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１.研究目的―わが国の海岸林において、その代表的な松

N

古原孝一

井の口川

林は、第二次世界大戦前まで人々による防風･防潮といっ
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た保安機能維持のための管理(植林･間伐など)や日常的
な生活行為(松葉かき)によって、｢白砂青松｣に象徴され
福井県
美浜町

る風光明媚な景観を創出していた。しかし、戦後の松林
は、人々の生活様式の変化により、保安機能維持に特化
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した管理のみ行われることで、結果として放置状態とな
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り、遷移が進むほど荒廃してしまったものも少なくない。
そのため、近年ではこれまでの保安機能に加え、松林
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ヒアリング調査概要

の景観の重要性が再認識され始めることで、再び｢白砂青

調査方法
調査日

松｣の景観を創り出そうという動きはあるものの、戦後以
降にさまざまな松林に関する法規制ができたため、現在

調査対象者

は公民ともに容易に松林の景観管理ができない状況であ
る。このことから、今後は松林の景観管理が円滑に行え
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る手立てを構築していかなければ、その土地に根付いて
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直接面接形式によるヒアリング調査
2005 年 11 月７日～10 日
｢気比の松原｣の管理内容に詳しい行政担当者および有識者
①福井森林管理署※２
(業務課,流域管理調整官)
②敦賀市役所
(文化課,林務水産課,商工観光課,都市計画課)
③気比の松原を愛する会
(会長,副会長２名)
第二次世界大戦以降の｢気比の松原｣における法制度･管理内容･景
観評価についての把握

きた風景とともに、これまで積み重ねられてきた海岸地

れ目途として定めている。しかし、森林法上において落

域の文化性や歴史性までもが失われてしまいかねない。

枝採取や樹根採取、伐採などは土地の所有者や県知事の

そこで本研究では、松林の景観管理方策のあり方を導

許可がないと行えないため、文化財保護法や自然公園法

くため、戦後以降に再び｢白砂青松｣の景観を取り戻した

で定められる風致の維持の妨げとなる可能性がある。こ

福井県｢気比の松原(以下｢気比｣)｣(図－１)を対象に、松

の点について、森林法で規制されている行為(清掃･落葉

林に関わる法規制を捉え、その法の枠組みの中で行われ

採取･下刈りなど)を行うには、土地所有者である福井森

る松林の管理内容と景観評価との関連性を明らかにする。

林管理署や県知事の許可が必要であるため、敦賀市役所

２.研究方法―本研究は、｢気比｣の管理内容に詳しい行政

(松原公民館･林務水産課)が市民などに代わり、規制行為

担当者や有識者へのヒアリング調査(表－１)および資

の許可申請をして、誰もが容易に松林の風致の維持(清

料･文献

１)～13)

を対象にした調査を行った。

掃･落葉採取･下刈りなど)が行えるようになっている。

３.結果および考察―表－２ ※１ は、戦後以降の｢気比｣に

(２)｢気比｣の管理実施主体とその管理内容

関するヒアリング調査と資料･文献より把握した｢管理内

①福井森林管理署―管理主体である福井森林管理署は、

容｣｢空間状況｣｢景観評価｣を時系列で示したものである。

森林法で定められる保安機能維持を基本とし、植林など

以降は、｢気比｣に関わる法規制とその法の枠内で行われ

を主とした海岸防災林造成事業、それに加えて松林内の

ている松林の管理内容を捉え、それらと景観評価との関

下刈りなどの景観形成を行っている。また、松くい虫に

連性について述べる。

よる被害が多いため、松くい虫対策事業として薬剤の地

(１)｢気比｣に関する法規制

上散布などを行っている。これらの事業費は林野庁の予

｢気比｣には、表－２の管理形態に示すように、森林の

算から賄われ、年間 ※３ で約 2,670 万円にも上っている。

保続培養と森林生産力の増進を法の目的とする｢森林法｣、

②敦賀市役所―雑草の遷移が早いため、福井森林管理署

文化財を保存し、その活用を図るための｢文化財保護法｣、

の事業だけでは文化財保護法や自然公園法で定められる

優れた自然の風景地を保護し、その利用の増進を目的と

風致維持ができない。そこで、敦賀市役所では後述する

する｢自然公園法｣という３つの法がかけられている。こ

市民らに管理を委託し、福井森林管理署と異なる時期に

れらの役割について、森林法では｢気比｣の保安機能の維

風致施業(下刈り･枝打ち･除伐など)と松くい虫対策事業

持を、文化財保護法や自然公園法は風致の維持をそれぞ

(薬剤散布など)を行っている。これらの事業費は市の予
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表－２

第二次世界大戦以降の｢気比｣の管理内容と景観評価 ※１
松林の管理内容
管理に関する事項

1945
～
現在

管理形態(イメ―ジモデル図)

【1950】
〇戦中に開墾された松林の一部を市へ払い下げる(文献１)
【1952】
〇戦時の伐採箇所を補修するため、松を補植する(文献２)
【1959～1965 頃】
〇市民たちは燃料革命により松葉かきを行わなくなる
【1963】
〇福井森林管理署は、北陸特有の湿った重い雪によって、枝折れ、幹
折れ、根折れなどの被害が発生するため、被害木の伐採や林内に飛
散している枝葉の片付けなど、景観維持を行う
【1967～】
〇松林の荒廃と美しい松林を後世に伝えたいという思いより｢気比の
松原を愛する会｣が結成され、松林内清掃が行われる(文献３)
〇｢気比の松原を愛する会｣や敦賀市役所、福井森林管理署が総会で意
見交換を毎年行う
◎｢気比の松原を愛する会｣が松林の管理を行う場合は敦賀市役所(松
原公民館)が窓口となり各担当(知事･省庁)へ申請手続きを行い、許
可を得ている
【1984】
〇福井森林管理署は、松くい虫対策として薬剤の地上散布や被害木の
伐倒を行う(文献４)
【1985】
〇｢気比の松原を愛する会｣が松林内の巡視活動を始める(文献３)
〇敦賀市長が松林の管理に対して林野庁に陳情する
【1986】
○福井森林管理署は敦賀市役所から、特に景観と都市公園の重視した
管理の要請を受け、内陸側の下層広葉樹の伐採･雑草の刈払･つる切
を行い、防災林としての機能を保持とともに、景観の維持に努める
【1987】
○敦賀市役所は市の事業で松林内の雑木、雑草を刈り払いなどといっ
た風致施業を実行する
◎敦賀市役所(林務水産課)が｢気比の松原｣の管理を行う場合は、行政
間で申請手続きを行い、許可を得ている
〇５大松原の市町で構成される松原友好市町交流会議(松原サミット)
が発足し、意見交換が行われるようになる
【1988】
〇林相の変化、茎幹の破傷を防ぐためキャンプ活動を禁止にする
(文献５)
〇敦賀市役所は、市の財政で森林組合に委託し、技術的管理を行う
【1991】
〇敦賀市役所は、市の財政でシルバー人材センターに委託し、軽易な
管理を行う
【1997】
〇松くい虫対策として、県と市町村が防風林や景観上重要な松林を重
点的に薬剤の散布や樹木への薬剤注入、伐倒駆除に取り組む
【1999】
〇10 市町１団体で構成される松原友好市町交流会議(松原サミット)
が敦賀市で行われる
【1999～】
〇福井森林管理署と国土交通省が｢松原地域戦略プラン｣という海岸防
災林造成事業を開始、木材チップ道･防護柵･東屋等の設置、養浜工
を実施し松林と海岸を一体的に整備

【凡例】〇:松林の管理内容 ◎:松林に関わる法制度

:管理主体

でも、年間

松林の景観評価

その他
【1945】
･第二次世界大戦終戦
【1950】
･文化財保護法の制定

【戦後以降】
･松林は徐々に荒廃し始める
･雑草が繁茂し始めることで松林内(中央
道路)から海が見えなくなる

法規制
農林水産省

文部科学省

環境省

［森林法］
･皆伐禁止
･開墾禁止
･落枝採取制限
･伐木制限

［文化財保護法］
･現状変更の禁止
(風致の維持)

［自然公園法］
･風致の維持
･伐木制限

許可申請

写真－１ 1977 年の松林(文献６)

〔奉仕団体〕
〔公民館〕
･清掃
･奉仕団体の
･植林
事務
･巡視
･場所の提供
〔森林組合〕
〔文化課〕
･許可申請
要請 ･枝打ち
〔都市計画課〕
（有償）･除伐
シルバー人材
･公園の管理
センター
〔林務水産課〕
･公共施設
･下刈り
清掃
･枝打ち
･除伐
協議･申請

協議･申請

松林

【1986】
･白砂青松の景勝地(文献９)

【1988】
･松林内の林相の変化(文献５)
【1989 頃】
･雑草の伐採により松林内から海が見通
せられるようになる
【2003】
･マツの大半は大木であり、胸径 40～
80cm、高さ 20 数 m、200 年近くの老松が
多い
･何割かは屈曲したり、梢を折られたりし
ているが、強風地帯の海岸林とくらべる
とはるかに通直である(文献７)

写真－２ 現在の松林
:実施主体が官

【1956】
･赤松の老幹大技の千態万様の姿で白砂
に林立し、黒松がまたその間々と散在
し、松風が千古の歴史を語り、緑の色
は海波に映じ、清新の気と雄大閑雅の
風景である(文献１)
【1957】
【1957】
･松林の続くかぎりの秋の晴(文献８)
･自然公園法の制定
【1962】
･｢若狭湾国定公園｣とし
て指定(文献 10)
【1974】
･｢敦賀市 都市計画公園｣
として指定
【1978】
･｢保健保安林｣として指
定(文献 10)

市民

市

福井森林
管理署
･雪害木処理
･防除
･植林
･下刈り

【1988】
･碧海に沿って延び広がる白砂青松はま
さに景勝地にふさわしい(文献 10)
【1989】
【1991】
･平成元年
･白砂青松の海岸景勝地(文献 11)
【2001】
･松林越しの風致が素晴らしい(文献 12)
【2003】
･松はまるで｢白砂青松｣の条件をなぞっ
ているかのように、整然と並ぶことな
く、あちこちの白くかがやく砂地の中
から、湧きだしたように太い幹を突き
出している(文献６)
･二百年近くの老松も多く、見ごたえの
ある大木群が天空に向かって屹立して
いる(文献６)
【2004】
･白砂青松の景勝地(文献 13)

:実施主体が市民 【注】表中の記述において文献なき事項はヒアリングによるものである。(文献)は引用･参考文献と一致する。

算より賄われ、福井森林管理署の管理費には届かないま
※３

松林の空間状況

で約 770 万円を費やしている。

の刈り取りを行おうとするが、約 30 名という少人数では
その規模から実施が困難であった(写真－１)。そこで、

③市民―市民で構成される｢気比の松原を愛する会(現

少人数でも容易に実施できる松林内の清掃活動や巡視か

在:130 名)｣は 1967 年の発足以来、現在まで主に松林内

ら始めようとするが、ここで問題となったのは前項で述

の美化活動として清掃(年４回)や巡視活動をボランティ

べた森林法の規制であったため、前述した対応(市による

※３

の活動経費については、会員の

市民の許可申請の代行)がとられることになる。このよう

年会費(一人あたり千円)や敦賀市役所と地元の浜茶屋か

な市民活動に触発されて、景観に対する意識が高まり始

らの活動支援金(６万円)の計 19 万円である。また、敦賀

めた敦賀市役所は、林野庁に｢気比｣の管理に対して｢特に

市役所からの委託により、市民で構成される森林組合が

景観や都市公園の機能を重視すること｣を陳情する。これ

技術的管理(下刈り･枝打ち･除伐など)を行い、(社)シル

により、1986 年から林野庁の出先機関である福井森林管

バー人材センターが公共施設の清掃を行っている。

理署は、下層広葉樹の伐採や雑草などの下刈りを行うよ

(３)｢気比｣の管理内容と景観評価との関連性

うになる。その翌年からは敦賀市役所も、防除や下刈り

アで行っている。年間

戦後直後の｢気比｣では、森林法に定められる保安機能

といった管理を福井森林管理署と分担して行うようにな

維持の管理を福井森林管理署が行い、生活燃料採取とし

り、ようやく松林内から海が見通せるほどの空間(写真－

て市民が松葉かきを行うことで、白砂の林床に老松が点

２)を取り戻し、1988 年以降では表－２の景観評価に示

在する空間が形成され、1956 年にはその風景が雄大閑雅

すように｢松林越しの風致が素晴らしい｣(2001 年)や｢白

であると評価される。

砂青松の景勝地｣(2004 年)といった評価が再び文献に多

しかし、1959 年～1965 年頃にかけてガスや石油の普
及により、市民の生活燃料採取が行われなくなる。これ
により｢気比｣は徐々に腐葉土化し、松林内から海が見渡
せないほど雑木や雑草が生い茂ることで、1957 年以降は
｢気比｣の景観評価の記述が文献等から消失する。
この荒廃をきっかけに、市民は 1967 年に｢気比の松原
を愛する会(当時:約 30 名)｣を結成し、｢気比｣の管理主体
である福井森林管理署や敦賀市役所(松原公民館)と風致
の維持について協議を行うようになる。この協議が発端
となり、｢気比の松原を愛する会｣は松林内の雑木や雑草

く記されるようになった。
【補注】
※１.ヒアリング調査結果および参考文献･資料をもとに作成。
※２.1999 年まで｢敦賀営林署｣であったが、本研究では現在の名称である｢福井森林管理署｣で統
一する。
※３.2004 年度を参考としている。
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