
事　例

　千里ニュータウン外周の島熊山丘陵の自然環境の保全と再生のための活動を行
い、その活動を通して、地域住民が昔ながらの里山の動植物に親しめる環境づく
りを目指す市民活動団体。観察会、雑木林の整備・管理など、市民が自ら身近な
自然に関わる活動を継続している。

①活動の開始（1991年）　千里緑地に隣接する雑木林が開発される際、その保全
の提案を契機として結成。
②自然観察会活動（1991～1998年）  身近に残された『歴史の山』の自然に親
しみ学ぼうと、近隣の小中学生や住民に呼びかけ、毎月定例の自然観察会を開
催。8年間の観察会で、この山が非常に豊かな生態系を持っていることが確認
された。
③竹間伐－雑木林再生の活動（1999～2003年）　島熊山尾根筋より千里ニュー
タウン側は保全緑地として残されているが、反対側は開発可能なためマンショ
ン建設等で生き物の棲息範囲は狭まる一方である。加えて雑木林内にモウソウ
チクが拡大し、他の樹を枯らし、単一な植生へと変化している。もとの豊かな
雑木林の復元を目指して、竹間伐の活動を続けている。

①モウソウチクの間伐：雑木林内に侵食、拡大しているモウソウチクを伐採。伐
った竹は竹細工や竹炭としても活用する。
②ドングリの苗床作りと林内への苗の移植：雑木林内にあるドングリや実のなる
木の苗を植える。
③コドラート調査：モウソウチク間伐後の雑木林復元の状況を確認するため、
10m×10mのコドラートを7つ設定し、植生調査を行う。
④クズ、ササ刈り：アカマツ等にからまるクズを刈り、林床に広がるネザサも随
時刈りとる。
この他、雑木林での整備活動手順等をまとめた「雑木林管理　作業の手引き」を作成。

●先駆性：一般的な里山管理はここ数年市民の手で行われているが、タケ間伐作
業はあまり例がない。今後、北大阪地域でも放置された竹林間伐の活動が多く
なると思われる。
●住民と身近な自然との新しい関わり方：単に観察するだけではなく、手入れ作
業を通して身近な自然に親しみ、大切に思う心を育む。
●今回の調査で作成した「雑木林管理　作業の手引き」を活用し、より広い市民
参加をめざす。

出典：
「大阪府豊中市千里ニュータウン外周緑
地での竹林間伐と雑木林再生を通した
まちづくりの展開に向けた調査　報告
書」H15.3　島熊山の雑木林を守る会

島熊山の雑木林を守る会

身近な自然に親しもうと観察会を行ってきた団体が、自ら雑木林の整
備・管理活動を展開。今回の調査では、間伐や雑木林再生のための苗
移植など、具体的な整備活動を進めるとともに、活動に伴う雑木林復
元状況についての調査を行い、また整備手順を手引書としてまとめた。
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活動の背景1

島熊山は豊中市の北部に広がる丘陵である。かつては
現在の緑丘2丁目にあった山の名前であったが、開発で
その形が失われ、現在では周辺に残された丘陵全体を示
す呼び名になった。
緑丘と新千里西町の境界線に沿い、千里ニュータウン

を取り囲むように残り、ほぼ全域が千里緑地に指定され
ている。高さ50～130メートルの稜線が、新御堂筋線
をはさみ新千里北町2丁目の市の最高点（133.71メート
ル）へと連なっている。
古くから見晴らしのよい山として知られ、今も晴れた

日には北は箕面連山から五月山、遠く六甲山まで見渡せ
る。西には町並みの向こうに大阪湾が光り、東に千里ニ
ュータウンを一望できる。

1 島熊山の位置

図1　島熊山の位置

島熊山周辺には窯跡がいくつか残されている。新千里
南町1丁目の島熊山窯跡、北緑丘2丁目の桜井谷窯跡は
現在も保存され、これらの他にも、緑丘3丁目や北緑丘
3丁目から須恵噐が多数見つかっている。須恵噐は5世
紀半ば頃から後半にかけて作られ、登り窯で焼く際に島
熊山のアカマツやコナラなどの木が燃料としてたくさん
使われたと思われる。
なだらかな低い山が続く千里丘陵は「寝山」とも呼ば

れ、山道は現在の上野坂から箕面へと続いていた。『万

葉集　巻十二』（8世紀後半）では「玉かつま　島熊山
の夕暮れに　ひとりか君が　山道越ゆらむ」と謳われて
いる。その時代、山を越えて遠くを旅する夫を案じた妻
が詠んだものだが、当時の島熊山の、人里離れた寂しい
風景が伝わってくる。
また『摂津名所図絵』（1800年）では「島熊山　熊野
田村の北にあり　一名鬼ケ嶽という　千里山の山脈つづ
きて険岨催鬼たり　山中大巌多し」と記され、谷や崖、
大きな岩が多い険しい山だったことも分かる。

2 歴史に登場する島熊山

豊中市域は鉄道（阪急電鉄）の開発に伴
い、その周辺部に住宅の開発が進んだ。耕
地の整理等で市南部の低地、中央部の台地
を中心に住宅都市としての形を整えていく。
1961年、大阪府企業局による千里ニュー
タウンの開発で、市北部の千里丘陵をなし
ていた山々が一挙に失われていく。
ゆるやかな起伏の丘陵に、池がぽつぽつ

とあり、四季折々の山歩きが楽しめた大き
く広い里山は、道路を作るために各所で寸
断され、また住宅地を造成するために削ら
れていった。島熊山の尾根筋だけが千里ニ
ュータウンの外周緑地として辛うじて残さ
れた。

3 開発されてきた島熊山

写真1　上空から見ると緑の回廊になって続く島熊山
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山の尾根筋をはさんでニュータウン側の30haは保全
緑地として残されたものの、反対側は公有地と民有地が
入り組み、開発が可能である。当会が発足してからの

12年間だけでも、マンション等で9ha失われてしまった。
現在、ぎっしり立ち並んだ住宅の中で、島熊山の尾根筋
は緑の回廊のようになっている。

島熊山周辺の図（1953年） （1972年） （1990年）

図2　島熊山周辺の変遷

活動の経緯と目的2

●活動の開始（1991年）
　1991年3月、千里緑地に隣接する雑木林が開発され

1 活動の経緯

図3　雑木林再生作業地

る際に、その保全の提案を契機
に当会が結成された。この時は、
開発用地内の大木を中心に26

本の木が移植され、雑木林奥の
水場を壊さないよう、設計図が
変更された。以後、開発計画が
ある度に保全の提案と話し合い
を重ねてきている。
●自然観察会活動（1991～
1998年）
　身近に残された自然に親しみ
学ぼうと、近隣の小中学生や住
民に呼びかけ、毎月定例の自然
観察会（とよなか自然ウォッチ
ング）を催してきた。季節を違
え、様々なテーマで観察を続け
る中で、タヌキのため糞やカヤ
ネズミの巣を発見したり、多く

雑木林再生作業地
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　今回の竹間伐作業の目的は次の2点である
①3ケ月で成長してしまう竹は他の木の樹幹を覆い、光
を独り占めし、竹以外の木を枯らしてしまう。成長し
た竹を測定してみると節は77節、全長18メートル、
重量約52キログラムである。雑木林を構成する他の
木は5年経っても1メートルに満たないものが殆どで
ある。新しい実生が生まれても、光が当たらず、大き
くなることができないので一方的に竹が増殖するばか
りである。現在作業を行っている林も、暗い林内に残
されている木は竹の上背を越す大木のみで、それらも
光が届く上部だけに葉が繁り、途中に枝葉をつけてい
ない不安定な状態である。
全国的にも里山での竹林の拡大は著しく、雑木林やス
ギ・ヒノキ林がモウソウチク林に置き換えられつつあ

る。単一な植生にはそれを好む昆虫や野鳥しか生息で
きない。
より多くの種類の昆虫や野鳥、哺乳動物を養うために、
より多くの種類の植物で構成される雑木林の再生に着
手した。生き物たちが賑わう豊かな森として保全して
いくために、モウソウチクを間伐し、もとの雑木林へ
と復元を図る。
②千里ニュータウン外周緑地は、現在保全緑地である。
しかし一部で竹林化が進み、暗く密生した状態となっ
ている。住民にとって親しみが持てない自然は、開発
対象になりやすく、また犯罪が起こる可能性もあると
いうことで他用途へ変更という事態も起きてくる。景
観上からも美しく、自然の豊かさを実感できる森であ
ることで、将来的に市民の財産として保全しやすい。

2 活動の目的

の種類の野鳥や昆虫がこの山に寄り添い、養われている
ことを知った。
●竹間伐と雑木林再生の活動（1999～2003年）
　島熊山尾根筋より千里ニュータウン側は保全緑地とし
て残されているが、反対側は開発可能なため、マンショ
ン建設等で森がなくなり、動物の棲息範囲は狭まる一方
である。毎年秋には、千里緑地を分断する自動車道路で
タヌキやホンドイタチの交通事故死が報告されるように
なった。また、餌場が少なくなったタヌキやキツネは人

家にも現れるようになっている。
　加えて、雑木林内にモウソウチクが侵食－拡大し、他
の木を枯らし単一な植生へと変化している。タヌキやキ
ツネなど在来の動物たちが棲みよい、もとの豊かな雑木
林の復元を目指して、毎月竹間伐の活動を続けている。
●清掃活動とクズ刈り・ササ刈り（1991～2003年）
　道路から捨てられる空き缶や煙草の吸殻などを毎月清
掃している。同じ時にアカマツ等に絡みついて弱らせて
しまうクズ刈りと林床のササ刈りも行っている。

写真2　車にはねられ亡くなった雄タヌキ

写真3
タヌキやキツネの交通事
故死を防ぐため「タヌキ
横断注意」の看板を市
に立ててもらう

写真4　 自動車道側から見た現場。モウソウチクが繁茂し、
暗い林となっている
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雑木林内に侵食ー拡大を続けるモウソウチクを伐採
する
　第2千里緑地（豊中市所有）の一部15,000㎡において、
雑木林内に侵食しているモウソウチク139本を伐採した。
1班を約3～5人編成として作業にあたりタケが混み合
っている場所や光を当てたい木の回りを中心に伐ってい
った。伐ったタケはノコギリやナタで枝を払ってから約
3mの長さに切り、所定の場所に積み上げる。
　積み上げ方は、乾くとはねて危険な枝は下に積み、そ
の上から重い幹で押さえるようにする。林床に広がらな
いように杭を打ったり切り株を利用したりして底面積を
小さくし、高く積み上げる。
　自動車道に沿った細長い林であるため、道路側から
10mは伐採せず、現在は奥の林を間伐中である。奥が
雑木林として復元した段階で、道路側の伐採も行う予定
である。短期間で環境を変えることなく、徐々に竹林か
らもとの雑木林へと転換を図っていきたい。

3 活動の内容

伐採跡地に雑木林内にあるドングリや実のなる木を
植える
　島熊山の雑木林を構成している樹種はアカマツ、コナ
ラを中心として、常緑樹ではソヨゴ、シャシャンボ、ヤ
マモモ、ヒサカキ、アラカシ、アオキ、ヤブニッケイ等、
落葉樹ではアベマキ、ネジキ、ナツハゼ、ヤマザクラ、
コバノミツバツツジ、モチツツジ、リョウブ、カキ等で
ある。今回は昨秋落ちたコナラとアベマキのドングリを
採集し、2㎡程度の苗床を数箇所耕してそこに埋めて養
生した（実生が出てくれば、さらにそれを林内に移植す
る予定）。また広い場所がとれない場合は、タケの輪っ
か1つ分の中に4～5個のドングリを埋め、小さな苗床
とした。

　更に、ドングリから育てなくとも、すでに実生の苗が
林内にあるので、より育ちやすい環境の場所へ移植も行
った。黄色いテープを巻いたタケの杭を150本準備し、
誤って踏んだりしないよう、また経年変化が見られるよ
う、移植した日付けを記して傍に立てた。
　上記の苗は今後適宜水をやる必要がある。そのために
は、雨水を溜めて使えるようにしなければいけない。タ
ケを半分に割り、節を抜いて樋とし、45リットルのポ
リバケツに溜められるよう、簡易雨水取水装置も作製中
である。

図5　
倒れる方向を考
えて伐る。3～
5人の班を編成
し、協力して作
業する

写真6　伐ったタケは枝をはらい3mの長さに切る

写真7　光や水分などの条件の良い場所に実生
の苗を移植する

写真8 移植苗の傍に、杭を目印
になるように打ちつける

写真9　
タケを使って雨水を
受けとめる樋を作る
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モウソウチク間伐後の雑木林復元の状況を確認する
ため、コドラート調査を行う
　一定区域の植生の変遷を調査するため、毎年同じ場所
を調べている。道路側から尾根筋に向かって、10m×
10mの区画を7個（実際には6.5個）作る。2m毎に印を
つけた10mの縄ひもを2本用意し、2本の縄ひもの間を
2mあけ、その間の2m×2mの区画を順に調査していっ
た。
　これまで3年間の調査結果との比較分析はこれから行
うが、今年度だけの結果では大木は健全な状態で残って
いるものの、中木以下の木は枯れる寸前のものが多い。

アカマツ等にからまるクズを刈り、林床に広がるササ
を随時刈りとる
　一部尾根筋の周辺にクズが繁茂し、ここ数年アカマツ
やスギ、コバノミツバツツジ等にからまり、その成長を
脅かしている。とりつかれた木の頂上部にまでツルがは
い登り、枝葉に光が当たっていない状態である。そのツ
ルを下からひっぱり、取り除いた。
　クズは根が深いので根ごと取り除くわけにはいかず、
切り口に廃油を塗布するなどの方法を試みているものの、
毎年新しい芽を出しツルが伸びる。定期的に手入れをし
て、健康な林を維持していきたい。

記録用紙に記載した木の根をよく見るとグラグラなので、
調査をしながら抜いて整備するような状態であった。タ
ケに暗く覆われていた期間が長く、持ちこたえられなか
ったと思われる（ネジキ、アカメガシワ等）。30cm程度
に成長している実生の木はヒサカキ、ヒイラギ、クス、
シャリンバイ、イヌツゲ、アオキ、ヤブニッケイ、マン
リョウ、マキ等で、これらはある程度光が少なくても成
長できる樹種である。タケの影響が少なくなったこれか
らの林が、どう変化していくのか、継続的に調査を重ね
て見守っていきたい。

　林床に広がるネザサは遊歩道を中心に刈った。山を散
策する住民が歩きやすいように、人ひとりがゆっくりと
歩ける幅にして、その両側を刈っている。

間伐したタケを竹炭として活用する事前の準備を行う
　伐採したタケは林内に積み上げているが、自然の素材
を生活に取り入れることができないかと竹用品をこれま
で作製してきた。青竹踏みや花入れなどの簡単なものか
ら小物入れ、箸、短冊かけ、竹馬、竹こっぽり、鉢カバ
ー等を作り、展示会等で紹介してきた。
　今期は竹炭に取り組む。秋から春にかけての竹は水分

写真10 作業前の打合せ。この後、準備体操をする 写真11　2m×2mの区画内にある植物の位置と名前を記録

写真12 上部をクズで覆われたスギ。林床は一面のササ原 写真13　3mの竹を半分の1.5mにしているところ
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今後の展開5
•今回作成した「雑木林管理　作業の手引き」を今後現
場で徹底する。夏には研修会も持つ予定である。これ
まで見て習った技術を、文字と図で確かめることで再
確認し、事故や怪我を予防したい。今後、より広い市
民の参加も考えられ、また他の竹林でも同様の試みが
されると思う。そのためにも、作業の内容を事前に学
習し、均質化する必要が出てくることだろう。この「作
業の手引き」をもとに、その都度ポイントを押さえた
確認を行いたい。

•竹林間伐と苗移植が一段落した後、本格的な雑木林の

手入れに入る。そのための学習内容や山の遊歩道作り
もこの「作業のてびき」に盛り込み、将来的に対応で
きるものとした。

•間伐等の手入れを通じて、市民が身近な自然に親しむ
活動は、これから増えてくると思われる。市民団体の
手に委ねるだけでなく、市も運営面、資金面で協力す
る必要が出てくるだろう。市民と行政とのパートナー
シップで、他地域でも周辺住民とともに、同様な試み
を展開したい。

活動の成果4
○林床が明るくなった。光が差し込むようになり、キン
ランやトンボソウ等が復活し始めている。

○これまでモウソウチクが密植していて間を飛び交うこ
とができなかった林が、間伐により適当な間隔があく
ようになり、クロアゲハの飛翔なども見られるように
なった。

○竹林の中に辛うじて生き残っていたコナラやクスの大
木は、下部に枝葉を持たずヒョロヒョロと上部のみに
葉を繁らせている状態であった。現在、大木周辺のタ
ケを伐採したことにより、この森のシンボルツリーと

しての風格を備えつつある。
○竹材を使ったガーデニング用の柵、七夕の季節の笹飾
り、老人デイサービスでのミニ門松作り等に伐ったタ
ケを欲しいという団体や小学校、老人ホームなどの申
し出でがあり、その都度豊中市公園緑地課とも相談し
て提供している。タケを通じた人の輪が広がっている。

○とよなかアジェンダ21推進会自然部会でも、2003年
度4月から島熊山の別な場所での竹林の手入れを行う
ことになっている。タケを間伐して健康な林を取り戻
す活動が、他地域でも広がりだした。

「雑木林管理　作業の手引き」の作成
より広い市民が参加し、作業の内容を事前に学習し、安
全に活動を行うことができるよう、下記の内容を掲載し
た「雑木林管理　作業の手引き」を作成した。
•作業時間配分と工程
•服装
•リーダーの選任と役割
•道具の使い方
•道具の手入れ方法
•竹の伐採方法
•樹木の伐採方法
•林床整備の作業方法
•間伐の作業方法
•自然観察路（階段道）を作る方法
•植生調査の方法

が少なく固く良質な竹炭になる。炭焼き窯は大阪府豊能
郡能勢町の「豊中市立少年自然の家」に3窯あり、3月
29～30日の2日間で焼く予定にしている。そのための
準備として、タケの幹の部分を3mの長さに切り揃え、
さらにそれを半分にして現地へ運んだ。実際の窯に詰め
る時は75㎝にして4～5つ割りにし、中の節を取り除く。

写真14　林内に美しく積み上げる
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