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□ はじめに  

 虹の松原は、国の特別名勝や玄海国定公園に指定され、白砂青松百選などにも選ばれるなど、日

本を代表する文化的遺産であり、佐賀県にとっては重要な観光資源であります。また、市民の皆さん

に親しんでいただける身近な松林でもあり、森林浴や環境学習の場としても重要な位置づけがなされ

ています。 

 しかし、近年の生活様式の変化から、松葉の採取が行われなくなり林地が富栄養化したことによ

る広葉樹の繁茂や松くい虫被害などにより、松原の景観低下が危惧されてきたことから、白砂青松の

姿を取り戻すべくボランティアによる松葉掻きや除草作業等が行われてきました。 

 このような中、虹の松原が担う公益的機能に加え、景観保全の観点からも貴重な財産として守っ

ていこうという気運が高まり、2007（平成 19）年に林野庁佐賀森林管理署において「虹の松原保全・

再生対策基本計画」が策定され、CSO等団体や市民活動による虹の松原の再生活動を推進するために、

虹の松原保護対策協議会において、2008（平成 20）年に「虹の松原再生・保全実行計画書」を策定し

ました。 

また、2013（平成 25）年には、当初計画から5年が経過し、状況の変化や新たな課題の解決のため

虹の松原再生・保全実行計画書の第１次改訂を行いました。 

さらに、当初計画から 10 年が経過する中で、佐賀県による大規模な広葉樹伐採や腐食層の除去な

ど、松原の生育に適した環境改善も聞かれる一方で、目標とする再生・保全活動への参加者数の確保、

また、回収される枯れ枝や松葉などの処分費用や副産物活用の問題など、新たな課題が見えてきたた

め、課題解決の手法などについて議論を重ね、このたび虹の松原再生・保全実行計画書の第2次改訂

版を策定しました。 

 本計画書の第2次改訂にあたり、虹の松原再生・保全実行計画改定委員の方々はもとより、林野

庁佐賀森林管理署にも多大なご指導とご協力をいただいたことに深甚の謝意を表します。虹の松原保

護対策協議会としては、この虹の松原再生・保全実行計画に基づき、今後も林野庁佐賀森林管理署、

佐賀県や唐津市、およびCSO等団体の皆さんと連携を図りながら、市民の皆さんの協力と支援のもと

に、世界に誇れる日本一の白砂青松の虹の松原の再生と、松原を後世に残す持続可能な活動とすべく

尽力して参りたいと考えております。 

2019年 3月 

虹の松原保護対策協議会 

                          会長（唐津市長） 峰  達 郎 
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虹の松原の概要

1．虹の松原について

「虹の松原」は佐賀県唐津市の北部、唐津市から旧浜玉町（現唐津市浜玉町）までの玄界灘に面す

る海岸線に沿って位置する幅約500m、長さ約4.5km にわたるクロマツを主体とした松原であり、特別

名勝、玄海国定公園に指定されている。地元住民の生活環境等の保全のみならず、文化遺産、観光資

源、森林散策の場としても重要な役割を果たし、日本三大松原にも選ばれている。林野庁佐賀森林管

理署管内の虹の松原国有林 125・126林班にあたり、虹の松原の面積及び法的規制は、表１のとおりで

ある。 

表 1-1 虹の松原の面積及び法的規制 

区分 

林班 

面積（ha） 
法的規制等 

林地 雑地（注） 小計 

125 61.40 2.16 63.56 

・防風保安林 

・潮害防備保安林 

・保健保安林 

・国定公園特別地域 

・特別名勝 

・風致地区 

・都市公園 

・レク森・風致探勝林 

126 141.89 8.97 150.86 

合計 203.29 11.13 214.42  

（注）雑地は、駐車場、作業道、建物敷、鉄道敷等。

写真 1-1 鏡山から望む虹の松原 

（参考）日本三大松原について 

表 1-2 日本三大松原 

名称 所在地 幅(ｍ) 延長(ｋｍ) 面積(ｈａ) 

虹の松原 佐賀県唐津市 500 4.5 214 

三保松原 静岡県静岡市 70 ５ 34 

気比
け ひ

の松原 福井県敦賀市 400 １ 32 
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2．虹の松原の変容

虹の松原の過去の景観について、「虹の松原における松林の景観価値の生成に関する研究」（渡辺、

2005、日本沿岸域学会）では次のように述べられている。 

「虹の松原は、江戸期から明治期にかけては、マツの生長とともに緑の色彩が強まり、松

葉掻きが行われていたことから林床は白く、その調和による景観が形成されていた。 

大正期～昭和初期にかけて、その景観価値は高まり、緑のマツの色と白い砂の色の対比（白

砂青松）、マツの樹間越しの沖合の島の景観、マツ林の湾曲形状の俯瞰、奇形を呈したマツの

樹幹と枝振りが評価されるようになった。 

しかし、昭和30年代前半以降、燃料革命と生活様式の変化により、松葉掻きが行われなく

なると、広葉樹や草本類の侵入・繁殖が始まった。 

このため、色彩の調和と樹間越しの景観が失われ、マツ林の湾曲形状の俯瞰とマツの樹幹

と枝振りのみが今日の景観価値となっている。」 

昭和 30 年代前半まで、虹の松原は、松葉掻きやマツの落枝の採集等が地域の人達により行わ

れていたことから、林床は白く、マツの色との対比（白砂青松）、マツの樹間越しの沖合の島の景

観、奇形を呈したマツの樹幹と枝ぶり等が見事な松原であった。 

このような虹の松原においては、防風や潮害防備等の海岸防災林としての機能も維持され、地

域の人々や観光客の探勝の場として、また、ショウロを始めキノコの豊かな収穫等、地域の生活

に深く関わり、維持・保全されてきた。

3．眺望点

虹の松原を望む主要な眺望点として鏡山があげられる。鏡山は、虹の松原の南側に位置する標高

284mの山で、虹の松原の景観を楽しむ場所として重要な位置にある。大伴狭手彦
お お と も の さ で ひ こ

と松浦佐用姫
ま つ う ら さ よ ひ め

にまつ

わる哀話の舞台として著名であり、領巾振山
ひ れ ふ り や ま

ともいわれる。山頂の20haは花崗岩の上に玄武岩の溶岩

をのせたメサ（卓状）地形をなし「鏡山」として国定公園第２種特別地域に、その山麓部一帯の224ha

は「鏡山周辺」として国定公園第3種特別地域にそれぞれ指定されている。 
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虹の松原再生・保全実行計画の概要

1．実行計画の目的

虹の松原では、林地が富栄養化し、広葉樹類が侵入して景観が低下した。 

このような状況のもと、林野庁佐賀森林管理署が主体となり、虹の松原保全・再生に向けた基本的

な方向を示すため基本計画が策定された。 

この基本計画の策定を受け、地域のCSOや自治体（佐賀県及び唐津市）が主体となって、 

ことを目的とし、実行計画を策定する｡ 

 ※実行計画策定の方法については、第1次改訂版を参照 

（注）CSOとは、Civil Society Organizations（市民社会組織）の略で、NPO法人、市民活動団

体、ボランティアに限らず、婦人会、老人会、PTAといった地縁組織・団体も含めた呼称であ

る。 

（注）アダプト（制度）とは、一定区間の公共の場所を養子にみたて、市民が里親となって養子の美

化等を行い、行政がこれを支援する仕組みである。 

虹の松原の再生・保全に向けた具体的な取り組み方法等を明らかにする 

（参考）虹の松原の再生・保全に向けた取り組みについて 

図 2-1 虹の松原の再生・保全に向けた取り組み 

2007年（平成19年）6月 8日：国・佐賀県・唐津市共同のプレスリリースからの抜粋、修正

基本計画検討委員会

基本計画の策定 

将来のあるべき姿 

取り組みの基本方向

佐賀県・唐津市・CSO等

・観光資源等としての多様な価値

・地域のニーズ 

・アダプト（注）等新たな手法の導入

提言

反映

国（森林管理署）が主体的に実施 

実行計画策定

実行計画の策定 

アダプト等の具体化策 

中長期実行計画 等 

再生事業の実施 

実行計画に基づき多様な主体

による計画的な再生・保全事業

の実施 

〔H20から本格実施〕

構成：CSO等

「松露の日」の開催

各種イベントによる気運醸成 

地域（県・市・CSO（注）等）が主体的に実施



4 

2．実行計画の策定と改訂の経緯

(1) 策定の経緯

近年、生活様式の変化により松葉掻きやマツの落枝の採取が行われなくなったことから、虹の松原

での、広葉樹類の侵入等が顕在化し、特別名勝としての景観の低下を危惧する声が地域から上がって

きている。 

また、白砂青松の松原を再生するためには、松葉掻き等の保全活動が必要なことから、一部のボラ

ンティアグループによる松葉掻きや除草等の取り組みが行われていた。 

これらを背景に、林野庁佐賀森林管理署では、2007（平成 19）年 9月、今後の虹の松原の再生・保

全に向けた方向性を示すため、学識経験者、佐賀県、唐津市及びCSO等の意見を踏まえ、基本計画を

策定した（2014（平成 26）年 1月に一部を見直し）。 

これを受け、虹の松原保護対策協議会では、2007（平成 19）年 11 月に「虹の松原再生・保全実行

計画策定プロジェクトチーム」（以下、ＰＴ会議）を設置し、2008（平成 20）年 3 月に虹の松原の再

生・保全に向けた具体的な実行計画を策定した。 

この実行計画に基づき、佐賀県と唐津市は、林野庁佐賀森林管理署の指導・協力のもと、虹の松原

保護対策協議会を中心として、地域のCSO等とも協働し、2008（平成 20）年度から本格的に再生・保

全事業に取り組んでいる。 

それに関連して、虹の松原保護対策協議会では協働を進めるため、2007（平成 19）年 7 月、「平成

19 年度 第 41 回虹の松原保護対策協議会 総会」において、CSO 等が会員として参加できるよう規約

を改正している。 

2008（平成 20）年 9月には九州森林管理局長、佐賀県知事、唐津市長の三者が「虹の松原再生・保

全に関する覚書」に調印を行った。この調印により三者がそれぞれ果たす役割を認識し、連携・協働

して松原の再生・保全に取り組むこととした。 

また、2008（平成 20）年度より5年ごとに、林野庁佐賀森林管理署長と虹の松原保護対策協議会の

間で虹の松原風致探勝林の整備・管理及び活用に関する協定書（レクリエーションの森協定）が結ば

れており、同様に林野庁佐賀森林管理署長と佐賀県知事との間に虹の松原風致探勝林の活動計画に関

する協定書が結ばれている。これらの協定に基づき、各主体は虹の松原での事業を実施している。 
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(2) 改訂の経緯

実行計画策定の中で、2007（平成 19）年度を基準年として、計画期間を概ね 25 年程度とし、これ

を 5年ごとにくくり、第1期から第5期までとすること、各期の節目には実行計画の進捗を確認し、

必要な見直しを行うことが定められた。 

図 2-2 実行計画期間 

第 1 期では、実行計画に基づき具体的な再生・保全活動に取り組み、5 年経過した 2014（平成 26）

年 3月に第 1期の再生・保全活動から得られた実績や課題を基に、実行計画第 1次改訂が行われた。

また、2014（平成26）年1月には基本計画の改訂が行われており、その結果を反映している。 

その後、第２期における活動の実績や課題を基に、これまでの再生・保全活動の評価および今後の

中長期の活動計画について再検討を行い、2019（平成 31）年 3月に実行計画の第二次改訂に至る。 

写真 2-1 虹の松原林内の稚樹
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図 2-3 実行計画第２次改訂までの経緯

唐津市 佐賀県 林野庁佐賀森林管理署 

実行計画策定 

実行計画第１次改訂

実行計画第２次改訂

基本計画策定 

基本計画改訂 

保安林機能の適切な維持保全 

活動促進のための指導と助言 

保安林機能の適切な維持保全 

活動促進のための指導と助言 

広葉樹の伐採、除去 

眺望点整備 

広葉樹の伐採、除去 

虹の松原再生・保全に関する覚書

再生・保全活動の推進 

2007

反映 

2013

2018

2008

再生・保全活動の推進 

反映 

環境整備 

環境整備 

推進団体（KANNE） 

虹対協 
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3．実行計画の基本方針

(1) 実行計画で目指す虹の松原の将来の姿

実行計画の策定・改訂では今後の再生・保全活動において、松原の有する海岸防災林としての機能

や生物の多様性等の保全に十分配慮しながら慎重に進めていく必要があるとの意見を踏まえつつ、白

砂青松の松原を再生したいという地域の想いが共有されている。 

ＣＳＯや団体等の意見を踏まえ、第５期終了までに次に示す虹の松原の将来の姿を実現することを

目標とする。 

図 2-4 虹の松原におけるゾーニング図

地元の人達は「白砂青松の虹の松原」を全域にわたって再生することを望んでいるが、近年の松く

い虫の猛威から虹の松原を守るために縁辺ゾーンの広葉樹林化の方針を2014（平成26）年 1月の第 1

次改訂時に受け入れた。しかし、松くい虫の猛威がなくなった時には、特別名勝にふさわしい虹の松

原を再生することを望んでいる。

＜虹の松原の将来の姿＞ 

1. 汀線ゾーン、内陸ゾーンについては虹の松原内の広葉樹やマツの過密林が伐採さ

れ、ギャップ地を生じない範囲でマツの単相林化が図られ、縁辺ゾーンについては

不要となる下層広葉樹の伐採、除根が行われ、併せて景観の維持・保全を図るため

の下刈、除草などが行われている。 

2. 虹の松原の全域で、CSO、市民等による松葉掻き、除草、芽掻き等の再生・保全活

動が実施され、松原全体が「白砂青松」の状況に近づきつつあり、春と秋には、松

原のいたるところでショウロの発生が観察できる。 

3. 市民のレクリエーションや海気浴・森林浴等休養のフィールドとして、また、生涯

学習として、自然とのふれあい活動を推進した活動拠点を中心とした、松原ウォー

キングや植物の観察会等の自然体験や環境教育の場として、一層の活用がなされて

いる。
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(2) 主要な取り組み

松原の再生・保全活動は、長期間にわたり継続して取り組んでいく必要があるが、活動の気運を盛

り上げるためにも、松原の変化の姿が観光客を始め訪れる人々の目にはっきりと分かるように、以下

の点を主要な取り組みとして活動を展開する。 

虹の松原のマツ単相林化及び縁辺ゾーンの景観の維持・保全が着実に推進されている姿が見え

るような、計画的広葉樹の伐採、除去。 

県道沿いの下刈実施区域のチガヤ等の抜根及びそれに引き続く除草、松葉掻き等の早期取り組

みによる県道沿いの景観向上。 

昭和の道と森林浴の森における先導的な再生・保全活動の推進。 

CSO等の自主的な参加の促進と活動に参加しやすくするための活動拠点の整備。 

再生・保全活動により得られた松葉や枯枝、空間的価値など（以下、「副産物」）を有効活用し、

自主事業として成り立つシステムを構築。 

虹の松原のすばらしさを体感できるような散策道等の整備（関係機関との協議が必要）。 

虹の松原の再生・保全活動を広く周知し、アダプト登録を推進するための広報活動。 
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(3) 再生・保全のための作業内容

再生・保全のため取り組んでいく作業は基本計画で概要が示されているが、作業ごとの性質上、専

門の事業体に委託して行うものと、CSO、市民等と協働して作業を実施していくものと、それぞれの役

割分担を念頭に整理する必要がある。 

表 2-1 再生・保全のための作業内容 

作業 内容 作業主体 

景
観
保
全
の
た
め
の
作
業

広葉樹の

伐採、除

去と芽掻

き等 

伐採、除去 

内陸ゾーンの「マツ－広葉樹複層林」における広

葉樹の中～低木（約80ha）について、伐採、除去

を行う。 

専門の事業体 

芽掻き 

伐採した広葉樹の萌芽を除去する作業であるが、

広葉樹を除去した箇所は、下層植生が少ないこと

から、広葉樹の落葉・落枝を除去し、直ちに除草、

松葉掻きを行うことにより、早期に草本類を除去

することが可能と考えられる。 

作業は比較的簡易であるが、人手を要する。 

専門の事業体 

CSO、市民等 

県道 347号線沿いの 

下刈（下草除去） 

現在、虹の松原の中を走っている県道沿線、おお

よそ片側50mずつの範囲を中心とした下刈（下草

除去）を林野庁佐賀森林管理署及び唐津市におい

て各々の専門業者に委託して毎年実施され、景観

保全上重要な役割を果たしている。 

基本的に現行の下刈（下草除去）作業を継続する。

将来的には簡易な除草と松葉掻き程度で維持管

理できることを目標とする。 

専門の事業体 

↓

将来的に 

CSO、市民等 

松葉掻き及び除草 

基本的には、下刈（下草除去）→松葉掻き→除草

の順序で作業を進めていくことになる。これらの

作業は、松原の白砂青松の林床を再生・保全して

いく上で継続的に実施することが重要であり、人

手を要する。 

CSO、市民等 

縁辺ゾーンの景観対策 

縁辺ゾーンの景観の維持・保全を図るため、不要

となる下層広葉樹の伐採、除根と並行して下刈、

除草などを行う。 

専門の事業体 

保
育
管
理
の
た
め
の
作
業

マツ過密林分の除間伐 

イベント等で植栽してきたクロマツの幼齢林（胸

高直径 10cm 程度以下の細い林）や天然更新によ

る幼木で、過密になっている区域については、管

理マニュアルと林野庁佐賀森林管理署の指導の

もと、除伐作業を実施する。 

専門の事業体 

CSO、市民等 

マツの補植 

マツの補植は、面積的に小さいことから、イベン

トに併せて、一般市民、小中学生等の協力により

実施する。補植するマツについては、抵抗性クロ

マツを前提とする。ただし、現状では、過密植栽

の傾向があることから、植栽密度と除間伐に関す

る林野庁佐賀森林管理署の指導が必要である。 

CSO、市民等 
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(4) CSO等多様な主体の自主的な参画への誘導のあり方

虹の松原を白砂青松の松原に再生していくためには、多大の労力の投入と長期間にわたる継続した

取り組みが必要であることから、CSO、地域住民、企業等、多様な主体の自主的な参画（参加）をどの

ように確保し、また、活動の継続性をどのように確保するかが、極めて重要な課題である。 

このため、佐賀県と唐津市は連携し、CSO 等多様な主体が、自主的に再生・保全活動へ参加を促す

ための取り組みを行う他、虹の松原保護対策協議会への支援を通じ、イベント等を通じた啓発活動や、

再生・保全活動への参加主体のやる気を高める仕組み作り、実技指導の実施やボランティア保険への

加入助成等、再生・保全活動に、誰もが、気軽に参加できるような活動拠点のあり方についても検討

が必要である。 

写真 2-2 再生・保全活動の作業状況
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(5) 再生・保全活動の実施方式

再生・保全活動の実施方式を考える上で、活動を円滑かつ効果的に実施していくために、以下の観

点が重要である。 

虹の松原において実施されてきた、これまでの清掃・美化活動等の実施状況の把握 

自治会・町内会・老人会等の地縁組織、NPO、ボランティア、企業、市民等多様な主体が参加し

やすい方式であること 

再生・保全活動は、中長期的に実施する必要があり、計画的な活動の継続性が確保できること 

虹の松原の保安林機能を維持しつつ、実施する広葉樹の伐採やマツ過密林の間伐は、伐採技術

や安全管理の点から行政による対応を前提とすること 

以上の観点より、従来実施してきた次の2通りの方法を推進する。 

表 2-2 再生・保全活動の方式 

自由参加方式 

従来から取り組まれている清掃・美化活動や市民、ボランティア等の協力を得た

松原全域の一斉清掃（Keep Pine Project～虹の松原クリーン大作戦～、以下KPP）

の参加方式に加え、市民、ボランティア等が再生・保全活動に定期的に、又は随時

に参加できる取り組み方式

アダプト方式 
虹の松原内の一定の作業区域を養子にみたて、市民・ボランティア等が里親にな

って養子（アダプト）の再生・保全活動を行う方式
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以下に上記「自由参加方式」と「アダプト方式」の詳細を述べる。

A) 自由参加方式による再生・保全活動

活動への参加方法 

① 虹の松原保護対策協議会から包括的な事務・業務の委任を受けた組織（以下、「推進団体」、現

在はNPO法人 KANNEが該当）により定期的又は随時に計画されるKPPへの参加 

② 従来から虹の松原保護対策協議会と連携して取り組まれている地域の「松原を守る会」、「東唐

津老人クラブ」等による清掃・美化活動への参加 

③ ボランティアツアー、体験エコツアー等への参加 

作業内容 

・中心的な作業は、除草、松葉掻き、清掃・美化活動等とする。 

・KPPには多くの市民、ボランティア等の参加を呼びかけ、年4回実施する 

・植樹祭等により現状過密になっているマツの小径木の除間伐は、例えば、環境教育・体験林業とし

て、安全管理に配慮しながらモデル的に取り組むことも検討する。 

作業区域 

次の作業区域を主として、適切な範囲で実施する。 

① 「昭和の道」「森林浴の森」付近 

② 汀線ゾーンの区域 

③ 従来から取り組んできている清掃・美化活動の区域 

再生・保全活動への参加の手続き及び作業の流れ 

自由参加方式では、できるだけ気軽に参加できるよう配慮する。以下にフロー図を示す。

図 2-5 自由参加方式による再生・保全活動のフロー図

【参加希望者】 

市民・ボランティア・観光客等 

【虹の松原保護対策協議会】 

（推進団体：業務事務の代行組織） 

・作業内容の紹介 

・ボランティア保険加入手続き 

・活動を希望する日時と作業内容の届出

・作業終了の報告 

・作業の実施 

（除草、松葉掻き、清掃美化活動等） 

・完了確認 

・作業場所の案内 

・作業上の注意事項の説明 

・用具の貸与 

・安全確認 

・作業確認 

・ゴミの回収等 
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B) アダプト方式による再生・保全活動

活動への参加方法 

参加希望者は、虹の松原保護対策協議会（推進団体）に参加申し込みを行い、一定の区域（場所）や

実施する再生・保全活動の内容等について合意書を締結する。

取り組む作業内容等 

除草、松葉掻き、草刈り、清掃・美化活動等を主とした再生・保全活動を定期的に実施

作業区域 

作業区域は、再生・保全活動の工程表に基づいて推進団体が設定し、参加者が了承して決定する。

松原全域を対象（自由参加方式による活動区域を含む）とするが、特に次の区域については、優先的

な作業区域とする。

・汀線ゾーンの区域で、腐植層除去が実施された区域

再生・保全活動への参加の手続き及び作業の流れ 

以下にフロー図を示す。

図 2-6 アダプト方式による再生保全活動のフロー図

【参加希望者】 

市民・ボランティア・観光客等 

【虹の松原保護対策協議会】 

（推進団体：業務事務の代行組織） 

・作業区画の割り振り 
・参加届出 

合意書の締結 

①活動を行う作業区域 

②活動内容    等 

・活動計画の提出 

・実施状況報告書の提出 

・作業の実施 

（除草、松葉掻き、清掃美化活動等） 

・作業上の注意事項の説明 

・用具の貸与 

・安全確認 

・ボランティア保険加入手続き 

・完了確認 

・作業確認 

・ゴミの回収等 
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これまでの取り組みと現状

虹の松原における松原再生・保全に向けた気運の盛り上がりに合わせて、2008（平成 20）年度以降

虹の松原内では様々な取組が行われるようになった。これまでの取り組みと現状について以下に述べ

る。 

1．各主体の取り組み

(1) 林野庁佐賀森林管理署の取り組み

ア 事業の実施

虹の松原では、当該国有林野の有する防風、潮害防備機能や保健文化機能等の公益的機能の維持・

増進に重点を置き、開かれた「国民の森林」の実現に向けた取り組み等を推進しつつ、管理経営を行

うこととしている。このため、林野庁佐賀森林管理署では、松くい虫防除対策、防風垣・防護柵の設

置・維持修繕、枯損木・風害木の伐倒・除去、下刈、衛生伐（注）等を実施している。 

特に、虹の松原を保全していく上では、マツ林を残すことが必須条件であり、そのためには松くい

虫防除対策の円滑かつ適切な実施が重要である。 

昭和40年代、松くい虫の被害が年々拡大し、1972（昭和 47年）度には1917本の被害木が発生した

ことから、1973（昭和 48）年度から新たに空中散布が導入された。 

その後、被害は徐々に減少し、1983（昭和 58）年度には被害木が20本まで減少した。 

しかし、平成3年の19号台風以降、再び被害が増加し、平成4年度には過去最高の2334本の被害

木が発生するに至っている。 

その後も薬剤散布を継続して実施したが、平成7年頃まで高い被害木数で推移した。 

このため、1996（平成 8）年度から伐倒から駆除までの一貫作業（特別伐倒駆除）を取り入れた結

果、被害は低水準に抑えられている。 

現在は、毎年、空中散布約 143ha、地上散布約65ha、樹幹注入を継続的に実施しており、直近5年

間では被害本数を250本前後と低い水準で抑えている（2018（平成 30）年度までは林野庁佐賀森林管

理署を中心として佐賀県及び唐津市との共同防除を実施）。 

図 3-1 松くい虫の被害の推移 

（注） 衛生伐とは、虹の松原では松くい虫被害対策として、病虫害の防除の目的で、衰弱した林木や

被害木を伐採すること。
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イ 基本計画の策定

林野庁佐賀森林管理署が主体となり、2007（平成 19）年 9 月に、「虹の松原保全・再生対策調査」

が実施され、将来のあるべき姿並びに取り組みの方向を示した「基本計画」を策定した。「基本計画」

は 2014（平成 26）年 1月にその一部（主に整備目標及び再生・保全計画）の見直しを行っている。

基本計画では、虹の松原について、林相・植生等の状況から 3つのゾーンに大別し、ゾーン毎に、

保全・再生に向け、今後の必要な作業種を示した。（図 3-2参照） 

※「基本計画」の概要については 巻末資料を参照 

図 3-2 基本計画におけるゾーニング図

表 3-1 各ゾーンの特徴 

ゾーン区分 特徴

汀線ゾーン 汀線から県道347号線までの幅約200mの範囲。現状はマツ単層林。 

内陸ゾーン
県道 347号線から内陸側の幅300～400mの区域で、縁辺ゾーンを除く範囲。マツ

を上木都市、中・下木に広葉樹またはマツ稚樹が見られる複相林。

縁辺ゾーン
虹の松原の内陸側縁辺部で、縁辺から最低50m幅を確保した範囲。すでに広葉樹

を主体とする箇所も縁辺ゾーンとする。中央部付近では約100mの林帯幅がある。

県道 347 号線
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(2) 佐賀県の取り組み

ア 虹の松原保護対策協議会の運営支援

虹の松原保護対策協議会で必要な虹の松原再生・保全活動推進に要する経費の一部を唐津市と共同

で負担している。

イ 松くい虫特別防除（空中散布）への協力

特別防除（空中散布）については、松くい虫の被害防止に重要な役割を果たしており、林野庁佐賀

森林管理署、佐賀県及び唐津市の三者が連携するとともに、地域全体の協力のもと、①通行者、通行

車両への薬剤被害防止のための案内板設置や林外への誘導、②散布区域周辺住民への協力依頼チラシ

の配付、③クルマエビ養殖場の安全確保、④駐車車両等への薬剤付着防止のためのビニールシートの

被覆等を行いながら実施している。 

ウ 事業の実施

佐賀県では、実行計画の策定を受け、2009（平成 21）年度より内陸ゾーンの広葉樹伐採、マツ過密

林の除伐、縁辺ゾーンでの除伐、抵抗性マツの補植、汀線ゾーンでの腐植層除去を実施してきており、

2019（平成31）年度をもって一連の整備事業が終了する見込みであり、以後は抵抗性マツの補植によ

る維持管理を行う予定である。 

これらの事業により、松原内の景観は大幅に改善し、特に汀線ゾーンの腐植層除去事業により、白

砂青松の状態に近づいた。このため、今後の再生・保全活動への大きな後押しとなっている。 

表 3-2 各ゾーンでの事業実施状況

ゾーン区分 事業内容 実施期間

汀線ゾーン 腐植層除去 2017～2019 

内陸ゾーン

広葉樹伐採 2009～2017 

マツ過密林除伐 2013～2015 

抵抗性マツ補植 2012 

縁辺ゾーン 縁辺ゾーン除伐 2013～2019 



17 

写真 3-1 広葉樹伐採実施による林内の変化（左：実施前，右：実施後）

写真 3-2 汀線ゾーン腐植層除去実施による林内の変化（左：実施前，右：実施後） 

写真 3-3 再生・保全活動実施による林内の変化（腐植層除去範囲）（左：2008年，右：2019年）
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(3) 唐津市の取り組み

ア 虹の松原保護対策協議会の運営

虹の松原保護対策協議会で必要な虹の松原再生・保全活動推進に要する経費の一部を佐賀県と共同

で負担している。また、虹の松原保護対策協議会の事務局として運営を行っている。

イ 再生・保全活動の支援

虹の松原保護対策協議会とともに再生・保全活動にかかる活動支援、普及啓発、各種関係団体等と

の連絡調整などの支援を行っている。

ウ 松くい虫特別防除（空中散布）への協力

特別防除（空中散布）については、松くい虫の被害防止に重要な役割を果たしており、林野庁佐賀

森林管理署、佐賀県及び唐津市の三者が連携するとともに、地域全体の協力のもと、実施している。

（詳細はp-16参照）

エ 環境整備

再生・保全活動をより行いやすくするため、活動者向け駐車場用地の確保、資材保管用の倉庫の設

置、活動者用のトイレの設置等を行っている。
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(4) 虹の松原保護対策協議会の取り組み

ア 事業の実施

毎年、県道沿いの下刈・除草やニセアカシアの伐根処理を実施してきた。

これらの環境整備は、地域の市民の利用上の利便性の確保はもとより、域外からの観光客の入込み

者数の増加、虹の松原の観光資源としての価値向上等に重要な役割を果たしてきた。

イ 市民の活動

虹の松原での活動については、1年を通じて 

① KPPの実施 

② アダプト方式による再生・保全活動等への支援 

③ 「松原を守る会」、「東唐津老人クラブ」による駐車場周辺の清掃への支援 

を推進団体を通して行っており、松原の景観向上に大きく寄与している。 

第 1 期、2 期では以下の範囲において主な活動が行われた。参加人数は毎年 8000～9000 人程度で、

そのうちアダプト活動に 7000 人程度参加しており、毎年 3～4 回開催される KPP に毎回 200～300 人

程度が参加している。また、「松原を守る会」、「東唐津老人クラブ」は、年間を通じて駐車場周辺等で

のごみ清掃を行っている。アダプト登録団体は年々増加し、2017（平成 29）年に 219 団体となった。

しかし、近年は登録団体数も横ばいとなっており、参加人数増加の方法を検討すべきである。 

図 3-3 アダプト活動登録範囲 

写真 3-4 再生・保全活動実施による林内の変化（腐植層未除去範囲）（左：2006年，右：2019年）

   :アダプト活動登録範囲 約 57ha（汀線ゾーン内 45ha）

写真撮影箇所
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図 3-4 再生・保全活動への参加者述べ人数 

図 3-5 アダプト登録団体数 
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(5) 虹の松原における独自の活動

近年では、松葉掻きやショウロ発生試験を手がけるボランティア組織やNPO法人、学校等による独

自の活動が活発に行われており、その研究の成果が認められ様々な賞を受賞している。巻末に受賞歴

を掲載する。また、2018（平成 30）年 4 月には虹の松原の市民・CSO 等による再生・保全活動を紹介す

るためにニューヨークの国連本部において峰達郎唐津市長がスピーチを行った。（写真 3-5）

写真 3-5 国連での峰達郎唐津市長によるスピーチ 



22 

2．虹の松原の利用状況

虹の松原ではイベント等による様々な利用が行われている。以下に2018（平成 30）年度の例を

あげる。 

(1) スポーツイベントでの利用

第 19回 虹の松原トライアスロンｉｎ唐津（6月実施） 

第 23回 唐津市浜玉町虹の松原クロスカントリー大会（10月実施） 

第 59回 唐津１０マイルロードレース（2月実施） 

第 31回 虹の松原カップ西日本選抜小学生クラブ駅伝競走大会（3月実施） 

写真 3-6 イベント実施の状況（左：虹の松原トライアスロン，右：虹の松原カップ） 

(2) 撮影地としての利用

唐津映画「花筐/HANAGATAMI」（2017年公開） 

タイ映画「Time Line」（2014 年タイで公開） 
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再生・保全活動の課題

1．課題の抽出

第2期までの活動実績より、以下の項目を第3期において重点的に検討すべき課題として抽出した。 

図 4-1 第 3期において重点的に検討すべき課題

① 【再生・保全活動の妥当性】 

第 3章で述べたように、虹の松原再生・保全活動に参加している市民・団体等のボランティア人数

は、年間延べ 8000～9000 人であり、これ以上の大幅な増加は見込めない状況にある。このような中

で、200haに及ぶ松原全域に人手を入れて、十分な活動をすることは、現状では困難である。 

このような中、汀線ゾーンでの腐植層除去事業が行われ、多額の事業費を投入して白砂が露出する

状態に回復している。 

いかにして汀線ゾーンの白砂露出の状態を維持していくかが課題であり、作業の優先順位、マンパ

ワーの投入場所の選定を行う必要がある。 

② 【今後の維持管理方法】 

汀線ゾーンで腐植層除去された区域の維持管理方法について、アダプトの効率的な作業配分につい

ての検討が課題である。

また、広葉樹伐採後の内陸ゾーンや縁辺ゾーンについての維持管理方法についても課題である。

③ 【副産物の利用】 

年間1000tに及ぶ松葉の処理方法について、できるだけ費用を掛けず、効率的に再利用できる手法

の検討と整備が課題である。 

保全活動の妥当性

アダプト活動の実績より，

活動内容・範囲等の

見直し

課題1

今後の維持管理方法

腐植層除去・

広葉樹伐採後の

維持管理方法の検討

課題2

副産物の利用

副産物の利用方法

の検討，整備

課題3

活動資金の調達

事業継続のため，

活動資金の調達方法

の検討

課題4

各主体の役割分担

各主体の役割，

年次目標のみえる化

課題5

活動内容の課題 活動後の課題 実行計画の課題
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④ 【活動資金の調達】 

現状の活動資金は、佐賀県と唐津市からの補助金でそのほとんどが賄われており、一部を寄付金で

補填している。将来的には自主事業として利益を生み出すシステムの構築が理想である。さらに、広

範囲にわたる松原の再生・保全活動には更なる資金が必要であり、この調達方法が課題である。 

⑤ 【各主体の役割分担】 

実行計画において定められている具体的な方策について、実行主体が不明確であったところが課題

である

写真 4-1 ＫＰＰ活動時の集合写真
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第 3 期の重点的活動

1．活動の基本方針

図 5-1 実行計画期間 

実行計画に基づく第1～2期の各主体の取り組みにより、虹の松原の景観は大きく改善した。特に汀

線ゾーンの腐植層除去では、簡単な作業で白砂青松を維持できる状態になり、再生・保全活動の作業

効率が大きく向上することが期待される。 

しかし、腐植層除去後の林床も、1 年放置すると草類が生えていることから、数年放置すると元の

ように腐植層が形成されていくと推測される。 

第 3期では、汀線ゾーンで白砂が露出した状態を維持していくことを最大の目標に掲げ、そのため

に必要なボランティア人員の配分や農家等の効果的な活用などの必要な措置を行うとともに、再生・

保全活動を継続して実施していく方策についても検討する。 

2．活動内容

（1） 課題への対策

① 【再生・保全活動の妥当性】 

第 2章に示した「実行計画の目指す将来の虹の松原の姿」の方針は不変とする。 

第 3期においては、腐植層除去が行われた汀線ゾーンについて、最優先で再生・保全活動を行

い、白砂が露出する状態を維持していく。 

② 【今後の維持管理方法】 

推進団体が主体となり、汀線ゾーンの白砂露出状態維持に向けた所要人員の試算に基づき、現

地の状況を確認しながら、適切な人員配分を行っていく。（p-27 （2）第 3 期の維持管理方針

を参照） 

林野庁佐賀森林管理署と推進団体が協力し、副産物の販路を検討しながら、継続的に行えるよ

う努力する。 

虹の松原保護対策協議会が中心となり、内陸ゾーン、縁辺ゾーンについて草刈り作業を主とし

た維持管理を継続していく。 

虹の松原保護対策協議会は使用道具の工夫や機械化による作業簡略化について、企業、CSO と

の連携により研究を行う。 

③ 【副産物の利用】 

虹の松原保護対策協議会は唐津市、唐津観光協会、旅行代理店と協働して、ボランティアツア

ー、エコツアー等の企画、誘致に取り組み、県内外での再生・保全活動に対する意識醸成を図

る。
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虹の松原保護対策協議会が中心となり、松葉の堆肥化等による農家での利用を積極的に進めつ

つ、その他の副産物利用について検討と研究を行う。以下に利用方法の例を示す。 

（例）ペレット、マルチング材、松脂を用いたキャンプ用品、松露、シャンプー 

表 5-1 副産物の利用例 

名称 ペレット 松ぽっぷり シャンプー（RePROTE）

写真

概要 

副産物（松枝、松葉）より作

られた木質ペレット。燃料

としての利用や、マルチ材

としての利用、芳香剤とし

ての利用が可能である。

松ぼっくりから作成した芳

香剤。松ぼっくり自身のか

わいさに注目し、飾りとし

ての芳香剤となっている。

デザインや添加する香りを

自由に決められる。

虹の松原の松葉から抽出し

たフルボ酸を添加したシャ

ンプー。髪の毛へより多く

の栄養分を供給することが

出来る。

製造
・NPO法人 KANNE 

・佐賀県立唐津南高校

・佐賀県立唐津南高校 ・国土防災技術（株）

松葉、落枝、ショウロなど、国有林副産物として利用に料金がかかる材料に関しては、虹の松

原保護対策協議会が窓口として一元的な管理を行うことで、利用促進につながらないか検討す

る（国から購入した副産物を、購入者が加工・販売して利益を得ることに支障はない）。 

虹の松原保護対策協議会は CSO等と連携し、副産物の商品化について研究開発を進め、自主事

業として成り立つシステムの構築を目指す。また、副産物より製造した商品の利益をふるさと

納税により寄付する事例も出現していることから、副産物から製造した製品について、認証を

与えるなどして、協働することも検討する。 

虹の松原保護対策協議会が活動により生じる心地良い空間や時間、そこで行われる森林浴や海

気浴も「副産物」の対象に加え、有効活用する方策を検討する。 

④ 【活動資金の調達】 

虹の松原再生・保全活動を将来的に安定して継続するためには、活動資金の確保が必要であり、

主に副産物の利用・販売による利益により賄われるシステムを構築するために虹の松原保護対

策協議会を中心として製品化の研究を進める。

佐賀県と唐津市が中心となって、虹の松原再生・保全活動の情報発信を全国へ広く行う。

推進団体が中心となりその他の公的補助金の活用について、検討を行う。

虹の松原保護対策協議会において副産物の利用等で得られた利益を一元化し、管理するシステ

ムの構築を検討する。

⑤ 【各団体の役割分担】 

各団体の役割について明確化する。（第６章に詳細を記載） 

１年毎の進捗を評価するため評価委員会を設置する。（第６章に詳細を記載）
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（2） 第 3 期の維持管理方針

ア 維持管理に必要な人員の試算

（ア）汀線ゾーンにおける作業種による区分

維持管理に必要な人員の試算にあたって，汀線ゾーンにおける第 3期の維持管理に必要な作業種を

基に範囲の区分を行った。

図 5-2 第 3期の維持管理に必要な作業種による活動範囲の区分 

表 5-2 各範囲の特徴と維持管理に必要な作業

色 範囲名 
面積 

（ha） 

維持管理に 

必要な作業 
特徴 

範囲 A 約 35.6
・松葉掻き 

・簡単な除草

2018（平成30）年度までに腐植層除去された範囲 

+再生・保全活動により砂地が露出する範囲 

範囲 A´ 約 14.5
・松葉掻き 

・簡単な除草
2019（平成31）年度までに腐植層除去する範囲 

範囲 B 約 14.9 ・草刈り 保安林機能維持のため腐植層除去を行わない範囲 

佐賀県による腐植層除去の進捗により、2019年度では範囲Aと範囲Bにおける作業を行い、2020

年度以降はさらに範囲A´を加えた範囲で作業を行う。 

（イ）作業種ごとの作業可能面積

また，これまでの実績より作業種ごとの時間当たりの作業可能面積について検討を行った。

表 5-3 作業内容毎の実施可能面積 

作業内容 
1人，1時間の 

作業範囲（m2）

必要年間 

最低活動回数
備考 

作業① 草刈り 200 1 
刈り払い機による作業を想定 

アダプト活動での実績より設定 

作業② 
落枝等拾い 

松葉かき 
100 2 

20～60代の男性メインのアダプト活動 

40m×40m＝1600m2を 14人、45分で実施。 

1600m2÷14人÷（45/60）＝150m2

年齢層等考慮し≒100m 

作業③ 簡単な除草 60 2 

手作業によるチガヤの除草を想定 

アダプト活動での実績より設定 

（草の密度、根の張りにより変化） 

作業④ 除根を伴う除草 4 2 

手作業による腐植層除去前の活動を想定 

アダプト活動での実績より設定 

（除根に時間を要する） 

※1人 1時間での作業範囲は、第2期の活動実績から判断した。
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（ウ）必要な作業時間の試算

上記（ア）（イ）における検討を基に、作業範囲ごとに 1年間で必要な作業時間を以下に試算した。 

【2019年度の活動】 

表 5-4 2019年度の作業時間の試算 

色 範囲名 作業内容 試算 

範囲A 

作業② 356,000㎡÷100㎡/人×2回＝7,120時間 

作業③ 
作業範囲中の60％が草で覆われているとすると 

（356,000 ㎡ ×0.6）÷60 ㎡ /人×2回＝7,120時間 

範囲B 作業① 149,000㎡÷200㎡/人×1回＝745時間 

【2020 年度の活動】

表 5-5 2020年度以降の作業時間の試算 

色 範囲名 作業内容 試算 

範囲A 

+ 

範囲 A´ 

作業② 501,000㎡÷100㎡/人×2回＝10,020時間 

作業③ 
作業範囲中の60％が草で覆われているとすると 

（501,000 ㎡ ×0.6）÷60 ㎡ /人×2回＝10,020時間 

範囲B 作業① 149,000㎡÷200㎡/人×1回＝745時間 

（エ）現在の活動による作業可能面積

【KPPによる作業可能面積】 

年間におけるKPPの参加者は約850人（過去3年間の平均値）であり、この人数が範囲A（A´）で

2時間の活動を実施しているため，作業可能面積は， 

850人×2時間×（501,000m2÷20,040時）＝42,500m2≒4.2ha 

程度となる。 

【アダプト活動による作業可能面積】 

年間におけるアダプト活動の参加者は約 7000 人であり、この人数が範囲 A（A´）で平均 1 時間の

活動を実施しているため、作業可能面積は、 

7000人×1時間×（501,000m2÷20,040時）＝175,000m2＝17.5ha 

程度となる。 

維持管理には年間で計7,120 時間+7,120時間+745時間＝「14,985時間」の活動が必要。 

維持管理には年間で計10,020時間+10,020時間+745時間＝「20,785時間」の活動が必要。 
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（オ）作業可能範囲の検討

作業時には駐車場やトイレが近くにあることも重要であるため、各施設の位置による作業可能範囲

の検討を行った。検討時には各施設より400m（5分で移動が可能な距離）を基準として作業可能範囲

と作業困難範囲の区別を行った。

図 5-3 作業困難範囲 

検討結果より作業箇所周辺にトイレがない範囲（2.7ha）と、作業箇所周辺に駐車場もトイレもない範

囲（1.9ha＋5.7ha＝7.6ha）の合わせて10.3haが存在する。この範囲を作業困難範囲とする。 

2.7ha 5.7ha1.9ha

利用可能なトイレ

駐車場位置

200ｍ

400ｍ

駐車場のみ

200ｍ

400ｍ

駐車場近くにトイレあり

作業困難範囲 
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（カ）第 3 期の維持管理方針

上記（ア）～（オ）の検討より第3期の作業の方針は以下のとおりとする。 

図 5-4 第３期の維持管理方針 

KPPの活動範囲は従来通り「昭和の道」と「森林浴の森」を主とした4.2haとする。 

作業可能範囲（駐車場やトイレが確保できている範囲）で、KPP の活動が入らない範囲におい

て、現在のアダプト活動人員を再配分し、17.5ha 分の活動を行えるようにする。 

作業可能範囲内で現在の人員では作業が行えない範囲（未着手範囲）においての活動を行うた

め，活動時間を増やすように協力を依頼する（1 回平均 1 時間程度のアダプト活動が平均 2 時

間程度となれば未着手範囲での活動を概ね実施できる）。 

活動が実施できない範囲については、シルバー人材センター等を活用する。 

県内の学校等の社会教育の一環としての再生・保全活動等を働きかけ、参加者の増加を図る。 

再生・保全活動を住民に広く呼びかける手段を検討する。 

草刈り作業は、発芽能力のある種子ができる前（例えばチガヤは5月ごろ等）に実施する。 

なお、作業の所要時間等は、数少ないデータを基に算出したものであるため、今後の作業実績を踏

まえ、数年ごとに適宜再評価を行い、計画を補正していくこととする。特に、作業時間（チガヤの除

根、チガヤ以外の除根、松葉掻き、落枝拾い、草刈り）に関するデータを集める。

KPP 範囲 

4.2ha

作業困難範囲 

10.3ha

アダプト活動範囲 

17.5ha

未着手範囲 

18.1ha
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3．工程表

目標とする汀線ゾーンの維持管理について、第3期の工程表を示す。 

図 5-5 第 3期活動範囲区分図 

表 5-6 第 3期工程表

2019 2020 2021 2022 20232019



32 

実行計画の推進体制

虹の松原の再生・保全は、管理者である国（佐賀森林管理署）や地域の自治体だけの取り組みでは、

実行が困難であり、CSO、地域住民、企業等多様な主体と協働した取り組みが不可欠である。

また、活動を円滑かつ効果的に実施していくために、これを支援・推進していく組織が必要である。

現在、唐津市が主体となる組織である、虹の松原保護対策協議会が、その中心的な役割を果たして

おり、ここから事務・業務等を委託された推進団体により、再生・保全活動の参加者への支援・補助

を行う体制が整えられている。ここでは、虹の松原再生・保全活動に対して実行計画の推進体制につ

いて示す。

1．各主体の役割

図 6-1 虹の松原の再生・保全に関する組織図

虹の松原

林野庁
佐賀森林管理署

唐津市

虹の松原保護
対策協議会

佐賀県

推進団体 

CSO・地域住民等 
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（1） 林野庁佐賀森林管理署の役割

林野庁佐賀森林管理署は、虹の松原の管理者として、防風や潮害防備等の保安林機能の適切な維持・

保全を行うとともに、虹の松原の再生・保全活動に取り組むCSOや団体等の再生・保全活動を促進す

るため指導と助言を行う。 

林野庁佐賀森林管理署は、基本計画に定める保全管理計画を佐賀県、唐津市、CSO、市民等と連

携して推進するとともに、白砂青松の松原への再生を主眼とする景観保全計画を踏まえて策定

される実行計画が円滑に推進されるよう指導、助言を行う。 

林野庁佐賀森林管理署は、基本計画に定める「景観保全モデル林」を設定し、そこで各作業を

集中して行い、作業結果のモニタリングを実施することにより、景観保全のための再生・保全

活動に係る作業方法の習得機会の提供や環境教育の場としての活用を図る。 

林野庁佐賀森林管理署は、虹の松原の海岸防災林としての機能を強化するため、過密となって

いる林分について、その除間伐の進め方を技術的に検証することとし、林分の樹高、樹冠疎密

度、汀線からの距離等の各因子を勘案して、「密度管理モデル地区」を設定し、そのモニタリン

グを実施する。また、平成26年度に策定した「虹の松原」管理マニュアルにより、CSOや各種

団体等が除間伐作業を行う場合は指導・助言を行う。 

（2） 佐賀県の役割

佐賀県は、虹の松原の再生・保全活動に関して、地域の行政機関として、積極的な支援を行う等一

定の役割を果たす必要がある。 

佐賀県は、関係団体とともに設置した虹の松原保護対策協議会を中心として、松原の清掃・美

化活動に取り組む他、林野庁佐賀森林管理署が実施する松くい虫の防除対策等の保安林の維

持・保全活動に協力する。 

佐賀県は唐津市と連携し、虹の松原の再生・保全活動への多様な主体の参画を促すとともに、

虹の松原保護対策協議会を通じて、これに取り組む CSOや団体等の活動を促進するための支援

等を実施する。 

佐賀県は唐津市と連携し、林野庁佐賀森林管理署との協定（「虹の松原風致探勝林の整備・管理

及び活用に関する協定」及び「虹の松原風致探勝林の活動計画に係る協定」）に基づき、林野庁

佐賀森林管理署の指導、協力のもと、虹の松原内の広葉樹の伐採やマツ過密林の除伐等を実施

する｡

（3） 唐津市の役割

唐津市は、虹の松原の再生・保全活動に関して、地域の行政機関として、積極的な支援を行う等一

定の役割を果たす必要がある。 

唐津市は、関係団体とともに設置した虹の松原保護対策協議会を中心として、松原の清掃・美

化活動に取り組む他、林野庁佐賀森林管理署が実施する松くい虫の防除対策等の保安林の維

持・保全活動に協力する。 

唐津市は佐賀県と連携し、虹の松原の再生・保全活動への多様な主体の参画を促すとともに、

虹の松原保護対策協議会を通じて、これに取り組む CSOや団体等の活動を促進するための支援

等を実施する。 
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林野庁佐賀森林管理署との協定（「虹の松原風致探勝林の整備・管理及び活用に関する協定」及

び「虹の松原風致探勝林の活動計画に係る協定」）に基づき、林野庁佐賀森林管理署の指導、協

力のもと、虹の松原内の広葉樹の伐採やマツ過密林の除伐等を実施する｡

（4） 虹の松原保護対策協議会の役割

虹の松原保護対策協議会は、地域住民及び観光客等に対し、虹の松原の重要性を喚起し、愛林精神

の高揚に努めるとともに、推進団体に事務・業務の委託等を行い、虹の松原の再生・保全活動が円滑

に推進されるよう支援に努める。 

虹の松原の保護・育成事業として、松くい虫特別防除（空中散布）への協力や松原の巡視を実

施する。 

清掃・美化促進事業として、松原内のゴミ清掃や景観の美化への取り組みを推進させる。 

自然保護思想の普及事業として、虹の松原の保護育成と、白砂青松の姿を取り戻す活動に関す

る協力を行う。 

虹の松原の再生・保全活動の資金を確保するための基金のPRと募金活動を実施する。 

虹の松原の保全のために松くい虫被害木の被害が周辺エリアに拡散することを防止するため

に必要な支援・助言を行う。 

推進団体が行う各種催しを行政機関、関係者とともに支援する他、活動の成果が顕著な団体等

を表彰する等顕彰等に取り組む。 

（5） 推進団体の役割

虹の松原の再生・保全活動の窓口としての役割や、アダプト方式による活動の管理運営等を、虹の

松原保護対策協議会と協働して取り組む｡また、その活動状況の把握と実行過程から出てくる問題の

把握に努める。 

虹の松原の再生・保全活動は、森林法や文化財保護法等による各種規制を受けることから、CSO、

市民等各主体の再生・保全活動が円滑かつ適正に行われるよう、佐賀県、唐津市及び所管する

行政機関の協力を得て、手続きを行う。 

佐賀県、唐津市、虹の松原保護対策協議会と協働し、虹の松原の再生・保全活動への多くのCSO、

市民等、企業、団体等、多様な主体の自主的な参加を促す取り組みを行う。 

KPP への多くの市民の参加の呼びかけや松原ウォーキング、キノコ・野草等の観察会等の活動

に取り組む。

再生・保全活動に参加する CSO等に対する様々な活動支援（マニュアル提供、実技指導、資材

貸出等）を実施する｡

再生・保全活動に関する評価委員会を運営し、定期的に虹の松原保護対策協議会に報告する。

（6） CSO、地域住民、企業、団体の役割

虹の松原の再生・保全は、地域の多様な主体の協力が必要であり、CSO（市民社会組織）や地域

住民は、再生・保全に向けた具体的な取り組みにおいて中核的な役割を果たすことが期待され

る。 

また、地域の企業、団体は、虹の松原の再生・保全活動に積極的に参加し、新しい技術開発や

商品開発等を通じて、再生・保全活動および地域社会へ貢献することが期待される。



35 

2．実行計画推進状況の把握

虹の松原の再生・保全活動を着実に推進していくためには、実行計画で示された中期的な取り組み

の進捗状況を把握し、実行の過程で出てくる様々な問題等について関係者の間で検討を加え、必要な

改善策を講じていくことが重要である。

そのために虹の松原保護対策協議会が中心となって、中間段階で評価を行っていく組織を設ける。

（1） 評価委員会の設置

虹の松原保護対策協議会の下部組織として、推進団体が運営する評価委員会を設置し、アダプト方

式による再生・保全活動に参加する団体の他、自由参加方式による市民、ボランティア等、また必要

に応じ、ボランティア活動に関する有識者等の参加を得て、以下の事項等を取りまとめ、討議する。

再生・保全活動の実施状況

第３期実行計画の履行状況 

実行過程での課題、問題点 

改善策の検討と次なる活動への反映 

なお、必要に応じて、虹の松原保護対策協議会内にワーキンググループ（以下 WG）を設置し、課題

の解決を図る。以下に設置を検討すべきWGの例を示す。 

（例）効率的な作業道具、作業の機械化、副産物の活用方法、チガヤ除去の方法、住民への広報 

（2） 評価委員会の役割

評価委員会は、虹の松原の再生・保全活動の推進状況および改善策等について、定期的に必要

な事項を報告し、調整を図る。 

虹の松原保護対策協議会は、再生・保全活動の実施状況等の報告を受け、総会の場で1年間の

再生・保全活動の報告を行う。 

その他、必要に応じて、評価委員会から報告された改善策について、その実行支援に取り組む。
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I 虹の松原再生・保全実行計画策定プロジェクトチーム設置要綱

２００７（平成１９）年１１月２６日設置

虹の松原保護対策協議会

（趣旨）

第１ 国（佐賀森林管理署）が策定する「虹の松原保全・再生基本計画」を踏まえ、虹の松原の再生・

保全に向けた具体的な実行計画を策定するため、虹の松原保護対策協議会に「虹の松原再生・

保全実行計画策定プロジェクトチーム」（以下、「再生計画策定ＰＴ」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２ 再生計画策定ＰＴは、次の事項を所掌する。 

① 虹の松原再生・保全実行計画（以下、「再生計画」という。）の策定に関すること 

② その他必要と認められるもの 

（構成） 

第３ 再生計画策定ＰＴは別表の構成員で構成する。 

（組織等） 

第４ 再生計画策定ＰＴに、座長を置く。 

２ 座長は、メンバーの互選により定めるものとする。 

３ 座長は、実行計画策定ＰＴを代表し、その事務を掌理する。 

４ 座長が必要と認める場合は、新たな構成員を加えることができる。 

（会議） 

第５ 座長は、第２で定める所掌事務を審議するため、会議を招集し、会議を主宰する。 

２ 座長は、会議において構成員の意見を聴取するほか、専門的な知見を有する者の意見を聴取す

るため、その出席を要請することができる。 

（会議の公開） 

第６ 座長が適当と認めるときは、会議を公開できるものとする。 

（庶務） 

第７ 再生計画策定ＰＴの庶務は、虹の松原保護対策協議会事務局において処理する。 

（その他） 

第８ この要綱に定めるもののほか、再生計画策定ＰＴの運営等に関し必要な事項は、座長が定め

る｡ 

※「再生計画策定ＰＴ」メンバー、オブザーバーについては、第1次改訂計画書を参照 
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II 虹の松原再生・保全実行計画第 2次改訂検討委員会メンバー・オブザーバー

所属 役職名 氏名 備考 

林野庁 佐賀森林管理署 署長 川部 静也 オブザーバー 

佐賀県 県民環境部  

有明海再生・自然環境課 
課長 中島 則久  

 〃  農林水産部 林業課 課長 有田 修三  

唐津市 経済観光部 虹の松原室 室長 西山 将夫  

 〃  農林水産部 農地林務課  課長 奈良 茂  

 〃  教育委員会 生涯学習文化財課 課長 中尾 修二  

唐津商工会議所 専務理事 山下 正美  

(一社)唐津観光協会 専務理事 國谷 恵太  

唐津東商工会 事務局長 山口 健  

唐津市立東唐津小学校 校長 森永 浩幸  

佐賀県立唐津南高等学校 校長 久富 光祐  

虹の松原七不思議の会 代表 岡崎 順一  

ホワイトブルー虹 代表 宮崎 孝則  

NPO法人 NetworkStationまつろ 理事長 平岡 務  

西九州たばこ耕作組合玄海支所 所長 山川 信吾  

(一社)唐津青年会議所 理事長 太田 順子  

NPO法人唐津環境防災推進機構KANNE 理事長 生部 高  

佐賀大学名誉教授  田中 明 座長 
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III 法的規制に対する対応（佐賀森林管理署の基本計画より）

虹の松原で、マツの間伐や林内作業を実施する場合は、文化財保護法や森林法等により各種

規制を受けることになる。各種の作業実行に際しての法的規制の現状は、次のとおりである。

図７．法的制限の許認可フロー

注： 各法令とも最右欄の者が許認可権限を有するが、行為の内容により、佐賀県

又は唐津市に権限が委譲されている。

申請 同意 

森林法 農林事務所 県知事行為者
申請

許可

自然公園法 県知事行為者
申請

許可

申請

文化財保護法 行為者 文化庁長官
許可

申請

風致地区条例
行為者

許可

唐津市長

申請窓口

佐賀森林管理署
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表６．作業種と法的制限（虹の松原の場合）

作業種 
森林法 

（保安林） 
自然公園法 
（国定公園） 

文化財保護法 
(特別名勝) 

風致地区条例 

枯損木等の

除去 

不要 

法34条 1項 9号 

法規則22条の8 3号 

不要 
法13条 3項 2号 

法 13条 9項 3号 

法規則12条 14号 

許可 
法125条 1項 

＊広葉樹等のマツ

以外の場合は不

要 

不要 
条例2条 3項8号 

広葉樹の 

伐採、除去 

許可 
法34条 1項 

＊除伐の場合は不要 

法 34条 1項 8号 

許可 
法13条 3項 2号 

法規則11条 14項 

不要 
＊掘削を伴う場合

は、要協議 

許可（通知） 
条例2条 1項3号 

条例2条 4項 

条例2条 5項10号 

マツの 

除間伐 

届出 

法34条 1項 3号 

法 34条の3 1項 

不要 
法13条 9項 3号 

法規則12条 15号 

許可 
法125条 1項 

＊植生密度の調 

整のための小径

木の伐採は不要 

不要 
条例2条 3項8号

下刈・除草・

松葉掻き 

許可 
法34条 2項

＊ただし、下刈りは不要 

法 34条 2項 5号 

法規則22条の10 1号 

（指定植物）許可 
（上記以外）不要 
法13条 3項 10号 

法規則12条 15号 

＊小径木の伐採を伴う

場合は、広葉樹の伐

採に同じ。 

不要 

不要 
規定なし 

＊小径木の伐採を伴う

場合は、広葉樹の伐

採に同じ。

マツの補植 

不要 
規定なし 

＊ただし、植栽本数に

制限あり（3000本/ha）
法規則22条の4 

（指定地域）届出 
（上記以外）不要 

法13条 8項 

法 13条 9項 3号 

法規則12条 30号 

許可 
法125条 1項 

不要 
規定なし

注：1. 各欄の下段は根拠法令で、「法」は各々の法律、「法施令」は各々の法律の施行令（政令）、「法規則」は 

各々の法律の施行規則（省令）、「条例」は県条例を指す。 

2. 国の機関等が行う場合は、「許可」⇒「協議」又は「同意」、「届出」⇒「通知」となる。 

3. マツの間伐－文化財保護法の欄の「小径木の伐採」とは、ここでは胸高直径10cm以下の個体の伐採を指

す。 

4. 広葉樹の伐採・除去－風致地区条例の欄の「（通知）」は、国有林野内において行う国民の保健休養の用

に供する施設の設置又は管理に係る行為の場合。 

5. 保安林事業として行う場合は、扱いが異なるので留意が必要。 
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IV 虹の松原関連の受賞歴

推進団体（NPO法人唐津環境防災推進機構KANNE） 

年度 内容 備考 

2011 森林の流域管理システム推進発表大会 優秀賞 

「官民の協働による虹ノ松原の再生保全活動について」 

佐賀森林管理署と 

共同発表 

九州風景街道推進会議 平成２３年度 年間優秀活動賞 

『玄界灘風景街道のパートナーシップである当会と市民の皆

様とで行う「松葉かき」』 

2012 第２５回 森林レクリエーション地域美化活動コンクール 

林野庁長官賞 

2013 佐賀県緑化功労者表彰 

2014 県政功労者知事表彰 

2016 地域環境保全功労者 環境大臣表彰 

2017 第２回 佐賀さいこう表彰（協働部門） 

森林・林業の技術交流発表大会 最優秀賞 

「虹の松原保全・再生対策について（経過報告）」 

佐賀森林管理署と 

共同発表 

2018 観光功労者表彰  

平成３０年度 国有林野事業業務研究発表会  

日本森林林業振興会会長賞 

「虹の松原保全・再生対策について（経過報告）」 

佐賀森林管理署と 

共同発表 

佐賀県立唐津南高等学校

年度 内容 備考

2017 森林・林業の技術交流発表大会 最優秀賞 九州森林管理局主催 

第２４回コカ・コーラ環境教育賞 次世代支援部門 優秀賞 

2018 一般社団法人 地球温暖化防止全国ネット主催 

「低炭素杯２０１８」 

セブンイレブン記念財団最優秀地域活性化賞 

イオンエコワングランプリ エコワン活動賞 

九州学校農業クラブ連盟発表大会 意見発表の部 優秀賞 

第２回 佐賀さいこう！企画甲子園 最優秀企画賞 佐賀県知事主催 

佐賀県高校生ＩＣＴ利活用プレゼンテーション大会 

最優秀賞 

佐賀県児童生徒ふるさと学習コンクール 優秀賞 
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〇佐賀県立唐津南高校 虹の松原班の活動（2018（平成 30）年度） 

１．岩手県陸前高田市復興植樹祭への参加・高田高校との交流 

これまでの地道な保全活動や広報活動の功績が認められ、

特別に岩手県陸前高田市にある「高田の松原」での植樹祭に

参加させていただくことが出来ました。東日本大震災で大き

な被害に遭った東北地方に１つの希望として「高田松原奇跡

の一本松」が大きく報道され、それを見た当時の先輩方が未

来へ繋ぐ文化遺産である松原を守る者として、苗木を提供・

植樹する計画を立案したことをきっかけに、本校では７年間

に渡り松苗を管理してきました。植樹祭にあたり地元松苗農

家や唐津市菜畑の造園会社のご指導のもと、７年間育ててき

た松から株分けを行い約２０本の苗を準備し、６月３日つい

に７年越しの夢であった高田松原に松を植樹することが出来

ました。この活動の総植樹数は３年で１万本を予定されてお

り、そのうち外部から持ち込みを認められたのは唐津南高校

のみです。高田の松原を守る会の鈴木会長も「君たちの思い

に感動した。岩手県でも受け継ぐよ。」と言っていただき、私達の思いを松原が繋いでくれたこと

を実感しました。また、岩手県立高田高校の松原保全班の皆さんとも交流ができ、交流の証とし

て校舎に記念植樹を行いました。これからも松原を通して地域文化の重要性や保全について交流

を深めていきたいです。 

２．松原内の有効資源の活用 

１）松葉を活用した固形ペレットへの変換 

 木質バイオマスとして松葉が利用できるか検証する

ため、松葉を原料とした松葉ペレットを作製し、熱量試

験を実施しました。また，ペレットがマルチの代替とし

て利用できるかを検証するため、黒マルチとペレットマ

ルチの二つを使った対照実験を行いました。結果とし

て、木質バイオマスとして十分な熱量を持っていること

が確認でき、黒マルチより松葉ペレットを使用する方が

作業効率の向上、栽培時の経費削減の効果があることが証明されました。現在は養鶏農家の鶏糞

と混合し、新しいペレットの商品化に取り組んでいます。 

２）燃料材として（アウトドア用品としての着火剤や地元旅館の陶板焼きの固形燃料代替品） 

 保全活動後、松ぼっくりについては松原内に放置されている現状を知り、元々松原は防風林以

外にも、燃料としての役割があったことをヒントに、燃料としての可能性を模索しました。生
ナマ

の

松ぼっくりの燃焼実験を行ったところ、8分 30秒の燃焼が確認できましたが燃焼に伴い多量の煙

が出たことにより、野外での使用は可能ですが、目的である旅館など屋内での使用は困難でした。

そこで、形状を残したまま飾り炭として加工することで煙を抑えることを考えました。炭化した
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松ぼっくりの燃焼実験を行ったところ、煙を抑えることには成功しましたが燃焼時間が３分ほど

と短時間で、期待した燃料としての効力は得られませんでした。現在は福岡大学工学部と連携し

質の向上に努めています。 

３）感性工学に基づいた芳香剤（松ぼっくりポプリ） 

 唐津市の新たな観光資源となり、若年層の支持を得られる製品として、松ぼっくり自身のかわ

いさに着目し、飾りとしての芳香剤を開発しました。松ぼっくりで作るポプリとの意味として「松

ポップリ」と名付け、この松ぼっくりを瓶に詰めてＳＮＳ映えするような製品を制作しました。

佐賀県内の女性農業家の団体「農楽がーる」とのワークショップを踏まえ、コスト面や、デザイ

ンや添加する香りを自由に決められる体験型のお土産コーナーと決め、唐津市商工会議所と連携

して進めています。 

 この松ポップリの研究を佐賀県が主催する「第２回佐

賀さいこう企画甲子園(2018)」で発表したところ、最優

秀企画賞を受賞し、来年３月にオランダでの発表も決定

しました。これらの活動を佐賀県森林管理局の方に評価

してもらうことができ、虹ノ松原で採取できる松ぼっく

りを低価格で確保することができ、販売で得た収益を松

原の保全に活用できる段階まで進んでいます。 

３．佐賀県高校生ＩＣＴ利活用プレゼンテーション大会最優秀賞受賞（虹の松原三大銘菓の復活） 

 地元唐津・虹の松原の銘菓「松原おこし」「松露饅頭」そして「松のみどり」というかりんとう

が存在していたことをヒントに松葉粉末をかりんとうに添加し、地元銘菓の復活と松原のＰＲを

兼ねてプロジェクトを行っています。現在は地元飲料メーカーや専修大学と連携し、佐賀総文祭

にからめて全国から唐津に来られる方々へのお土産品として製造しています。 
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V 虹の松原再生・保全に関する CSO等の意見

実行計画は 2007（平成 19）年度に策定され、2013（平成 25）年度に第一次改訂が行われてい

るが、CSO等のＰＴ会議メンバーから、虹の松原の今後のあり方や再生・保全活動等に関し、様々

な意見が出されている。2018（平成 30）年度の第二次改定委員会においても様々な意見が出され

たことから、過去の意見と併せて、主な意見を下表に整理した。 

平
成
１
９
年
度

実
行
計
画
策
定
時

白砂青松を取り戻すことについては、地球温暖防止の観点から有意義であり、白砂

青松となることにより、ショウロも育ち、松原の健全性が維持できる。 

白砂青松の松原を回復させる取り組みを行う場合の留意すべき点として、これまで

虹の松原が担ってきた防風や潮害の防備、虹の松原の全域の植物の生態の保全に十

分な配慮が必要である。 

虹の松原に期待される役割に関しては、海気浴や森林浴の場としての利用の他、き

のこ観察会や松原ウォーキング等の自然体験や環境教育の場として利用されること

が期待される。また、虹の松原は、文化的な財産であり、地域の活性化の資源として

活用していくべき。 

取り組みの方向性に関して、再生・保全活動は、継続して、無理なく、楽しみながら

参加できるような条件整備を行うべき。また、性急にやると失敗するおそれがある

ので、慎重に長い目で見ながら 10年とか20年かけてやっていくのが重要である。 

縁辺ゾーンの広葉樹の取り扱いに関しては、基本計画で現状維持とされているが、

地元の人達の本当の願は｢虹の松原のマツ単相林化｣であり、縁辺ゾーンの広葉樹も

伐採、除去すべき（なお、2014（平成 26）年 1月に見直された基本計画において、

縁辺ゾーンの広葉樹については「不要となる下層広葉樹は伐採・除根」とされた）。

平
成
２
５
年
度

実
行
計
画
第
一
次
改
訂
時

ボランティア活動

・施設整備

ボランティア団体が集まれる場所やビジターセンターのよう

な機能を持たせた活動拠点があると積極的な広報活動や観光

客に対するガイドも可能となり、もっと再生・保全活動に参加

しやすくなるのではないか。

ボランティア活動を実施していて、トイレがないことや雨天時

に少し雨宿りする場所がなくて困っている。少しよる場所があ

るだけでとても活動がしやすくなる。

近年は体験型の旅行なども増えている。遊歩道などが整備され

ていると保全・再生活動を行った後に虹の松原を散策するなど

活動の幅が増える。また、遊歩道（林内管理道）は、観光の視

点だけでなくボランティア活動を実施する上でも必要である。

参加者の増員 時間は持っているが現地まで行けない人に参加してもらえるよ

う福祉バスなどを活用して虹の松原を回るなどすれば良いので

は。老人会などでも暇をもてあそび、元気な人が多いが車がな

いため参加できないという話を聞く。そのような人たちにぜひ

参加してもらいたい。

松くい虫対策 松くい虫対策は国が実施していくことではあるが、対策の一つ

として市民に理解を得ていく啓蒙システムの構築が課題であ

る。

現在、松葉と枝、松ぼっくりなどを区分しているが、例えば焼

却場で温泉を沸かしたり電気を発電したりといった一括処分で

きるような場所や方法があればもっと清掃作業は進むので検討

が必要。
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副産物の処理 松葉かき後に出る松葉は副産物としてきちんと有効活用して

いくことが大切。松葉の再処理開発ができるかどうかが重要。

松葉かき後の後処理を早める方策を考えなければ、ボランティ

アのモチベーションが落ちることや松くい虫被害の蔓延など

も懸念されるため処理の方法を何とか早く解決する必要があ

る。

市民運動 活動を外部の人たちに対して周知することでアダプトの参加

者も増加する期待が持てるため、広報の充実や強化が必要であ

る。

虹の松原にもっと人手が入ることが重要。例えば、松葉を持っ

ていけば地域通貨などのお小遣いがもらえるなど市民を巻き

込む方策が必要（市民運動、活動を広げる）。

例えば、昔あったような（誰もが触れ合えるような）小動物園

を松原の中に作るなど、もっと子供たちを呼び込めるような環

境づくりが必要ではないか。子供たちが自分たちで積極的に虹

の松原をどのようにしていきたいかを掲示するような場所を

設けることも良いのではないか。

ただ散策するだけではなくて、もう少し中に入って学習できる

ような散策コースを設けると市民の皆さんを虹の松原にひき

つけることができるのではないか。案外、一般の市民は虹の松

原に対して無関心なので、このような活動を通して、市民運動

や活動が広がっていくのではないか。なんとなく歩くよりも、

色々説明してもらいながら歩くとおもしろい。

平
成
３
０
年
度

実
行
計
画
第
二
次
改
訂
時

課題 1 

保全活動の

妥当性

最終的に松原全体を対象とするというのは実現可能な目標な

のか？

コアゾーンを指定して守っていく、と考えなければ全体どころ

か一部にも将来的に無理な部分が出てくるのではないか

松原全体を白砂青松とするという目標をなくしてしまうと、虹

の松原の特別名勝に指定される理由が半分も無くなってしま

うのではないか

課題 2 

今後の

維持管理方法

ビーチクリーナー等の機械の導入が必要ではないか 

企業の協力により、既往の機械を改良し使用することができな

いか（新機械の開発等には利益が必要） 

VR 技術によって未来の松原を見られるようにしてモチベーシ

ョンアップに生かすのはどうか 

違った分野の協力や知恵を取り入れる必要があるのではない

か 

ボランティアツアーやエコツアーのような観光客等の活用は

できないか 

ビジターセンターは維持管理費用の捻出が困難であるため現

状では難しい 

外部のイベントでの広報やメディアを通じた広報が必要なの

ではないか 

冬に松葉かきを行い、そのほかの時期には除草を行う等の時期

による作業の変更も必要ではないか



46 

課題 3 

副産物の

利用

ショウロは高級品であるため、大きな収益が伴うものについて

は国有林における固形財産の取り扱いが難しくなる

キャンプ用品の製造等を取扱う企業の協力が得られないか

インターネットでの出品による利用方法の模索はできないか

活動による価値のある時間や空間も副産物に含めたうえでの

検討が必要ではないか

課題 4 

活動資金の

調達

補助金の制度の条件を整理する必要があるのではないか

・ 2007（平成 19）年度の実行計画時は、虹の松原が広葉樹の侵入等により虹の松原が変容しつ

つあったことから、地域が主体となり白砂青松に向けた再生・保全活動に取り組んでいくべ

きとの内容が多く見られた。 

・ 2013（平成 25）年度の第一回改訂時には、再生・保全活動を5年間継続してきた中での課題

や今後の取り組み方針についての意見が多く、アダプトプログラムを含めたボランティア活

動の推進、モチベーションの維持、市民を巻き込む重要性などについて具体的に話し合われ

た。 

・ 2018（平成 30）年度の第二回改訂時では、実行計画策定後の 10 年で虹の松原の景観が劇的

に改善されたことへの評価や、佐賀県による汀線ゾーンの腐植層除去後の維持管理が重要で

あることが確認された。また同時に、前回改定時の意見・要望について実現できていないも

のが多いことや、アダプトの参加者数の増加が頭打ちであり、現状のマンパワーで最大限の

効果を発揮できる手法の検討が必要であることが課題として確認された。 


