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SNS 時代における都市近郊林の利用ニーズと管理の課題―篠栗九大の森を事例に― 

森林政策学研究室 古賀淳之介 

 

Ⅰ.背景・目的 

多くの先進国において，野外レクリエーシ

ョンは 20世紀後半から急激な成長を遂げてき

た(1)。我が国においても森林の持つ多面的機

能への注目の高まりと共に，森林のレクリエ

ーション利用が活発化している。一方で，レ

クリエーション地へ利用が集中することによ

って様々な問題も引き起されている。例えば，

レクリエーション地及び周辺地域の混雑は来

訪者の体験の質の低下や周辺の住民の生活へ

影響を及ぼす。また，植物の踏み付けや道の

侵食は景観や生態系の破壊も引き起こす(2)。

野外レクリエーション地の集中的な利用によ

って引き起こされる過剰利用問題の研究は今

まで主に観光地や自然保護地域を中心に行わ

れてきた。中でも規制案に関する既往研究と

して，庄子・栗山が行った北海道雨竜沼湿原

（国定公園）の利用者に対する意識調査の研

究がある(3)。雨竜沼湿原の場合，利用料金，

駐車場料金を導入することが過剰利用の抑制

に効果があることが明らかにされている。庄

子・栗山らはさらに仮想的市場評価法(CVM)を

用いて雨竜沼湿原の利用者の利用料金に対す

る支払意思額を分析した。その結果，遠方か

ら来訪した人ほど支払意思額が高いことを明

らかにした(4)。これは庄子・栗山も考察する

通り，利用料金の導入は過剰利用の抑制に効

果があるものの，対象地の近くに居住する

人々の来訪を妨げてしまうことを示唆してい

る。このように規制案の導入を考える際，来

訪者の居住地を考慮する必要性は指摘されて

いるものの，居住地に着目して規制への意識

を詳細に検討した研究はまだ蓄積がない。一

方，近年 SNS（ソーシャルネットワークサービ

ス）の普及により誰でも簡単に情報を発信，

共有することが可能になり，管理側の意図し

ない（観光目的でない）ところで人気が爆発

し来訪者が激増するスポットも散見される。

このように，もはや過剰利用の問題が観光地

だけの問題ではなくなった今，地域住民の日

常的利用が中心の都市近郊林においても利用

と保全の両立を目指した管理方法を議論する

必要性がある。したがって本研究では，今後

の都市近郊林の管理の課題を考察することを

目的に来訪者の居住地に着目して規制案への

意識を分析した。 

 

Ⅱ.事例地概要 

 本研究は，福岡県糟屋郡篠栗町にある「篠

栗九大の森」を調査対象地としている。「篠栗

九大の森」は九州大学福岡演習林の一部であ

り，2010年より九州大学が地元住民向けに無

料で開放して以来，九州大学と篠栗町が共同

で管理を行っている。樹木や遊歩道など森林

内の管理は九州大学が担当し，駐車場や鍵の

施錠など施設や安全の管理は篠栗町が分担す

ることを管理内規により定めている(5)。ここ

で，「篠栗九大の森」で来訪者が激増し問題が

発生するまでの経緯について整理する。きっ

かけとなったのは「篠栗九大の森」の一角に

植生している「ヌマスギ」であった。2017 年

春頃より「ヌマスギ」が池の中からそびえ立

つ景色を写真に収め SNS上に投稿したものが

人気を呼び，来訪者の激増へとつながった。

年間 2万 6千人程だった来訪者は 2017年には

年間約 13万人にまで増え，大型観光バスの乗

り入れによる周辺道路の混雑や林内立ち入り

禁止区域への侵入による根の踏み荒らしとい

った問題が多発し，周辺住民の生活や演習林

職員の業務に支障が生じた状況は新聞等によ

っても報道されている (6) 。 
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Ⅲ.調査方法 

1.アンケートの作成 

本研究では，「篠栗九大の森」の来訪者の属

性と規制案への意識を分析するためアンケー

ト調査を行った。アンケート調査は「篠栗九大

の森」の最も来訪者の出入りが多い南口におい

て 2019 年 10 月 6 日,10 月 9 日,11 月 30 日,12

月 23 日の計 4 度実施した注 1。散策を終えて戻

ってきた来訪者一人一人に直接アンケート用

紙を手渡し，その場での記入を依頼した。アン

ケート内容は「来訪者属性」を尋ねる内容（表

1）と「規制案へ対する意識」を尋ねる内容(表

2)の 2 つの内容から構成される。「規制案へ対

する意識」とは，こちらが提示した規制案に対

してどのくらい望ましく思うかを評価しても

らう設問である。回答者には設問においてあら

かじめ現状を説明した上で「全くそう思わな

い」,「思わない」，「どちらでもない」，「思う」,

「とてもそう思う」の 5段階スケールで規制案

を評価してもらった。今回提示した規制案は

「大型バスの車両規制」，「入場料金の徴収」，

「駐車場料金の徴収」，「改善が見られない場合

は閉鎖する」の 4つである。ただしそのうち「大

型バスの車両規制」は調査時点で既に実施され

ていた規制（旅行会社からの問い合わせがあっ

た場合に断る，休日は駐車場に警備員を配置等）

である。 

 

注 1: 当初は年間通じて調査予定だったが,2020 年は新

型コロナウィルス感染症の影響でアンケート調査を断念

した。 

 

表 1.来訪者属性に関する設問内容 

年齢 20歳未満 /20代 / 30代 / 40代 / 50代 / 60

代 / 70代 / 80歳以上 

きっかけ テレビ / ネットニュース・新聞記事 / SNS / 

雑誌 / 篠栗町 HP / 家族・知人の紹介 / 企業

の広告 / 近くに在住している / その他 

交通手段 徒歩 / 自家用車 / 自転車・バイク / レンタ

カー / タクシー / 路線バス / 観光バス / 

鉄道 / その他 

目的 運動 / 自然鑑賞 / 写真撮影 / ヌマスギ / 

友人・家族とのレクリエーション / その他 

来訪頻度 初めて / 年 1 以下 / 年 2-5 / 年 5-10 / 年

10以上(月 1以下 / 月 2-5 / 月 5-10 / 月 10

以上) 

滞在時間 30分以内 / 30-60分 / 60-120分 / 120分以

上 

居住地 〒(        )郵便番号を記入 

 

表 2.規制案への意識に関する設問内容 

ここ数年，SNSへの写真投稿をきっかけに訪問者が激増

し，駐車場近くの道路の渋滞，立ち入り禁止区域への進

入による植物の踏み荒らし，ゴミの不法投棄などといっ

た問題が発生しています。このような事態を緩和させる

ための以下のそれぞれの案についてあなたは望ましく思

いますか？最も適当なものにチェック☑を入れてくださ

い。 

―規制案― 

・大型バスで来訪する観光バスの乗り入れを禁止する 

・入場料金を徴収する（料金は管理費用に充てられる） 

・車場料金を徴収する（料金は管理費用に充てられる） 

・対策により改善が見られない場合は閉鎖する 

□全くそう思わない 

□思わない 

□どちらでもない 

□思う 

□とてもそう思う 

 

2.アンケートの実施と分析方法 

回収したアンケートの入林者数注 2 及び回収

部数は表 3の通りである。平日より休日の方が

来訪者は多く，紅葉シーズンである 11月 30日

に入林者数，回収部数共に最高数を記録した。

アンケートの分析手順として，まず来訪者属性

の傾向を把握するために来訪者属性それぞれ

の回答に対して単純集計を行った。つづいて規

制案への評価と来訪者の属性との関係を調べ
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るため，クロス集計を行い，統計検定を行った。

検定方法はノンパラメトリックの場合の多重

比較検定を行うため Steel-Dwass 法を用いた。 

 

表 3.入林者数と回収部数 

実施日 入林者数 回収部数 

10月 6日(日) 360 76(21.1%) 

10月 9日(水) 169 41(24.3%) 

11月 30日(土) 421 79(18.8%) 

12月 23日(月) 74 9(12.1%) 

注 2: 入林者数は「篠栗九大の森」の各入口に設置され

ている入林者数計測機のデータより算出した。 

 

Ⅳ. 分析結果 

 本研究では居住地別に来訪者を分類し，規制

案への意識を詳細に分析することを主旨とし

ている。そのためまず，来訪者の居住地につ

いて単純集計の結果を表 4に示す。ここで「徒

歩圏内」とは対象地の「篠栗九大の森」が存

在する篠栗町と篠栗町に隣接した 2町（久山

町，粕屋町）の範囲を指しており，日常的に

利用をしている「地元住民」の居住地を想定

している。「徒歩圏外」はその 3町以外全ての

範囲を指す。集計結果より 10月から 11月に

かけての秋の行楽シーズンにおいて回答者の

約７割は「徒歩圏外」からの来訪であること

が明らかになった。つづいて来訪者属性のう

ち最も基本的な事項として，回答者の年齢構

成及び来訪手段の傾向を整理する。まず回答

者の年齢構成について単純集計の結果を表 5

に示す。「徒歩圏内」では 60 代以上が回答者

の約 6割を占め，「徒歩圏外」の回答者と比較

しても「徒歩圏内」からの来訪者の中では高

齢者の利用が中心的であると言える。つづい

て回答者の来訪手段について単純集計の結果

を表 6に示す。まず，「徒歩圏内」において「徒

歩(50.0%)」での来訪者と「自家用車(47.8%)」

での来訪者が同程度の割合であることが明ら

かになった。つぎに「徒歩圏外」においては

「自家用車」での来訪が圧倒的に多く回答の

約 8割を占めた一方で公共交通機関での来訪

者は 1割程度であった。つづいて各規制案へ

の意識と来訪者の居住地との関係のクロス集

計結果を表 7 注 3に示す。4つの規制案の中で最

も回答者が「望ましい」と回答した割合の多

かった規制案は「徒歩圏内」では「大型バス

の車両規制(70.7%)」,「徒歩圏外」では「閉

鎖もやむなし(61.8%)」であった。また，「入

場料金」と「閉鎖もやむなし」の 2つの規制

案に「徒歩圏内」と「徒歩圏外」との回答者

の回答の比率の間に 5%水準で有意差が見られ

た。ただしこの集計結果は単に「居住地」の

みによって規制案への意識を比較したもので

あり，規制案への意識に関わる要因を特定す

るには他の要因（「年齢」や「来訪手段」等）

が与える影響について更に詳細に分析する必

要がある。そのため，表 1に示した来訪者属

性と規制案との関係を居住地別にクロス集計

を行った。クロス集計の結果，どの来訪者属

性の間にも有意差は見られなかった。 

 

表 4.回答者の居住地 n=186 

 居住地  

実施日 徒歩圏内 徒歩圏外 計 

10月 6日 20(30.3%) 46(69.7%) 66(100.0%) 

10月 9日 11(27.5%) 29(72.5%) 40(100.0%) 

11月 30日 16(22.5%) 55(77.5%) 71(100.0%) 

12月 23日 6(66.7%) 3(33.3%) 9(100.0%) 

計 53(28.5%) 133(71.5%) 186(100.0%) 

 

表 5.回答者の年齢構成 n=184 

 徒歩圏内 徒歩圏外 

20歳未満 0(0.0%) 9(7.0%) 

20代 0(0.0%) 14(10.9%) 

30代 6(10.9%) 16(12.4%) 

40代 8(14.5%) 24(18.6%) 

50代 7(12.7%) 22(17.1%) 

60代 12(21.8%) 18(14.0%) 
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70代 18(32.7%) 23(17.8%) 

80歳以上 4(7.3%) 3(2.3%) 

計 55(100.0%) 129(100.0%) 

 

表 6.回答者の来訪手段 n=175 

 徒歩圏内 徒歩圏外 

徒歩 23(50.0%) 0(0.0%) 

自家用車 22(47.8%) 106(82.2%) 

自転車・バイク 1(2.2%) 4(3.1%) 

レンタカー 0(0.0%) 2(1.6%) 

タクシー 0(0.0%) 0(0.0%) 

路線バス 0(0.0%) 2(1.6%) 

観光バス 0(0.0%) 7(5.4%) 

鉄道 0(0.0%) 8(6.2%) 

計 46(100.0%) 129(100.0%) 

 

表 7.居住地と規制案への意識との関係 

 居住地 望ましい 望ましく

ない 

大型バス規制 徒歩圏内 29(70.7%) 12(29.3%) 

徒歩圏外 47(61.8%) 29(38.2%) 

入場料金* 徒歩圏内 17(40.5%) 25(59.5%) 

徒歩圏外 47(56.0%) 37(44.0%) 

駐車料金 徒歩圏内 17(41.5%) 24(58.5%) 

徒歩圏外 49(57.0%) 37(43.0%) 

閉鎖もやむな

し* 

徒歩圏内 16(41.0%) 23(59.0%) 

徒歩圏外 48(64.9%) 26(35.1%) 

*：5%水準で有意差あり 

注 3: 5段階スケールのうち「どちらでもない」を除き,

「とてもそう思う」と「思う」を「望ましい」に，「全く

そう思わない」と「思わない」を「望ましくない」にま

とめた。 

 

Ⅴ.考察・まとめ 

 本研究では，規制案への意識に影響を与え

る要因として来訪者の居住地に着目してアン

ケート調査・分析を行った。分析の結果，来

訪者属性の中で回答者の規制案への意識に影

響を与えている要因は「居住地」のみである

ことが分かった。都市近郊林においても居住

地が規制案への意識を左右する大きな要因で

あることを示すこの結果は，先行研究におい

て示唆された「対象地からの距離」を考慮す

る重要性をさらに強固にしたといえる。さら

に，「居住地」が規制への意識を左右するほど

影響するのは「入場料金」や「閉鎖」といっ

た強い規制の範囲内に留まるといった結果は

本研究が先行研究に付け加えた新たな知見と

言える。規制の導入を考える際に来訪者の賛

同の得られやすさも一つの目安になり得るが，

今回の「徒歩圏内」居住者のように少数派の

意見はその他大勢の意見に埋もれてしまいや

すい。例えば表 7の結果が示すように，「徒歩

圏外」の来訪者にとっては 4 つの規制案の中

で「閉鎖もやむなし」が最も受け入れられや

すい規制と言えるが「徒歩圏内」の来訪者に

とっては日常的利用の場を失う最も受け入れ

がたい規制の一つと言える。そのため，たと

えば「近隣パス」といった日常的利用を行う

地域住民のために何かしらのアドバンテージ

を設ける仕組みを考案することが重要である。 
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