからいただい
た意見をもとに、より具体的な森林整備の方針やイベ
ントの計画を作成、実施しています。西山で活動する
ボランティアや企業の養成、新規で活動する団体の誘
致なども事務局の役割です。

■協議会の活動で大切にしていることは
　ありますか
　各委員さんの意見を尊重するということです。協議
会には、西山に対する熱い思いを持った委員さんがた
くさん参加してくださり、意見が分かれることもあり
ます。しかし、どの意見が正解、不正解ということは
なく、委員皆さんの意見をできるだけ汲んだかたちで、
協議会としての方向性を決定しています。
　委員の皆さんの意見を聞いていると、「自分がこうし
たい」ということよりも、西山の自然やそれに携わる
人のことを最優先に考えておられるな、と感じます。
実際に山の現場で活動されている中で、豊富な経験や
考え方をお持ちなので、「勉強させてもらっている」と
いう気持ちも忘れないようにしています。

■協議会形式をとっている中で良かったこと、
　難しいなと感じることはありますか
　良かったことは、専門的な知識や技術など、事務局
では対応しきれない部分について委員の皆さんにサポ
ートをしてもらえるということです。市で行っている
森林整備事業についても、協議会で計画を提示し、委
員の皆さんの意見を反映させた上で実施しています。
　実際に西山で活動されている方との距離が近いとい
うことも、協議会形式ならではかもしれません。事務

局で困ったことがあれば、委員さんが一緒に山の現場
に同伴し、相談に乗ってくださいますし、「イベントを
やってこんな成果があった」というような報告をいた
だけるのは嬉しいですね。西山協議会という媒体があ
ることで、多様な主体の情報共有や連携した取り組み
ができるというのも良い点かと思います。
　一方で、会議で意見を伺った上で事業が進んでいく
ので、意思決定までに時間がかかるという点が難しい
なと感じます。さまざまな考え方を持った人がいるの
で、ときには一つの方向性を定めるのに苦労すること
もあります。

■今後の協議会の展望は！　
　より多くの人が西山に親しみを持ち、訪れてもらえ
るようなきっかけを作っていきたいです。特に、山で
活動する人の高齢化が課題となっているので、これま
で西山に入ったことのない人や、若い世代の人に向け
て働きかけていくことを考えています。そのために、
協議会も山に携わる一部の人のための団体ではなく、
全長岡京市民のための団体として認識してもらえるよ
う、裾野を広げていきたいですね。

担当者からの声　西山森林整備推進協議会事務局（農林振興課）

協働のカタチ ●企業（サントリーホールディングス etc...　）

●ボランティア団体
      ( 里山再生市民フォーラム etc.) ●農林振興課・環境政策室

協働

調査計画、イベント、実施費用、資源の利活用
などの支援、広報活動、ボランティアの実施

企業・団体からの支援窓口
公共事業の導入
地権者からの実地依頼まとめ・
協定締結、広報での周知

協議会やワーキンググループへの助言
森林整備実施への協力
個人ボランティアへの指導
体験型環境教育の実施

協議会事務局メンバー（農林振興課）

●森林所有者
●専門家


