
Kazunori Arai, Msahiro Kikuchi, Kiyoharu Nakajima 

平成29年度 

地域協働による自生種を用いた 
緑化活動の取り組みについて 

―きたはなプロジェクト「10年の活動成果」と「これから」― 
 

網走開発建設部 道路計画課  ○荒井 一憲 

                               菊地 雅大 

                               中嶋 清晴 

 

 小清水原生花園に接続している一般国道244号網走市北浜地区の道路法面で地域に自生する植

物を用いた緑化活動『きたはなプロジェクト』を地域とともに取り組んでいる。当プロジェク

トは、平成17年度に発足し、地域の自治体・教育機関・市民とともに課題を解決しながら活動

を続け、平成27年度に第1の目標を達成した。現在は、次の目標に向け活動を継続している。本

稿では、当プロジェクトのこれまでの活動成果と今後について報告する。 
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1.  はじめに 

 

『きたはなプロジェクト』は、国道244号網走市北浜

地区における、国道の道路法面（以下、『北浜法面』）

に自生している原生花園の代表的な植物を用いて法面に

花を増やす取り組みである。 

当プロジェクトは、地元の自治体・教育研究機関・

住民と協働し継続した活動を続けており、年を追うごと

に活動の幅を広げている。網走開発建設部では、道路管

理者（法面の管理者）として関係主体の一員であるほか、

事務局としてプロジェクトの調整役を担っている。 

当プロジェクトでは、平成17年の発足から平成27年度

までを1stステージと位置づけ、1stステージでは『北浜

法面全体に植栽する』目標を達成した。平成28年度から

は『より花の目立つ場所を創出する』目標を立て、2nd

ステージがスタートした。各目標の達成のため、各関係

主体が連携し様々な課題に対して取り組んできた。 

本稿では、当プロジェクトの十数年の活動内容と目

標達成に向けた取り組み、プロジェクトの今後の展望に

ついて紹介する。 

 

2.  プロジェクト活動箇所の特徴 

 

国道244号は、網走市と世界自然遺産『知床』を結ぶ

ルートとして、観光客の利用が多い路線である。 

また、国道244号の沿道には、オホーツク海と濤沸湖

の間の海岸砂丘に成立する『小清水原生花園』がある。

小清水原生花園は、6月から8月にエゾスカシユリをはじ

め、様々な植物が色鮮やかな花を咲かせることで、人気

の観光地になっている。 

北浜法面は、国道244号沿いに位置するため、網走方

面から小清水原生花園と知床へ向かう観光客が通過し、

多くの人の目に触れる場所である（図-1）。 

 

3.  きたはなプロジェクトについて 

 

(1)  発足の経緯とプロジェクト名 

当プロジェクトは、知床の世界自然遺産登録を契機

として、『知床へのエントランスにふさわしい景観を創

出したい』という地元有志のねがい
● ● ●

で、世界自然遺産登

録と同年の平成17年に発足した。 

プロジェクトの名前は、堅苦しくなく親しみやすい

名称にしたいとの意見から、北浜地区の『きた』と活動

を象徴する小清水原生花園の『はな』で語呂を合わせた

『きたはなプロジェクト』に決定した。 

 

 
図-1  プロジェクト活動箇所と周辺地域の概況 
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(2)  関係主体と参加する動機 

当プロジェクトの関係主体は、地元の自治体、教育

研究機関（東京農業大学）、住民及び道路管理者の4つ

に大別され（図-2）、平成19年に北浜法面原生花園化推

進協議会（以下、『協議会』）を設置した。 

プロジェクトへの参加動機は、各主体で異なり、地

域住民は『地域の質の向上』、地元教育研究機関は『研

究フィールドの確保』、地元自治体は『観光資源の充

実』、道路管理者は『社会資本の更なる利活用』である。 

 

(3)  プロジェクトの目的と取り組み方針 

当プロジェクトの目的は、世界自然遺産『知床』へ

のアクセスルートにおいて、『美しい道路景観を保全・

形成することで、魅力ある観光地づくりを支援し、観光

客をはじめ道路利用者の満足度を高めること』とした。 

その後、意見交換が重ねられ、『北浜法面に自生す

る植物（小清水原生花園の代表的な花）の種子から苗を

作り、法面へ移植する』方針と、北浜法面の将来イメー

ジが方向づけられた（図-3）。 

また、複数の主体が参加する地域協働プロジェクト

であるため、専門的な知識・技術を持たない人たちでも

参加できるよう、活動内容を検討している。 

 

(4)  プロジェクトの年間スケジュール 

年間の活動メニュー（表-1）として、年間で最も花の

多い6月には、地元小学校の児童と『植物観察会』を行

っている。6～7月には、協議会メンバーと『現地見学

会』を行いこれまでの移植成果を確認し、当年の活動計

画や課題解決に向けた『第1回意見交換会』を開催して

いる。種子が成熟する10月上旬には、移植苗づくりの最

初の工程となる『種採り会』を実施し、植物が休眠し移

植に適した時期となる10月下旬には、『種まき・移植

会』を開催している。種まき・移植会では、当年に採取

した種子を苗床となる圃場へまくほか、圃場で育てた苗

を北浜法面へ移植するため、協議会メンバーの声かけで

集まった地域住民と共に行っている。現地活動終了後の

12月には、当年の活動成果の報告と次年度計画の立案を

目的とした『第2回意見交換会』を開催している。 

 

(5)  移植している花の種類 

移植している植物は、小清水原生花園と北浜法面に

共通する自生種から選ばれている。移植活動が本格化し

た平成23年以降は、それまでの活動実績を基に意見交換

会で決定した、エゾスカシユリ、アヤメ、センダイハギ、

ノコギリソウ、エゾカワラナデシコの5種を基本種とし

ている（写真-1）。この基本5種のほか、平成23年～平

成28年には網走市から苗の提供を受け、ヒオウギアヤメ

とハマナスを移植している。 

 
図-2  各関係主体と参加動機 

 
図-3  北浜法面の目標イメージ 

 
表-1  プロジェクトの年間スケジュール 

時期 活動内容 

6月 網走市立白鳥台小学校 植物観察会 

6～7月 
現地見学会 
第 1回意見交換会（計画説明等） 

10月上旬 種採り会 

10月下旬 種まき・移植会 

12月 第 2回意見交換会（結果報告等） 

 

 
    写真-1  移植している花（基本5種）

きたはな
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4.  プロジェクトの変遷 

 

(1)  活動初期【平成17年～平成22年】 

a)活動概要 

活動初期は、種子の採取や育苗、移植方法など、全

ての段階で手法が確立されておらず、基礎となる調査研

究や試行的取り組みを行っていた。これらの基礎研究と

並行し、種採り会と圃場での苗づくりが始まり、平成21

年から移植会を開始した。活動初期の移植会では、移植

した苗は少なく、年間約100株であり、移植会への参加

人数は年間約20人であった。 

［この時期に始まった協働活動］ 

・移植活動に資する基礎調査研究（平成17年～） 

・地元小学校の植物観察会（平成18年～） 

・圃場の整備と苗の生産（平成19年～） 

 

b)移植活動に資する基礎調査研究の開始 

＝東京農業大学と連携＝ 

活動当初は、北浜法面の植物に関する基礎情報が無

く、自生する花の種類、種子の採取方法、苗の生産方法

が不明であり、移植開始に向け複数の課題があった。 

北浜法面に生育する花の種類については、平成17年に

道路管理者が現地調査を実施し、小清水原生花園と共通

する花及び分布位置等の生育状況を把握した。 

苗の生産方法については、平成17年から東京農業大学

が主体となり、苗生産可能な植物についての調査研究が

進められた。この調査研究により、小清水原生花園と北

浜法面に共通する花の多くで、現地採取した種子から苗

が作成可能であることがわかった。 

種子の採取は、平成18年よりモニタリング調査と並行

し行っているが、採取量の多いアヤメやエゾスカシユリ

は、秋季の種採り会で採取している。 

 

c)圃場の整備と苗の生産の開始 

＝網走市・地域住民と連携＝ 

平成17年～平成18年の東京農業大学の研究では、各花

の苗生産の可否のほか、効率的に生産するための研究も

行われており、北浜法面と大学の圃場の二カ所で、苗の

作成実験が行われた。その結果、土壌水分が要因となり、

北浜法面よりも大学の圃場で発芽率が良いことが確認さ

れ、効率的な育苗のためには圃場が必要であることがわ

かった。この結果を受け、関係主体の一つである網走市

が所有する、北浜地区に位置する用地（図-4）を地域住

民が主体となり圃場へと整備し、苗の作成が開始された。 

 

d)白鳥台小学校の植物観察会について 

＝道路管理者＝ 

地元小学校である網走市立白鳥台小学校の植物観察

会は、北浜法面の付加価値向上や、地元の子供達へのプ

ロジェクトの浸透を目的に、道路管理者が平成18年より

行っている。植物観察会では、総合学習の場として北浜

法面を提供し、法面に生育する植物について学んでいる。

また、植物観察会に付随し、プロジェクトの活動紹介を

行っている。この取り組みがきっかけとなり、平成27年

に、児童による苗の里親や、種まき・移植会への参加が

始まり、新たな参加者を獲得した（写真-2）。 

 

(2)  移植活動の本格化【平成23年～平成27年】 

a)活動概要 

平成22年までの取り組み手法では、法面全体への移植

というプロジェクトの目的達成に約70年必要ということ

が判明した。各関係主体からは「活動期間が長過ぎて、

続けることは難しい」との意見が多く出され、『平成23

年～平成27年までの5ヵ年で法面全体へ移植する』とい

う事業計画、活動の目標を設定した。 

平成23年以降は、いつまでに何を実現するという目標

の共有化・明確化により参画意識が変化した各関係主体

との協働により、年間約1,000株移植・約50人参加を5年

間継続し、『法面全体へ移植する』目標を達成した。 

モニタリング調査では、移植した苗が順調に生長し、

花も徐々に増えていることが確認され、プロジェクトの

PR活動や法面の美化活動等も新たに始まり、きたはな

プロジェクトは活動の幅を広げていった。 

［この時期に始まった協働活動］ 

・目標設定と役割分担（平成23年～） 

・苗の増加の取り組み（平成23年～） 

・移植人数増員の取り組み（平成23年～） 

・プロジェクトのPR活動（平成25年～） 

・ポット苗の里親制度（平成26年～） 

・法面の美化活動（平成27年～） 
 

 

 
図-4  圃場の位置 

 

 
 

 
     植物観察会          種まき・移植会 

写真-2  地元小学校のイベント参加状況
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b)明確な目標設定と役割分担 

＝全関係主体で連携＝ 

活動開始から5年が経過していたが、活動の具体的な

目標が不明確であるという各関係主体の認識を踏まえ、

平成23年より『5ヵ年で法面全体に移植する』という活

動期間と活動内容の目標を明確化した。 

これまでの活動から、目標の達成には苗の増加（年

間約1,000株）と移植人数の増員（年間約50人）が課題で

あった。この課題解決に向けて、目標の設定期間を短く

し、目標達成のための具体的な活動内容を明らかにした

ことで、意見交換会では各関係主体から自発的な意見が

増え、苗の生産から現地での移植活動まで得意分野に応

じた役割分担が実現できた。また、5ヵ年で目標を達成

するために、50人で1,000株移植するという分かりやすく、

かつ無理のない毎年の成果が活動参加のモチベーション

向上へと繋がり、プロジェクトの大きな転換期を迎える

こととなった。 
 
c)苗の増加の取り組みについて 

＝東京農業大学・網走市と連携＝ 

苗の不足については、効率的な苗生産方法を開発す

る取り組みと、苗の提供を受ける取り組みを行った。 

効率的な苗の生産方法の開発については、東京農業

大学が研究を行い、種子からの発芽率が特に低いエゾス

カシユリとセンダイハギについて、発芽を促進する手法

が明らかとなった。また、種子からの苗の生産効率が低

いエゾスカシユリについては、球根を利用したポット苗

の生産手法を確立し、年間500株以上の苗を安定的に生

産しており、平成27年より自作のポット苗を植えている。 

苗の提供では、網走市からハマナスとヒオウギアヤ

メの苗の提供を受けたほか、東京農業大学から調査研究

の一環として作成した、エゾスカシユリのポット苗の提

供を受けた。これらの取り組みにより、年間約1000株の

苗の確保を達成した（図-5）。 

 

d)移植人数増員の取り組みについて 

＝東京農業大学・地域住民と連携＝ 

移植人数増員に向けた取り組みでは、地域住民の幅

広いネットワークを活用し、一般参加者へ声かけを行っ

たほか、移植会の日時を大学のゼミの時間に合わせるこ

とで、学生参加者を確保した。また、より参加し易くす

るために、移植会が極力短時間になるよう作業計画を検

討し、半日以内の工程とした。これらの取り組みにより、

年間約50人の確保を達成した（図-5）。 

 

e)プロジェクトのPR活動の開始 

＝網走市・東京農業大学と連携＝ 

プロジェクト活動が継続していくなか、協議会メン

バーから、プロジェクトの知名度の低さが問題視された。

そこで、平成25年よりPR活動を開始した。主な活動内

容は『活動紹介ポスターの掲示』、『学会発表（日本造

園学会北海道支部大会）』である。 

活動紹介ポスターの掲示場所は、意見交換会での協

議の結果、極力多くの人目に触れるよう、道の駅 流氷

街道網走、濤沸湖水鳥・湿地センター、網走市役所及び

網走市立白鳥台小学校へ掲示した。 

学会発表は平成27年より、東京農業大学が主体となり

大学生が当プロジェクトの課題を研究テーマにした調査

研究成果を発表している（写真-3）。 

PR活動の結果、協議会メンバーから「移植会参加へ

の声かけがし易くなる・参加意欲が上がる」という意見

が出ており、知名度の向上のほか、移植会の人数確保と

満足度の向上にも寄与した。 

 

f)ポット苗の里親制度の施行 

＝地域住民と連携＝ 

東京農業大学の研究により、エゾスカシユリのポッ

ト苗は、最も苗の作成効率が良く、大量生産も容易であ

った。そのため、平成26年以降は道路管理者を中心に毎

年500～1,000株作成している。ポット苗は、6月に作成し

その年の10月までは管理（水やり）が必要であり、地域

住民と連携し、ポット苗の管理を行う里親制度を平成26

年より行っている。この取り組みでは、ポット苗作成当

年の種まき・移植会まで、参加者の負担にならないよう、

希望数量を聞いて苗を預けている。制度導入後もポット

苗の生産効率は、大きく変わることなく、当プロジェク

トの活動メニューとして継続している。 
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図-5  1stステージの移植苗数と参加人数の推移 

 

   

 
写真-3  大学生の学会発表の様子 

平成28年平成27年

平成29年
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g)法面の美化活動の開始 

＝地域住民と連携＝ 

法面の美化活動は、「法面にゴミが多い」、「咲い

た花が別の草に隠れてしまう」という各関係主体の意見

を受け、平成27年より始まった。美化活動として、種採

り会や移植会などの現地イベントに『ゴミ拾い』のメニ

ューを加えたほか、花が最も目立つ初夏に背の高い草を

対象に『草の抜き取り会』を新たな現地イベントに追加

した。 

 

 (3)  2ndステージ開始【平成28年～現在継続中】 

a)活動概要 

1stステージの終盤の意見交換会において、協議会メ

ンバーから「花が少しずつ増えている実感はあるが、そ

れでも花が少ない」という意見のほか、「活動自体に良

い流れが出来ているので花を植える活動は継続したい」

という意見が出た。協議会メンバーの意向から『より花

の目立つ場所を創出する』という新たな目標を立てた。 

2ndステージでは、移植の考え方が1stステージと異な

るため、移植方法を見直した。移植する株数や参加人数

は平成23年以降の取り組み実績から、年間約1,000株、約

50人参加が継続可能と考え、移植規模は変更していない。 

［この時期に始まった協働活動］ 

・新たな移植手法の検討（平成28年～） 

・新たな導入種の検討（平成28年～） 

 

b)新たな移植手法の検討 

＝全関係主体＝ 

2ndステージは、より花の目立つ移植手法の検討が必

要であった。新たな手法検討のため、東京農業大学の助

言を基に、現地調査を行ったほか、各関係主体と現地立

会を行った。その結果、2ndステージでは、自生する花

の群生地や、これまでの移植個所から生長の良い場所の

周囲に花を追加するとともに、花の密度を上げる手法と

したほか、移植作業の負担を減らす検討をした。 

新たな手法（図-6）で取り組んだ、2ndステージの移

植会は、移植株数を減らすことなく、省力化に成功した。

その結果、参加者からは「作業が楽になり参加し易くな

った」、「もっと植えることも出来るのでは」という意

見が出た。 

 

c)新たな導入種の検討 

＝東京農業大学と連携＝ 

小清水原生花園では、エゾスカシユリとエゾキスゲ

の群落が特徴的であり、最も代表的な花である。当プロ

ジェクトでは当初より、エゾキスゲの導入が希望されて

いたが、北浜法面では種子の採取量が少なく移植には至

らなかった。その後の調査で、北浜地区近傍の道路敷地

内でエゾキスゲの生育地を確認した。しかし、確認した

生育地は、網走国定公園に位置していたため、北海道と

協議を行い種子の採取許可を得た。 

種子採取の課題は解決したが、苗の作成方法や移植

に適した環境が、導入に向けた課題となっている。この

課題に対しては、東京農業大学が調査研究を行っており、

平成29年にエゾキスゲの発芽特性が明らかになり、移植

に適した環境については、調査が進められている。 

 

5.  まとめ 

 

(1)  これまでのプロジェクトの成果 

各関係主体は、それぞれ異なる参加動機（目的）を

持つ。活動開始から10数年経過した現在、目的の一部で

はあるが達成している。 

地元教育研究機関の目的である『研究フィールドの

確保』について、東京農業大学はプロジェクト開始当初

から、調査研究を行っており、これらの調査研究は大学

生の卒業論文のテーマにもなっている。この様に、東京

農業大学は、北浜法面を卒業研究のフィールドとして継

続的に活用している。 

道路管理者の目的である『社会資本の更なる利活

用』については、地元小学校には総合学習の場として、

地元大学には研究フィールドとして北浜法面が活用され

ていることが一定の成果と考えている。 

今後も、プロジェクトが目指す成果のほか、各関係

主体の目的も考慮した活動としていくこと、達成してい

る目的を継続していくことが、参加者のモチベーション

の維持・向上のための重要な課題と考える。 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

図-6  移植方法の違い（上：1stステージ、下：2ndステージ）

2nd ステージでは、スコップを使い法面に切れ込みを入れ、

苗を挟む(実際の移植ではポットから苗を出す)。 

この様な移植個所を極力高密度で作る手法。 

1st ステージでは、スコップを使い法面を剥がし(約 1.0ｍ×

0.5ｍを2段)、土を露出させ苗を植え付ける。 

この様な移植個所を2.0～4.0ｍ間隔で作る手法。 
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(2)  各関係主体の参画意識の変化 

活動初期は、道路管理者が中心となり様々な提案を

発信していたため、意見交換会は『提案を聞く場』とし

ての機能が強かった。しかし、明確な目標を立て、各関

係主体と課題を共有し、役割を分担することで、目標達

成に向けた『積極的な意見交換の場』に変化した。それ

により、課題解決に向けより自発的な意見が交わされ、

1stステージの目標を達成するに至った。 

2ndステージの目標設定の際には、自発的に移植活動

継続の意見が出ただけではなく、プロジェクトの目的を

考慮し、それまでの量を植える活動から、質の向上を目

指した活動へと変化した。更に、参画意識が向上したこ

とにより、花を増やす活動のほか、美化活動やポット苗

の里親制度等が活動メニューに加わり、より魅力的な法

面作りに向けて、地域協働活動の幅が広がっている。 

 

(3)  活動を継続するための工夫 

当プロジェクトには、複数の関係主体があり、知識

や技術が均一では無い。また、プロジェクトの目的達成

には、継続的に取り組むことが必要であった。そのよう

な性質から、種採り会や種まき・移植会をはじめ、各活

動では特別な知識や技術、道具が無くても実施できるこ

と、負担の少ない活動であることが重要と考えた。更に、

明確な目標と課題、役割分担を提案することで、参画意

識が向上した。 

その結果、各関係主体が連携し課題を解決し、プロ

ジェクト開始から10年以上経過した現在も、『きたはな

プロジェクト』は継続している。更に、プロジェクトに

必要な、調査研究や苗・人手の確保の取り組みは、現在

は課題では無く、各関係主体の役割として定着している。 

 

6.  おわり（プロジェクトの今後について） 

 

(1)  目的達成に向けて 

当プロジェクトは移植活動が軌道に乗り数年経過し、

現在は2ndステージの途中ではあるが、北浜法面では花

が確実に増えてきている。平成29年12月に行われた、意

見交換会では、移植活動に関する協議だけではなく、北

浜法面の活用方法についても協議がなされている。 

当プロジェクトにとって、花を増やす活動は各関係

主体の役割が確立され、持続可能な活動に位置付けられ

ている。今後は、『美しい道路景観を保全・形成するこ

とで、魅力ある観光地づくりを支援し、観光客をはじめ

道路利用者の満足度を高めること』というプロジェクト

の目的及び各関係主体の目的の達成のため、『花の咲く

法面を活かす活動』についても、協議が進められていく

ものと考える。 

(2)  「持続可能な活動」から「自立した活動」へ 

プロジェクトは、自発的に活動の幅を広げており持

続可能な活動になっている。現在は、道路管理者が中心

となり調整を行うなど、事務局としての道路管理者の役

割は少なくはない。今後は、各関係主体の目的に見合っ

た活動については、各関係主体が中心的な役割を担って

いく『自立した活動』を目指したい。 

網走開発建設部は、道路管理者としてプロジェクト

の関係主体の一員である。当プロジェクトは、各関係主

体が意見を出し合い連携することで、課題を解決し活動

を継続してきた。そのため、今後も道路管理者としての

役割を担いつつ、地域に貢献していきたい。 

 

付録①：きたはなプロジェクト参加団体（五十音順） 

網走・明日を拓く会、網走湖・水と緑の会、網走市（濤沸湖水

鳥・湿地センター）、（社）網走市観光協会、網走市立白鳥台

小学校、オホーツク21世紀を考える会、北浜町内会、東京農業

大学（生物産業学部 生物生産学科 植物資源保全学研究室）、

濤沸資料館、南部地区自治会連合会。 

 

付録②：活動の状況 

  
    ［現地見学会］        ［意見交換会］ 
 

  
   ［草の抜き取り会］       [ゴミ拾い］ 
 

  
［種まき・移植会 一般参加(左：種まき、右：移植)］ 
 

  
［種まき・移植会 小学校参加(左：種まき、右：移植)］ 


