
モリアオガエルの産卵

バイカモの花

上越市くわどり市民の森
くわどり市民の森は、上越市の水源の森です。

上越市くわどり市民の森（指定管理者：NPO法人かみえちご山里ファン倶楽部）

市民の森管理棟直通電話：090-5775-1208

休園日：月曜日（祝日の場合、翌日）9:00～17:00

HP：https://kuwadorishiminnomori.com 開園期間：4月下旬～11月14日（冬季休園）

紅葉秋の森の遊び場

渓流に咲くアズマシロカネソウ エゾアジサイ

オオルリ（夏鳥） カタクリの花畑 ブナ林コース

鏡池 鏡池トレッキング

アナグマ



くわどり市民の森の紹介

くわどり市民の森の歴史

くわどり市民の森は、新潟県上越市の西部中山間地、桑取谷の最奥に位置しています。

エリアの一部が上越市の水道水源保護地域に指定され、湧水なども多く水源の森を体感す

ることができます。ブナ林や雑木林、湿地などが広がる自然豊かな森には、多種多様な生

き物が生息しています。また、田んぼ跡や炭焼き窯跡が多く、かつての里山を感じられる

場所であり、里山を利活用する知恵、技、文化、そして心を伝えていく場所でもあります。

桑取谷・西谷内（にしやち）集落の里山であったこの場所は、かつて稲作と炭焼き

を生業とする人々の暮らしを支える場所でした。田んぼ作業に欠かせない牛や馬を引

き連れて、毎日通ったこの山は、豊かな湧水と肥沃な土壌のため、収量は少ないが、

美味しいお米が獲れたそうです。また、桑取谷は良質の炭の産地としても有名で、上

杉謙信公の時代より春日山城に供出していました。

高度経済成長期に入ると、若者は都市に仕事を求めて出て行くようになり、農山村

の生業の形態は根本から変わりました。里山として使われなくなった後は、「湖畔の

家」という小料理屋が営業されるなど事業化の試みがなされました。平成に入ると、

ゴルフ場建設計画が持ち上がりましたが、名立川・桑取川水系は上越市の上水道の半

分以上をまかなう重要な水源であったため、市民および桑取谷の各種団体から大きな

反対運動が起こりました。その結果ゴルフ場建設計画は白紙に戻りました。そして、

建設予定地の水源林は上越市が買い取り、「水道水源保護条例」を制定し、平成14年

4月29日に「上越市くわどり市民の森」として開園しました。

昭和30年頃 （市民の森管理棟周辺）

現在（市民の森管理棟周辺）

「水源の森」とは、その地域の水源となる森林のことです。上越市では水道水源及び

その上流地域で水質を守ることが必要な区域を「水道水源保護地域」として指定してい

ます。この地域は、取水ダムや多目的ダムの集水区域および周縁部にあたり、面積は

120.2㎢、上越市全体の12.3％にあたります。保護地域内ではゴルフ場や産業廃棄物処

理業など水質汚濁を招くおそれのある事業を規制しています。

くわどり市民の森は、その指定区域のひとつです。

くわどり市民の森とは

上越市の水源の森

自然環境保全地域

くわどり市民の森には、ブナをはじめとした落葉広葉樹の森が広がり、ブナ林や雑木

林、湿地など変化に富んだ環境に応じ、さまざまな植物が生育している貴重な地域です。

また、それらの環境に依存した希少な昆虫類、両生類、哺乳類および鳥類が多数生息し

ています。これらの動植物の生息・生育する自然環境を保全するため、平成26年3月31

日、上越市自然環境保全条例に基づき自然環境保全地域に指定されました。

市民の森の自然を守る ５つのルール

① 市民の森園内への車の乗り入れは禁止されています。

② たき火や火気の使用は禁止されています。

③ ゴミの持ち帰りにご協力ください。

④ 山菜やキノコ、山野草、昆虫などの生き物の採取及び移入は禁止されています。

⑤ 歩道を外れて歩かないでください。



くわどり市民の森（272ha）の公益的評価

洪水緩和機能

森林は、樹木が雨水を受け止め、土壌へ雨水

を貯めることにより、河川へ流れる水の量を

均一にし、洪水を緩和する機能がある。

経済的評価
約7,947万円／年

治水ダムの減価償却費および年間維持費による効果額から評価した金額

数量的評価

約15.8㎥/秒

１秒間に15.8㎥、1分間に948㎥、１時間に5万6,880㎥の降水量を緩和

上越市の年間降水量約2700ｍｍ（270㎥）

水資源貯留機能

森林は、スポンジのような土壌であり、

地中に雨水を浸透・保水する機能がある。

経済的評価
約1億3,307万円／年

利水ダムの減価償却費および年間維持費による効果額から評価した金額

数量的評価

287万㎥/年

東京ドーム2個分の体積量の水を貯めることができる

7,863㎥/日

約３万1400人が一日に使用する水の量と同じ

水質浄化機能

森林は、雨水の中の不純物を吸着して水質を

改善する機能がある。

経済的評価

約2億2,130万円／年

雨水利用施設（集水・処理・貯留・浸透施設など）の経費及び水道料金

による効果額から評価した金額

数量的評価
287万㎥/年

東京ドーム2個分の体積量の水を貯めることができる

表層崩壊防止機能

森林は、地中深くに張った根で土壌をささえ、

土砂の崩壊を防ぐ機能がある。

経済的評価
約9,１08万円／年

治山工事の費用による効果額から評価した金額

数量的評価
1.04ha

市民の森の面積のうち表層崩壊を防ぐ面積にあたる

表層侵食防止機能

森林は、地表が植物によって覆われている

ことにより、雨による地表への衝撃を緩和

したり、地表を流れる雨水の勢いを減少させ

て、地表面の浸食を抑制する機能がある。

経済的評価
約3億1,540万円／年

砂防ダムえん堤の建設費による効果額から評価した金額

数量的評価
5万7,600㎥

お風呂290杯分の表面浸食土砂量を抑制できる

CO2吸収機能

森林は、二酸化炭素を吸収し、蓄積する機能

がある。

経済的評価

約1,450万円／年

火力発電所における化学的湿式吸着法による二酸化炭素回収コストに

よる効果額から評価した金額

数量的評価

（森林蓄積）：3万2,400㎥

（吸収量）：1,144トン／年

１年間に約200世帯から排出された二酸化炭素を吸収できる量

合計 経済的評価 約7億5,352万円／年

森林には、洪水を緩和する機能や土壌に水を蓄える機能、水をきれいにする機能、土壌が崩れるのを防ぐ機能、二酸化炭素を

吸収する機能など、多様な機能があり、私達の生活において欠くことのできない役割を担っています。これらの機能を「公益的

機能」と呼びます。その機能を経済的に評価した場合と数量的に評価した場合、「くわどり市民の森」の公益的評価は、どれぐ

らいの金額や量になるのでしょうか？ 上越市による公益的機能評価の調査結果を以下に紹介します。評価額を見ると、あらた

めて森林の持つ機能が巨大であることが理解できます。

※上越市中山間地対策特別委員会資料（平成25年）参照



くわどり市民の森の散策マップ
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仲ん坂コース入口
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谷内取水ダム分岐点

市民の森管理棟

遊び場
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休憩所

スギ林

炭焼き小屋

海まで見渡せる眺望ポイント

植栽地

分区林

みやまそコース

すが池古道コース

八斗展望所入口

直江津まで見渡せる眺望ポイント

カタクリの丘

八斗展望所

ブナ林

①散策する時は、グループで話をしながら、あるいはクマ鈴や

ラジオなどを鳴らし、自分達の存在を動物に知らせて下さい。

②指定の散策場所以外への立入りを禁止しています。

③山の中で新しいクマやイノシシの糞や足跡、クマ棚、クマはぎ

などの痕跡を見つけたら、注意して下さい。

④早朝や夕暮れ時の薄暗い時間帯は、動物の活動が活発なため

注意して下さい。

立入禁止

ツキノワグマ・イノシシ出没注意！



散策コース紹介

ブナ林コース

市民の森入口⇔市民の森管理棟（800ｍ）（上り）30分（下り）20分

仲ん坂コース

市民の森入口⇔市民の森管理棟（800ｍ）（上り）40分（下り）20分

林道コース

市民の森入口⇔市民の森管理棟（2.5km） （上り）50分（下り）40分

みやまそコース

市民の森管理棟⇔八斗展望所（800ｍ） （上り）40分（下り）35分

林道鏡池コース

市民の森管理棟⇔林道終点（2km） （上り）50分（下り）40分

すが池古道コース

市民の森管理棟⇔林道終点（1.6km） （上り）50分（下り）35 分

ふれあいの森コース

林道終点⇔鏡池（1.1km）（上り）50分（下り）40分

散策道にはブナ林が広がり、新緑や紅葉はもちろん、

一日の中でも刻々とその姿を変えていきます。ブナ林

の土には高い保水力があり、「緑のダム」と呼ばれる

ほどです。小雨や霧のブナ林はとても神秘的です。

かつて桑取谷の人々が田や山仕事に行くために使って

いた古道です。コースの中ほどには岩に線刻された

「馬」の絵があり、平家の落人が刀で彫ったと伝わっ

ています。急峻な場所が多いのでご注意ください。

眺望がよく、春は新緑、秋は紅葉が楽しめ、眼下に

は谷内川が望めます。春から秋にかけて多様な植物

を観察することができます。土・日・祝日・お盆は

森バスが運行しているため、ご注意ください。

急な上りが続きます。散策道の所々に眺望が開ける

場所があり、管理棟やひし池、上越市内、天気が良

ければ弥彦山が一望でき、鉾ヶ岳と権現岳を眺める

ことができます。新緑と紅葉の時期がおすすめです。

アップダウンが少なく歩きやすく、眺望のよい散策

道です。途中、炭焼き小屋や桑取谷が一望できる展

望所、田んぼ跡のすが池があります。林道終点には

仮設トイレが設置してありますのでご利用ください。

このコースは、かつて桑取谷の人々が畑や山仕事に

行くために使っていた古道です。散策道の中間地点

には、作業小屋の跡があり、休憩スペースになって

います。

スポット紹介

炭焼き小屋

昔、市民の森では炭焼きが盛

んに行われていました。この

場所には、白炭窯があります。

すが池

昭和40年頃まで田んぼとし

て使われていました。現在

は、ヨシが繁茂しています。

材木池

大蛇伝説の残る神秘的な池。

池は湧き水が潤しています。

森の遊び場

ハンモックや木のブランコが

設置してあり、子どもだけで

なく、大人も楽しめます。

鏡池

市民の森の一番奥に位置し、

南葉山を鏡のように映します。

一の沢～五の沢

谷内川に流れ込み、上越市の

水道水として取水されます。

八斗展望所

桑取の集落や権現岳・鉾ヶ岳

が一望できます。野鳥観察に

最適な場所です。

ブナ林（林道終点）

ブナ林の林床は、長い年月を

かけて落ち葉が幾重にも積み

重なっています。

市民の森管理棟

トイレや森のカフェ、森の図

書館、木工作体験コーナーな

どがあります。

カタクリの丘展望所

眺望がよく、管理棟が一望

できます。春はカタクリの

花畑が広がります。

散策道には、ブナ林や沢、田んぼ跡、展望所があり

ます。沢は５つあり、３と５の沢にははしごがか

かっています。増水時は通行できません。ふれあい

の森コースは残雪のため5月下旬より開通予定です。



キクザキイチゲ

市民の森では、400種以上の植物が記録され、春から秋にかけて、赤やピンク、白、青、黄色など色とりどり

の花が観察できます。花以外にも春には新緑、秋には紅葉を楽しむことができます。

キツネやリス、アナグマ、イタチなど様々な種類の動物が生息し、姿が見えなくても、フンや足跡などの痕跡

を見つけることができます。クマやイノシシも生息しているため、散策時にはクマ鈴の携帯をお願いします。

市民の森では、70種以上の野鳥が確認されています。観察には、木々の葉が少なく、渡り鳥も見られる春や秋

がおすすめです。また、さえずりや地鳴きなどの野鳥たちの会話にもそっと耳を傾けてみましょう。

市民の森には、雑木林や湿地など多様な自然環境があり、多くの昆虫にエサやすみ家を提供しています。

春はギフチョウ、夏はオニヤンマなどそれぞれの季節や場所に応じた昆虫を観察できます。

春から初夏にかけて、ひし池や材木池では、モリアオガエルやクロサンショウウオの卵、オタマ

ジャクシを観察できます。また、それを狙うアカハライモリやシマヘビの姿も観察できます。

ギフチョウ

アナグマ

オオルリ イカル

クロサンショウウオモリアオガエル

オニヤンマウスバシロチョウ

シマヘビ

キビタキ コゲラ

スジクワガタ ゴマダラカミキリ

キツネ

エゾアジサイ バイカモ ツリフネソウ ノコンギク

アカハライモリ

ウサギ

くわどり市民の森でみられる生き物

植物

動物

鳥類

昆虫

両生類・は虫類

【野鳥写真提供】笠原 勇一

リス

ノスリ

カモシカ

カナヘビ



くわどり市民の森の楽しみ方

市民の森管理棟では、木工作体験が

できます。小さなお子様から大人ま

でが楽しめる内容が盛りだくさん！

木工作体験の内容については、市民

の森HPをご覧ください。

市民の森では、年間を通して、植物

観察会や鏡池トレッキングなど様々

なイベントを実施しています。市民

の森の自然や文化などについて詳し

く知りたい方におすすめ！

団体で利用する

団体向けに様々なプログラムを提供

しています。ご利用者様のご希望や

テーマをお聞きし、スタッフが季節

やフィールドに沿ったプログラムを

組み立て、ご提案します。

木工作体験 イベントに参加する１ 2 3

森の遊び場で遊ぶ 四季を楽しむ

森の遊び場には、ハンモックや木の

ブランコが設置してあります。時間

を忘れ、子どもも大人ものんびりと

楽しめる遊び場です。管理棟より

徒歩5分の場所にあります。

春は残雪とカタクリの花畑、初夏は

モリアオガエルの産卵、夏はオニヤ

ンマやクワガタなどの昆虫との出会

い、秋は紅葉など四季折々の自然が

楽しめます。

園内への車の乗り入れを禁止してい

るため、くわどり湯ったり村と市民

の森管理棟を往復する無料送迎バス

「森バス」を土・日・祝日・お盆に

運行しています（片道約7分）

森バスに乗る

森のカフェでのんびり 森の小さなお店

森のカフェは、市民の森の管理棟内

で営業しています。おすすめは、ひ

きたてコーヒー。小鳥達のさえずり

をＢＧＭに、のんびりとした時間を

過ごしてみませんか？

森の小さなお店は、市民の森管理棟

内で営業しています。木のぬくもり

を感じられるおもちゃや台所用品な

どの木工品、クラフト雑貨などを販

売しています。

ブナ林や雑木林、湿地など変化に富

んだ環境の中に、初心者向けから本

格的な散策コースが9つ整備されてい

ます。四季折々の自然を楽しみなが

ら散策を楽しむことができます。

散策する5

87 9

4 6



くわどり湯ったり村

周辺の豊かな自然の中で心も体もリフレッシュできる温泉

宿泊施設です。レストランもあります。

【日帰り温泉】

・営業時間：10:00～21:00

・休業日：木曜日

・Tel：025-541-2611 湯ったり村HP

古民家カフェ「平左衛門」

築180年の古民家カフェ。湧水で淹れるひきたてコーヒーや

地元の食材を使ったスタッフこだわりの食事が楽しめます。

・営業日：金・土・日・祝日 11:00～16:00

・くわどり湯ったり村より徒歩10分・車2分

・電話：080-6558-1728

※4月中旬～11月下旬まで営業（冬季休業） 平左衛門HP

近隣おすすめスポット

キャンプ場

海洋フィッシングセンターアクセス

市民の森は、環境保全と安全確保のため園内への車の乗り入れを禁止しています。土・日・祝日・お盆につきましては、くわどり

湯ったり村と市民の森管理棟を往復する無料送迎バス「森バス」（片道約7分）を運行しています。お気軽にご利用ください。

【車でお越しの場合】

有間川交差点からくわどり湯ったり村までは片道

約20分かかります。

くわどり市民の森は、園内の交通安全の確保を目的

として一般車両は進入禁止です。管理棟までは徒歩

か森のバスをご利用ください。駐車場は、くわどり

湯ったり村第二駐車場をご利用下さい。

【バスでお越しの場合】

「直江津駅」と「くわどり湯ったり村」間を路線

バスが運行しています。便数が少ないため、時間

をご確認の上、ご乗車下さい。

森バスをご利用下さい！

【森バス時刻表】

湯ったり村発
→管理棟行

管理棟発→
湯ったり村行

①10:00 ②11:00 ③12:00 ④13:00 ⑤14:00 ⑥15:00

①10:40 ②11:40 ③12:40 ④13:40 ⑤14:40 ⑥15:40

(2022年3月改訂)


