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摘　　要
　山岳地では，登山道や施設の崩壊や老朽化に対して，山岳会や登山者の協力が不可
欠となっている。各地で様々な取組が行われているが，その促進には，登山者の意識
を踏まえた対策が必要である。本研究では，札幌市近郊の三角山，大雪山国立公園に
おいて行った意識調査から，ボランティア活動に対する認知度，今後の参加意欲につ
いて探った。両者において，現状の認知度は低いものの，登山者の参加意欲は高く，
登山のついでに可能な作業や運搬が望まれていた。登山者の場所への愛着と参加意欲
に関連があることも明らかとなった。さらに，北米のアディロンダック山岳会を事例
として，一般の登山者の協力を得やすい仕組み作りについて考察した。登山者の経験
やスキルの違いに対応したプログラム作り，管理者とボランティアの協働をコーディ
ネートする組織が必要だと考えられた。
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1．はじめに

1.1　登山道の維持管理の難しさ
　登山道は山岳地域におけるレクリエーション活動
に不可欠な存在である。しかし，登山道を利用でき
る状態に維持するためには，枝葉や草の刈り払い，
ぬかるみや段差の処理，標識や木道，休憩施設の設
置・修復など，定期的な手入れが欠かせない。ま
た，土壌の脆弱な地域では風雨による土壌の侵食が
起こりやすく，排水の確保や土留めなどの対策が必
要となる。さらに，登山者の踏圧によって土壌侵食
が拡大したり，植生が損傷したりするほか，ゴミの
放置や植物の盗掘などもみられ，パトロール活動や
清掃活動，マナーの啓発が必要である。
　それらの作業の場所は，基本的には居住地から離
れ，アクセスも不便で，到達するにも時間がかか
り，天候の変化の影響を受けやすい。到達するに
も，作業するにも，時間や体力を要する。実際に作
業の実施が可能な時期も，積雪地や高山帯では夏の
数ヶ月に限られてしまう。そのため，整備にかかる
コストも平地とは大きく異なり，土木的な技術に加
えて，登山や高山の環境に関する知識や技能が必要
となる。そのため，登山道整備を専門とする事業者
はほとんどおらず，地域の関係者や市民のボランテ

ィアに頼っている場合が多い。
　例えばアメリカを代表する長距離自然歩道である
アパラチアン・トレイルでは，年間延べ 6,800 人の
ボランティアが歩道の整備に参加し，その活動時間
は延べ 270,000 時間に上っている（Appalachian Trail 
Conservancy, 2015）。もし仮にボランティアがおら
ず，管理者が土木作業員に登山技術を研修させ，業
務を委託するとなると，莫大な費用と時間を要する
ことになるであろうし，現在の人手不足の状況か
ら，雇用はかなり難しいだろう。実際にいくつかの
山岳地では，登山道整備や関連施設の補修などの事
業の入札において，適当な業者が見つからなかった
り，契約額が折り合わ無かったりして，先送りにな
るケースも発生している。
1.2　ボランティアによる登山道の維持管理
　我が国の国立公園において，登山道の管理は，環
境省の地方環境事務所や地域の自治体などの行政機
関，山小屋などの民間事業者のほか，環境省が募集
するパークボランティアや自然公園指導員，山岳
会，市民団体，登山者などのボランティアによって
行われてきた。我が国の国立公園は，土地所有にか
かわらずに指定し，地種毎の開発行為を規制する地
域制をとっている。さらに，国有地であってもその
ほとんどが国有林であるため，国立公園の管理運営
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には，土地所有者や利害関係者との調整が不可欠で
ある。近年では，協働型の管理運営として，市民団
体や地域住民，公園利用者の参加が期待されている

（環境省，2007）。例えば北海道を例にすると，民間
の山小屋がほとんどないため，登山道や避難小屋は
行政が設置や管理をし，地元の山岳会やパークボラ
ンティアらが整備やメンテナンスを担っている。し
かし，北海道の山岳会を対象にした調査では，活動
への参加者不足やメンバーの高齢化が問題視されて
いることが明らかとなっている（中根ほか，2002）。
大雪山国立公園のパークボランティアも，メンバー
の高齢化による活動の限界や新規会員の募集が課題
となっている（大雪山国立公園パークボランティア
連絡会，2016）。このような状況で，山岳地の自然
環境を守り，登山の体験を維持することの持続性が
問われている。
　その一方で，市民や登山者の協力を得ながら，山
岳地の管理を行なっている事例もみられる。アメリ
カにおいては，先に紹介したアパラチア・トレイル
やニューヨーク州のアディロンダック山などで，地
域の山岳団体がボランティアを募りながら登山道の
維持管理活動を行っている（United States National 
Park Service, 2008）。我が国においても，長野県と
新潟県にまたがる信越トレイルなどで，地域外から
のボランティアも参加する整備が行われている（猪
俣ほか，2017）。これらのボランティア活動に参加
する市民は，どのような動機をもち活動に取り組ん
でいるのか。協力者を増やし，活動を促進するため
には，現在の活動者と今後の参加が期待される一般
の登山者の意識を知り，活動しやすい，取り組みや
すい工夫を試みる必要がある。
1.3　ボランティアの活動意欲
　ボランティア活動の動機については，さまざまな
既往研究がある。河川の水質調査や植生保全に関わ
るボランティアの調査では，自然環境への貢献，学
習，適切な運営，人との交流，心の落ち着きが動機
となっており，特に適切な運営と人との交流が熱心
さ に 影 響 し て い る と 言 わ れ て い る（Ryan et al., 
2001）。都市部の園芸ボランティアは，健康・生き
がいづくり，地域貢献，交流，園芸活動を動機にし
ている（御手洗ほか，2014）。森林ボランティアは，
社会貢献と自己実現に関わる社会的な活用，良好な
空間形成，環境への貢献，交流と健康，知識の向
上，経済性の付与が動機となっている（奥・田原，
2012）。
　野外での活動するボランティアの意識において，
活動する場所や組織への愛着が重要だと考えられて
いる。場所への愛着は，人と場所とのつながりを指
す概念で，特定の環境に対しての好意と依存感であ
る。その場所において，帰属感をもつ，場所を自分
自 身 の 一 部 と し て 取 り 入 れ る と 定 義 さ れ る

（Shumaker and Taylor, 1983）。場所に誇りをもつ

と，敵対する他者の侵入に敏感になり，防御的にな
る。その場所を離れ，失うことは，不安や苦痛をも
たらす場合もある。この愛着が，環境を保護する態
度や地域活動を促進し（羽生，2008），愛着が高い人
ほど，地域への協力活動に参加意欲が強いことが示
されている（鈴木・藤井，2008）。愛着と都市公園再
整備計画の計画認知，参加意欲に関する研究では，
公園に愛着を抱く集団は愛着が低い集団と比べ，市
民参加の認知度，公園作りへの参加意欲も高いこと
が示されている（山田・愛甲，2011）。愛着は，登山
者の行動（Kyle et al., 2004）や国立公園利用者の環境
配慮行動（Ramikssoon et al., 2012）との関連も指摘
されている。ボランティア活動への参加を通して，
ボランティアの活動場所に対する愛着が一層強くな
ることも明らかになっている（Ryan, 2005）。また，
場所への愛着が，人との交流に関する動機の影響を
受 け る こ と も 明 ら か に な っ て い る（Ryan et al., 
2001）。野外レクリエーション団体について，新た
な会員を募集したり，ボランティア作業を企画する
上で会員の動機の把握が有用だと考えられている

（Lu and Schuett, 2014）。しかし，登山道の維持管理
に関わるボランティアの意識についての研究は少な
く，アパラチアン・トレイル協議会の会員の参加意
識 に 関 す る 研 究 が 見 受 け ら れ る 程 度 で あ る

（Martinez and McMullin, 2004）。さらに，現在は参
加していない一般の登山者の参加意欲について，参
加者との比較をしている例はない。
　本研究では，都市近郊の低山の維持管理に関する
登山者の参加経験や意欲，山岳性の国立公園におけ
るボランティア活動への参加者と一般登山者の意識
の比較を紹介する。その上で，国内外の先進事例も
参考にしながら，市民協働による山岳地の持続可能
な管理運営のあり方について考察する。

2．身近な山における市民参加意識

2.1　都市近郊の山岳地管理
　都市近郊に位置する森林は，遠隔地の森林に比べ
て，人のアクセスも接触も容易なために，都市住民
にとって特に重要な自然鑑賞や休養の場所となって
いる（Lee et al., 2002）。近年，都市周辺の森林の減
少し，住民は森林や自然の関心が高まり，都市の周
辺の環境を維持する為に，市民自ら都市林を守る活
動が活発化した（佐藤ほか，1997）。各自治体にとっ
て，都市近郊林を維持，管理するのは過大な負担と
なるため，市民と協働での参加が望まれている。大
学演習林において市民開放の管理が行われ，市民に
よる整備活動の参加で演習林のゴミの量が減少し，
動植物種類増加，植物の成長がみられるといった事
例も報告されている（比屋根ほか，2001）。
　札幌市の市街地周辺には，自然度の高い森林丘陵
地の登山道が自然歩道として設定され，市民の日帰
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り登山や自然観察，健康づくりなどに利用されてい
る。現在，全 8 ヵ所，総延長は 73.9 km である。本
研究ではその中から，都心部からも近い円山と三角
山を対象にした。
　円山は，札幌市の中央区に位置し，標高 226 m，
落葉広葉樹林の天然林で，樹齢数百年に及ぶカツラ
等が生育し，キビタキ，エゾアカゲラ，シジュウカ
ラ等の鳥類，エゾリス，エゾユキウサギなどが生息
している（札幌市教育委員会，1980）。1873 年に

「官林」と定められ，禁伐林も指定された。一時，
南面に採石場が設置されたが，風致を損なうと中止
された。現在の登山道は，1914 年に開削され，
1915 年には北海道庁により原生天然保護林に指定
された。1919 年に天然記念物制度がつくられ，
1921 年に「円山原始林」として天然記念物に指定
された（札幌市教育委員会，1980）。現在，円山に
は，総延長 2.7 km の自然歩道が設置されている。
土地所有は，国有林と市有林であり，林野庁石狩森
林管理署と札幌市みどりの推進部が管理している。
天然記念物指定区域は，43.91 ha で，札幌市教育委
員会の管理である。
　三角山は，札幌市の中央区と西区に位置し，標高
は 311.12 m で，一等三角点に選定されている。登
山道の途中には，ベンチや四阿などの休憩ポイント
も設けられている。市民団体や周辺住民によるボラ
ンティア活動が行われている。鳥類はヒヨドリ，シ
ジュウカラ，ハシブトカラ等の留鳥が中心で，エゾ
リス，キタキツネなどの動物が生息している。三角
山は良質の石材に恵まれていたため，幕末の頃から
続く採石の歴史を持ち，1937 年には第 5 回冬季オ
リンピックのスキー回転競技場として採伐されたが
中止された。1939 年には風致地区に指定されたが，
1957 年に採石事業が許可され，1965 年に住民の反
対運動より採石事業が中止された（柴田，2002）。
1969 年に，札幌市の緑地保全および公園計画の対
象地となり，札幌市有林となった（石島，2002）。三
角山から盤渓への自然歩道は，1979 年 10 月に完成
し，1993 年 3 月には一般市民が山名板を設置した。
　2012 年秋から 1 年間にわたって行われた利用実
態調査では，円山と三角山の双方とも，春と秋，特
に 6 月の利用が最も多く，秋はやや落ち込み，冬は
少ないが月 2,000 人の一定の利用があることがわか
った。赤外線カウンターの計測から，円山の年間登
山者数は 84,554 人，1 日平均の登山者数は 232 人，
最大の登山者数は 1,190 人，最小の登山者人数は 19
人と推定された。三角山の年間登山者数は 76,349
人，1 日平均の登山者数は 209 人，最大の登山者数
は 816 人，最小の登山者数は 9 人と推定された。
　三角山は，市民と協働での管理が行われてきた。
市民の要望もあり，三角山の保全活用の維持管理施
策の方向性を策定するため，札幌市は 2003 年に公
募市民によるワークショップ「三角山円卓会議」を

開催した。円卓会議では「自然の遷移にまかせるこ
とを基本とし，災害防止や事故防止等の最小限にと
どめる」ことを基本的な姿勢とし，三角山に関する
情報をまとめる，自然環境の維持を考えながら山頂
からの眺望を改善する，登山道で特に急な場所につ
いて，危険がないように修繕する，草刈りやツル切
りは，特に要請のある場所について実施する，犬を
連れた利用は，原則禁止とする，という維持管理の
方針を定めた。この三角山円卓会議で作成された方
針に沿った維持管理に関する意見提供，維持管理の
実施を協働するために，三角山に詳しい市民，利用
団体，近隣住民，維持管理経験を持つ市民，登山
者，市役所職員およびオブザーバーによる協議会が
組織されたが，主要メンバーが高齢化したこともあ
り，現在協議会の役割は，近隣の市民による組織

「三角山ボランティア」に移っている。三角山ボラ
ンティアは，整備登山，登山者との外来植物の駆除
などの維持管理活動，写真展，スタンプラリー，ふ
みの日に山頂にポスト設置といった登山イベントも
行っている。
2.2　意識調査
　2012 年 10 月から 2013 年 8 月に，円山及び三角
山で登山者の意識調査を実施した。各登山口の下山
者に調査趣旨の説明を行い，同意を得たうえで，登
山者グループ単位に調査用紙を配布し，回答後の郵
送を依頼した。有効回答数は 821 部，有効回答率は
60.3％ であった。
　調査票は，回答者の利用形態，場所への愛着，札
幌市内の他の自然歩道・市民の森の利用，管理とボ
ランティア活動に関する意識，回答者の個人属性で
構成した。利用した場所への愛着は，好意「ここ
は，私にとって大切だ」「私にとって特別な場所で
ある」の 2 項目，依存は「他の場所よりも，リラッ
クスできる」「他の場所よりも，満足できる」，活動
への好意は「散策・登山活動等の活動が大切」，活
動への依存は「散策・登山等の活動は他の場所でも
よい」について，「とてもそう思う」「どちらかとい
えばそう思う」「どちらとも言えない」「どちらかと
いえばそう思わない」「全くそう思わない」の 5 段
階評価を求めた。現在の自然歩道で感じた問題点
は，「小動物や野鳥の餌付け」「ペットの連れ込み」

「歩道の侵食・ぬかるみ」「標識・解説板の不備」な
どの 22 項目から複数選択で回答を求めた。また，
自然歩道の管理に市民が参加していることの認識に
ついて「知らなかった」「知っていたが，参加した
ことはない」「参加したことがある」の 3 項目から
択一方式で，活動の参加意欲について「参加したく
ない」「話し合いだけなら参加したい」「作業だけな
ら参加したい」「話し合いも作業も参加したい」の
4 項目から択一方式で回答を求めた。
　回答者の約 60％ は男性で，50％ 以上が 60 代以
上であった。90％ 以上は札幌市内に居住し，西区，
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中央区が多かった。同行人数は一人（同行者なし）が
多く，次に家族，交通手段は円山では徒歩，地下
鉄，三角山では自動車，徒歩が多く，到達時間は
30 分未満が最も多かった。
2.3　都市近郊の登山者の意識
　札幌市の円山と三角山の登山者は，自然とのふれ
あい，健康のため，風景を楽しむを目的として多く
あげていた。場所への愛着について，大切さと，特
別さ，リラックスさ，満足，活動の大切さについ

て，「とてもそう思う」「そう思う」と回答した回答
者が多かった。
　問題と感じ，不満に思っていることについて，ゴ
ミのポイ捨て，ペットの連れ込み，小動物への餌付
けが多くあげられた（図 1）。カイ二乗検定により円
山と三角山を比較すると，小動物や野鳥の餌付け，
ペットの連れ込み，ゴミのポイ捨て・放置，外来種
の侵入などの課題が，円山でより多く指摘された。
　市民による管理活動の参加については，円山では
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図 1　札幌市の自然歩道登山者の認識する課題．



「知らなかった」が多く，三角山では，「知っていた
が，参加したことない」という回答が多かった 

（図 2）。三角山で，「参加したことがある」という
回答がやや多かった。三角山での今後の参加意欲に
ついては，季節ごとに回答の違いがみられた（図
3）。リピーターの多い冬において，「参加したくな
い」との回答が少なく，他の時期でも約 7 割の回答
者は何らかの形で協力をしたいと考えていた。
　次に，場所への愛着の各項目と，ボランティア活
動の認識，参加意欲との関連を分析した。「ここは，
私にとって大切だ」「私にとって特別な場所である」

「他の場所よりも，リラックスできる」において愛
着を強く感じている回答者ほど，ボランティア活動
が行われていることを知っていたり，実際に参加し
たことがある回答者が多く，ボランティア活動への
参加意欲も高かった（図 4）。
　三角山では，継続的にボランティアによりロープ
張りや雑草の除去，冬期の階段づくり，利用促進の
キャンペーンが行われている。メンバーが高齢化し
ていることもあり，より多くの市民の参画を求める
必要があるが，一定の登山者が参加の意向を示し
た。今後は，そういった登山者とボランティアグル
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図 2　札幌市の自然歩道登山者のボランティア活動の認識．

図 4　 場所への愛着（ここは，私にとって大切だ）とボランティア活動への参加意欲．

図 3　三角山の登山者のボランティア活動への参加意欲．



ープとの橋渡しや，参加しやすいプログラムの開発
などが必要と考えられる。

3．山岳地の維持管理における協働

3.1　大雪山国立公園と登山道の管理
　大雪山国立公園は，北海道の中央部に位置し，22
万 ha の面積を有する日本国内で最大の国立公園で
ある。公園区域は 1 市 9 町にまたがるが，そのうち
大部分を国有林が占め，99.1％ が公有地である。そ
のため，公園内に定住する住民は少ない。大雪山国
立公園は大雪火山群や十勝岳連峰などを含み，火山
活動に起因する地形と，寒冷地の地形・地質現象が
特徴である。地質は火山性堆積物を主体とするため
侵食されやすい。大雪山国立公園内には，約 300 
km の登山道が存在する。登山者の歩行や雨水のほ
か，融雪水や凍結融解など寒冷地特有の原因も重な
り，登山道の侵食，崩壊，泥濘化や登山道の拡大，
複線化が問題となっている（愛甲，2014）。
　2012 年からは関係機関や事業者，山岳団体，研
究者等を含む山岳関係者による情報交換会が毎年開
催されている。情報交換会は登山シーズン前後の年
2 回行われている。シーズン前の情報交換会では各
団体の活動計画の報告，シーズン後の情報交換会で
は各団体の活動の実施報告がある。さらに，公園の
管理に関する議題について，議論する時間も設けら
れている。
　主な活動団体としては，パークボランティアや地
元の山岳会がある。大雪山国立公園パークボランテ
ィア連絡会は，1989 年に当時の環境庁が主導して
発足したボランティア組織である。2016 年 8 月に
おける会員数は 94 名である。活動は，表大雪，十
勝連峰，東大雪の各地域で，パトロールや清掃，登
山道整備，登山者への啓発・指導，外来種の防除，
研修会など多岐にわたっている。登山道整備は 6 月
から 9 月にかけて行われ，2016 年には 6 回実施さ
れた。パークボランティアの会員に対する活動の支
援として，清掃用具や自然解説用具など備品の提供
のほか，活動時におけるロープウェイ，避難小屋や
野営場の無料利用，各登山口付近で指定された温泉
施設での無料入浴がある。近年では，会員の高齢化
などによる行事への参加者の減少，会員間の体力差
の拡大などが課題となっており，2016 年 2 月に行
われた研修会では，活動内容や新規会員募集方法に
ついて会員による議論が行われた。
　地元の山岳会は数団体あるが，例として富良野山
岳会を紹介する。富良野山岳会は 1927 年に地元の
山スキー愛好家らによって設立された，北海道内で
最初の山岳会である。会員は 41 名（2016 年 7 月現
在）で，富良野市周辺に住む会員が多いが，中には
旭川や札幌に居住する会員もいる。山行やクライミ
ング研修などの活動のほか，登山道整備，清掃，市

民登山会や学校登山会の引率・案内，山小屋の管
理，山岳パトロール，スノーモビルの監視などの管
理活動も行っている。登山道整備は主に富良野市内
の山域において行なっているが，この中には，富良
野岳や原始が原など大雪山国立公園の公園区域内の
山域と，富良野西岳，北の峰，芦別岳など，大雪山
外の山域も含まれる。富良野山岳会の運営の特徴と
して，山岳会が富良野市や環境省から登山道の維持
管理業務を委託しており，作業に参加した会員に対
して日当が支払われている。
　また，近年では，一般参加者募集型の登山道整備
が行われている。例えば，2015 年 7 月には，黒岳
において上部の登山道整備に使う資材（土嚢袋や鉄
杭，木材）を，希望する一般登山者に山頂または山
頂近くの黒岳石室まで担ぎ上げてもらう取組が試行
された。約 20 日間で，土嚢 340 袋，鉄杭 300 本，
板 90 枚が運搬された。さらに，環境省や北海道上
川総合振興局の主催で，登山道整備を組み込んだ登
山会や，研修会が開催されている。旭岳・裾合平周
辺での登山会では，登山道整備に関わる山岳ガイド
の案内により，老朽化した木道の架け替えや，段差
の補修，侵食が進む登山道の法面保護などの作業を
行い，山麓にある東川町の研修施設で作業の振り返
り，登山道整備についてのレクチャー，そして参加
者同士で交流をはかるセミナーなども開催されてい
る。このような整備の際には，関連する企業・団体
の支援もあり，一般参加者のロープウェイ運賃や温
泉入浴料の割引などの支援があった。
3.2　 大雪山における一般登山者と荷揚げ参加者の

意識調査
　登山道管理に一般登山者の協力を得ることの基礎
資料として，2015 年夏の登山者に意識調査を行い，
協働型登山道管理の認知度，今後の参加意欲などを
質問した。協働型登山道管理として行われているボ
ランティアや一般登山者を募集した登山道整備の認
知度として，「参加したことがある」「知っていた
が，参加したことはない」「知らなかった」を質問
した。参加意欲については，「半日，一日かけての
保守や清掃の作業」「登山のついでに出来る補修や
清掃」「登山のついでに出来る運搬」「活動や資材な
どの資金援助」「ブログや SNS などによる広報の支
援」について，「全く参加したくない」から「ぜひ
参加したい」までの 5 段階評価とした。
　7 月末から 9 月末にかけて，黒岳（山頂，石室，
五合目），姿見駅，赤岳で，下山してくる登山者に
805 通を配布し，10 月末までに 442 通を郵送で回収
し，有効回答数は 437 通であった（有効回答率 54.3
％）。
　また，上川中部森林管理署大函森林官事務所の協
力を得て，上述の黒岳での 7 月の荷揚げに参加した
登山者 42 名にも同様の意識調査を依頼して，回答
を得た。
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3.3　一般登山者の認知度と参加意欲
　一般登山者は，半数が十年以上の登山経験を持っ
ていたが，大雪山での登山経験は「はじめて」とい
う回答者が 40％，「大雪山に十年以上登山してい
る」という回答者が 20％ であった。協働型登山道
管理には，登山道整備に参加した経験をもつ回答者
はわずか 2％ に過ぎず，「知っていたが参加したこ
とはない」，「知らなかった」がそれぞれ半数ずつと

なった（図 5）。
　参加意欲については，登山のついでに出来る補修
や清掃と，運搬などに参加したいとする回答が多
く，半日，一日かかる作業や広報の支援などは意欲
が低かった（図 6）。登山のついでに出来るというこ
とが，一般登山者にとっては参加しやすいという印
象をもったと考えられた。
3.4　荷揚げ参加者の意識
　黒岳における荷揚げに参加した登山者は，登山経
験及び大雪山の経験に，一般登山者との違いはみら
れなかった。また，協働型登山道管理の認識にも一
般登山者と違いはみられず，これまでの参加経験や
認知度が特に高いということはなかった。荷揚げに
参加した理由については，「大雪山の自然を守りた
い」，「管理者の役に立ちたい」が多かった（図 7）。
　荷揚げ参加者の今後の参加意欲については，80％
以上の回答者が「登山のついでの運搬に参加した
い」，半数が「登山のついでの補修や清掃に参加し
たい」と回答した（図 8）。半日，一日かけての補修
や清掃，その他の方法については参加意欲が低かっ
たが，「次は参加したいと思わない」と回答した回
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図 5　一般登山者の協働型登山道管理の認知度．（n＝432）

図 6　一般登山者の協働型登山道管理への参加意欲．（n＝437）

図 7　荷揚げに参加した理由．（n＝42） 図 8　荷揚げ参加者の今後の参加意欲．（n＝42）



答者はいなかった。

4．山岳性自然保護地域の協働型管理に向けて

4.1　 都市近郊と国立公園の登山者の意識からみた
協働のあり方

　四季を通じて市民が日常的に訪れる都市近郊の山
と，長期の休みや週末に訪れる遠隔地の国立公園に
おける登山者について，市民参加による登山道整備
への意識を明らかにした。札幌市の円山・三角山の
登山者は，半数がボランティア活動について知ら
ず，参加した経験者も 1 割に満たなかった。しか
し，「機会があれば参加したい」という回答者が約
7 割程度いた。その参加意欲は，場所への愛着との
関連がみられ，円山・三角山を自分にとって大切
で，特別な場所だと認識している回答者ほど，参加
意欲が高いことが明らかとなった。これは，都市の
緑地のボランティアにも共通してみられる傾向であ
り，利用頻度も多く，愛着の高い潜在的なボランテ
ィア参加者がいることが明らかとなった。これらの
登山者に，現状のボランティア活動の情報を伝え，
参加しやすい環境づくりをすることが必要だと考え
られる。
　また，大雪山国立公園の一般登山者と荷揚げの参
加者の意識を比較した。現状での協働型登山道管理
について，半数の回答者は知らなかったが，登山の
ついでに出来る補修，清掃，運搬への参加意欲は高
かった。実際に荷揚げに参加した登山者は，大雪山
の自然を守りたい，管理者の役に立ちたいという意
向をもち，今後の参加意欲も高かった。一般登山者
と荷揚げの参加者の登山経験などの属性には差異が
みられず，特定の登山者が荷揚げに参加したわけで
はなかった。そのため，登山のついでにできるよう
な取り組みやすい内容の工夫，参加しやすい工夫な
どが必要だと考えられた。
4.2　アディロンダック山岳会の取組
　一般の登山者でも登山道整備に参加しやすく，活
動を継続してもらうための工夫が，北米の山岳地で
みられる。その一例として，アディロンダック山岳
会を紹介する。アディロンダック公園は，アメリカ
合衆国ニューヨーク州の北部に位置する州立公園で
ある。面積は 23,558 km2 であり，アメリカ本土最
大 の 自 然 公 園 で あ る（Adirondack Park Agency, 
2014）。公園区域は 109 の町村にまたがり，公園内
には 13 万 2 千人が定住している。ニューヨークや
ボストンなどの大都市圏から比較的近く，保養地と
して有名である。夏の利用シーズンには約 900 万人
が訪問する。
　アディロンダック公園内には，約 4,100 km の登
山道がある。アディロンダック山岳会は，1922 年
に設立された非営利組織である。アディロンダック
公園を拠点にニューヨーク州内全域に地域支部を持

ち，会員数は 16,000 世帯に上る。州政府より公園
内の州有地の登山道整備業務を受託している。山岳
会の業務は登山道整備のほか，環境保護活動，宿泊
施設の運営，環境教育，植生保護，登山者の指導な
どである。
　登山道整備作業は様々な形態で，組織的に行われ
ている。技術や体力の必要な作業は，季節雇用の登
山道整備スタッフ 15 名が行なっている。多くは大
学生で夏休み期間中を利用して活動しており，ボラ
ンティアを率いる役割のスタッフも，季間雇用の学
生が担っている。
　登山道整備は，春から秋まで様々な形態で開催さ
れている。登山シーズンの前後には，会員だけでな
く一般の登山者も参加可能な登山道の点検や排水溝
の清掃などが行われ，100 名程度の参加がある。高
校生を対象にした有料（参加費約 300 ドル）のプログ
ラムは，5 日間にわたって避難小屋で寝泊まりしな
がら登山道整備をする。大人を対象に週末を利用し
た無料の登山道整備作業や，数日間にわたってロッ
ジに泊まり，登山道の整備作業をする有料（参加費
約 300 ドル）のツアーがある。これらのプログラム
で実施する作業内容は，山岳会の正規職員が，州政
府と調整を行いながら決めている。その際には，作
業の難易度や楽しさなどを考慮しながら，それぞれ
のプログラムにふさわしい作業を振り分けている。
　また，ニューヨーク州環境保護局が，アディロン
ダック山岳会を募集窓口としている登山道のアドプ
ト制度（里親制度）がある。約 90 名が 150 区間につ
いて登録し，平均でおおよそ 4 マイル（6.4 km）の区
間毎に，登録者は倒木や枝葉の刈り込み，排水の確
保などの作業を行っている。避難小屋のアドプト制
度には約 120 名の登録者がおり，小屋の点検や清
掃，屋根の修理などをおこなっている。修理に必要
な資材は，州環境保護局から提供される。
　アディロンダック山岳会はボランティアの登山道
整備の技術水準が保たれるよう，アドプト制度の登
録者には登山道整備の技術についての研修を義務付
け，また登山道整備技術の簡易なマニュアルを作成
するなどしている。
4.3　登山道の協働型管理にむけて
　都市近郊の登山者，大雪山の登山者ともに，ボラ
ンティアが参加して登山道整備をしていることの認
知度は低いが，参加意欲は高く，参加しやすい機会
を求めていた。大雪山の協働型登山道管理において
も，ガイドツアーとの組合せや，交通費のサポート
などの支援がおこなわれている。アディロンダック
山岳会では，登山と整備のスキルの違いにも配慮
し，初心者向けから経験者向けの様々なボランティ
ア活動の機会を提供し，専門のスタッフによるサポ
ート，技術向上の機会も設けられていた。ボランテ
ィアに体験を楽しんでもらうために，適切な作業場
所・内容を選んだり，登山道整備を一般市民でも参
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加できるツアーにしたりなど様々な工夫がされてい
る。興味を持ちやすい内容から，参加の間口を広
げ，ステップアップしていく仕組み作りと，活動者
の支援が必要だろう。
　活動の障害になりうることを，取り除くことも必
要である。大雪山の登山道管理をおこなっている団
体の聞き取り調査から，日時や時間の制約が活動の
妨げとなっていることが示されている（愛甲ほか，
2016）。作業や集会，研修などを行う曜日や時間帯
についての配慮や，団体の運営の負担を軽減するた
め，行政による活動運営の支援が望まれる。さら
に，経験の少ない参加者に対しては，知識・技術や
体力に関する不安を取り除くため，自然体験活動や
研修の実施，わかりやすいマニュアルの作成などの
取組が有効だと考えられる。
　ボランティアの活動を支援するためには様々なア
プローチが必要であり，小規模な団体が単独で対処
するのは困難である。アディロンダック山岳会のよ
うな，収入基盤や専従職員をもつ組織が，行政や他
の団体と連携を取りながら活動をコーディネートす
るのが理想的である。現場の運営には，ボランティ
アの野外での体験に対するニーズを聞き取り，登山
道の維持管理に専門に関わるコーディネーターやボ
ランティアの手ではむずかしい作業を担うスタッフ
の協力が欠かせない。アディロンダック山岳会のよ
うに中心的な役割を担う民間組織が存在しない場合
でも，関係機関や地域の市民団体間で調整・連携を
うまく図り，同様の機能を確保する仕組みを構築す
る必要がある。
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