平成29年度

「釧路川花咲かじいさんプロジェクト」について
－長期にわたる地元小学校との連携－
釧路開発建設部 釧路河川事務所 計画課 ○大串 正紀
坂井 一浩
猪股 直紀
釧路河川事務所では新釧路川左岸築堤において，釧路町立遠矢小学校児童と一緒に生態学的
混播・混植法による「釧路川花咲かじいさんプロジェクト」を平成8年より実施している．参加
人数は延べ5,000人を超えており，平成29年に同校は「緑化推進運動功労者 内閣総理大臣表彰」
を北海道内の小中学校として初めて受賞した．
本報告では，同プロジェクトのこれまでの経過と長期連携が継続できた秘訣を報告するもの
である．
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釧路湿原は昭和55年に国内最初のラムサール条約登録
湿地に指定された。平成5年にラムサール条約締約国会
議が釧路市で開催され，湿原の重要性とラムサール登録
釧路川は，北海道東部の太平洋側に位置し，その源を
湿地の意味を広く一般住民が知るところとなり，塘路湖，
藻琴山(標高1,000m) 等，屈斜路カルデラの外輪山に発
シラルトロ沼，達古武湖を含め，登録湿地が拡大されて
し，屈斜路湖の南端から流れ出て，弟子屈原野を流れ，
いる．また，北海道開発局は平成12年に河川区域を拡大，
弟子屈町で鐺別川，標茶町でオソベツ川等の支川を合流
平成17年に釧路湿原の自然再生全体構想策定し自然再生
し，釧路湿原に入り，さらに久著呂川，雪裡川の支川を
事業を実施している．
湿原内で合わせ，岩保木地点において新釧路川となり，
平成5年のラムサール条約締約国会議の開催時期は同
釧路市街地を貫流し太平洋へ注ぐ，幹川流路延長154km，
年1月に発生した釧路沖地震による釧路川堤防復旧工事
流域面積2,510km2 の一級河川である．
の最盛期でもあった．また，新釧路川左岸堤防は，地元
経済を発展させるために重要な施設だが，優れた景観を
有する釧路湿原との融合が大きな課題であった．そこで，
釧路河川事務所は災害復旧工事に加えて環境保全の取組
を行うこととして，堤防への在来植生導入試験を北海道
工業大学（現在の学校法人北海道科学大学），開発土木
研究所（現在の国立研究開発法人土木研究所寒地土木研
究所）の協力を得て開始した．この取組は，堅苦しい雰
囲気を払拭し，誰にでも覚えてもらえるように「花咲か
じいさんプロジェクト」と名付けた1)．
平成8年からは釧路川の将来を担う地域の子供たちが
自然環境の調和に向けて行動する喜びを感じ，治水事業
の重要性を理解するきっかけとなることを期待して，釧
路町立遠矢小学校（以下，小学校と記載する）の授業の
中で児童による植樹を実施している．実施にあたり，環
境面では①釧路湿原と周辺山林との自然環境の連続性を
確保し，生態系に対する影響を抑えること，推進面では
②治水事業に対する地域住民の理解と協力を得ることを
目的とした．小学校は，継続的な取組が評価され，平成
25年に「みどりの愛護」功労者国土交通大臣表彰を，平
成29年に北海道内の小中学校として初めて「緑化推進運
動功労者 内閣総理大臣表彰」を受賞した．
本報告では，花咲かじいさんプロジェクトのこれまで
の経過と長期連携が継続できた秘訣を報告するものであ
る．
図-1 釧路川流域図
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1. はじめに

2． 生態学的混播・混植法による植樹について
植樹は，図-2 に示す新釧路川の湿原左岸築堤（岩保
木水門付近）において，植樹箇所近傍に位置する小学校
と平成 8 年から連携し実施している．

図-2 花咲かじいさんプロジェクト実施箇所図
植樹方法は周辺の在来種から種を採取し，貧栄養で育
てた苗を貧栄養の土ごと植える生態学的混播・混植法を
採用している．タネ採りから植樹までの作業は小学校の
授業として実施しており，4 年生から 6 年生までに一連
作業を体験できる仕組みで実施している．植樹方法の概
要は以下の通りである．
a)タネ採り
地域の遺伝特徴を考慮して，小学校の構内，新釧路川
及び釧路川流域に生育している自然林を対象に種を採取
（ハルニレ，ハンノキ，ヤチダモ，アオダモ，カラコギ
カエデ等 51 種）している．写真-1 は児童によるタネ採
りの状況である。

写真-2 児童による苗作りの状況
c)ポット苗作り
貧栄養で育てられた苗の根は土壌に含まれる栄養塩を
求めて周辺地盤に根を伸ばすため，植樹する箇所の環境
に適用しやすくなる 2)．このため，根が十分に生長する
（樹高が 5～10ｃｍ程度）までポットに入れて生育させ
る．写真-3 は児童によるポット苗作りの状況である。

写真-3 児童によるポット苗作りの状況
d)植樹
強風により根返りし裸地化したという想定で直径 3m
のサークルを 1 ユニットとして，苗木 30～40 種から任
意に 10 種程度を選び移植する．その結果，自然林の成
立過程と同様に樹木同士の競争により，数十年後にはユ
ニット内に 1 本の樹木が生き残ることを想定している．
また，直射日光や風の吹き抜けによる乾燥防止，雑草抑
制及び降雨による土壌表面の侵食防止を目的として，土
壌表面を日照時間が短い釧路管内に適している砂利でマ
ルチングする． 写真-4 は児童による植樹の状況である．

写真-１ 児童によるタネ採り状況
b)苗作り
タネ採り後に果肉等を除去し，写真-2 に示すように
発泡スチロール製の苗床に種の蒔きつけを行う．苗床の
底には保水効果が増す炭を配置し，種を蒔き，土を入れ
た後に乾燥防止及び雑草抑制のために砂利でマルチング
している．
写真-4 児童による植樹の状況
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3． 釧路町立遠矢小学校との協働について
(1)遠矢小学校のプロジェクトへの取り組み状況
当初，釧路河川事務所から小学校にプロジェクトの参
加協力を依頼したが，平成10年に担当教諭から「子供た
ちに秋の状況を見せてあげたい．現地観察会を開けない
だろうか．」との意見から，平成11年からは樹木の生長
段階に合わせた一連作業を図-3に示すサイクルで，学年
を経ながら体験できる仕組みで開催している．秋の取組
では6年生による小学校敷地でのタネ採りと4年生による
苗作り，児童が進級した後の春の取組で5年生によるポ
ット苗作りと6年生による岩保木水門付近での植樹と生
長状況確認を実施している．なお，苗木は小学校で保管
し，児童が育てている．
児童のタネ採り，苗床り，ポット苗作り及び植樹の参
加延べ人数は平成8年から平成29年までの累計では5,410
人に達している．

ム，6年生は花咲かじいさんプロジェクトの植樹活動
（総合学習）と「私たちにできるエコ（総合学習）」，
「国づくりへのあゆみ（社会）」，「動きや形を見つめ
る（理科・図工）」が一体となったプログラムを作成し
ている．小学校では，授業プログラムに基づき各教科で
花咲かじいさんプロジェクトの植樹作業を通じた授業を
行っている．
表-1 花咲かじいさんプロジェクトに関連する授業プログラム
4年生

四季の変化と生きもの（理科）
花咲かじいさんプロジェクトの植樹活動（総合学習）

5年生

・日本の地形と天候（社会）
・自然条件と人々の暮らし（社会）
・植物の発芽と生長（理科）
花咲かじいさんプロジェクトの植樹活動（総合学習）

6年生

・私たちにできるエコ（総合学習）
・国づくりへのあゆみ（社会）
・動きや形をを見つめる（理科・図工）

（遠矢小学校平成 29 年度学校経営計画書を参考に筆者が加筆修正）

小学校のこれらの取組は，「釧路川の将来を担う地域
の子供たちに自然環境の調和に向けて行動する喜びを感
じてもらい，治水事業の重要性を理解してもらうきっか
けづくり」という本プロジェクトの主旨に沿っている．
学校長からは「花咲かじいさんプロジェクトは本校にと
って，環境学習として欠かせない伝統行事である」と評
価され，継続的に取り組んでいく意向が示されている．

図-3 児童による一連作業の流れ
遠矢小学校の平成29年度学校経営計画書（教務部運営
計画）には「遠矢地区の自然や学校環境を生かした体験
的な教育活動の充実を図り，情操を育て感性を磨く」3)
という方針がある．釧路河川事務所との連携は小学校の
学習活動として位置づけられており，年間行事スケジュ
ールにも反映されている．植樹に係る一連作業は，小学
校付近の自然環境に触れながら，樹木の生長段階に合わ
せた体験が可能であり，小学校の教育方針が花咲かじい
さんプロジェクトを通じて達成するものとなっている．
また，小学校の各学年の授業プログラムでは，表-1に
示すように，4年生は「四季の変化と生きもの（理
科）」に関する授業，5年生は花咲かじいさんプロジェ
クトの植樹活動（総合学習）と「日本の地形と天候（社
会）」，「自然条件と人々の暮らし（社会）」，「植物
の発芽と生長（理科）」の授業が一体となったプログラ
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(2)釧路河川事務所のこれまでの取組
新釧路川左岸築堤では自然林の成立過程と同様に多様
な樹木同士の競争によってつくられる森林の形成を目指
している．花咲かじいさんプロジェクトによる植樹はタ
ネ採り，苗作り，ポット苗作り及び植樹の一連作業を児
童が実施しているが，授業という限られた時間の中で種
子を採取し管理できる苗の量では不足する．
そこで，釧路河川事務所で釧路川流域（小学校構外）
からの種採取，苗作り，ポット苗作り及び散水等の苗木
管理を実施し，多様な樹種を育苗しており，その中から
樹種：30種程度，ポット数：300ポット程度を児童の植
樹にも供給している．図-4に示すようにポット苗の導入
数は累計で6,244ポットに達している．

累計 6,244 ポット

図-4 ポット苗導入数と樹種数の推移

また，年2回の植樹に関しては，事前にマルチングの手
入れ，簡易トイレの設置などを行い，当日は遠矢小学校
から植樹箇所までの移動手段の確保，作業手順の説明，
記念撮影，タネ採り・苗作り・ポット苗作り・植樹のサ
ポート（写真-5参照）も職員総動員で行っている．

植樹した樹木の生長状況については，年次や樹種によ
って生長状況が異なるが，先駆性樹種のハンノキなどは
樹高 3～7m 程度まで生育している．写真-6 は植樹箇所
について花咲かじいさんプロジェクト開始当初から現在
までの状況を比較した写真である．
植樹開始当初の状況

植樹 8 年後の状況
写真-5 釧路河川事務所職員による作業のサポート状況

なお、プロジェクト開始当初に新釧路川左岸築堤
KP9.5 付近から 11.1 付近の堤内側に植樹用の側帯盛土と，
その法面全面に対して砕石によるマルチングを実施して
いる．図-4 はこれまでの植樹箇所を示しており，築堤
上流端付近に位置する自然林の連続性を確保するために
築堤上流側から植樹している．法面全面にマルチングを
実施したことにより，植樹を実施する場所の確保が容易
になったが、 KP9.7 付近及び KP10.2 付近には雑草が繁
茂している状況である．平成 29 年は KP9.7 付近（平成
28 年箇所上流）に植樹を行ったが，その際には雑草が
繁茂していたマルチングを一度撤去し，バックホウのバ
ケットでふるい分けを行って植樹箇所に再度敷き均した．
植樹後の秋には雑草の繁茂を確認したため，より良い方
法を検討中である．

植樹 20 年後の状況

写真-6 プロジェクト開始当初から現在までの樹木状況比較

図-4 花咲かじいさんプロジェクト植樹箇所図
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4． 継続させるために必要な取組姿勢について

–

花咲かじいさんプロジェクトは平成8年から小学校の
取組方針と釧路河川事務所の苗木管理と運営，サポート
により継続できたが，今後も継続していくためにはより
密接な連携が必要だと考えている．
(1)プロジェクト節目のイベント開催
– – 本プロジェクトは開始から22年が経過しており，開
始当初に植樹した児童は，大人世代となっている．平成
27年には20年目のイベントとして，卒業生も参加し樹木
の生長状況の確認や植樹を実施した（写真-9参照）．こ
のような行動は住民の方の自然環境保全の意識や治水事
写真-8 小学校児童への表彰の喜び伝達後の状況
業への理解の向上が期待できる．今後は児童と親世代に
よる植樹など，より主旨の充実と拡大を図っていきたい． (2)遠矢小学校の授業への反映
小学校では授業プログラムに基づき各教科では花咲か
じいさんプロジェクトの植樹作業を通じた授業を行って
いるが，より密接な連携を構築し今後も継続するために
は，花咲かじいさんプロジェクトの各作業の説明内容を
各学年の授業内容と連動させる必要がある． 5 年生 1
学期に着目した場合の例をを表-2 に示す．①「日本の
地形と天候（社会）」や「自然条件と人々の暮らし（社
会）」の授業では気象条件に適応した生活や産業に関す
る工夫の学習，②「植物の発芽と生長（理科）」の授業
では苗の生長状況観察と生長する条件に関する学習があ
写真-9 遠矢小学校卒業生による植樹後の生長確認状況
る．①には釧路河川事務所では治水対策として堤防工事
を実施し花咲かじいさんプロジェクトで堤防拡幅箇所に
平成29年に小学校が「緑化推進運動功労者 内閣総理
植樹していること，②には植物が最も生長する時期の前
大臣表彰」を受賞した際には，児童が釧路開発建設部に
までに終えるのが植樹に適しており，日光・水・空気を
赴き，「植樹は湿原を守ることにつながる．」「湿原を
取り入れやすくなる段階（根や葉がある程度まで大きく
豊かにしてねという気持ちを込めて植えました．」「受
なる段階）までポット苗を育ててから植樹する方が生長
賞できてうれしい．」という受賞の喜びを釧路開発建設
の効率が良いという成果を説明するものである。これら
部長に報告した．写真-7は児童による受賞報告後に撮影
の説明は，各教科で学習するタイミングと調整しながら
した写真である．また，釧路河川事務所長が小学校を訪
実施する．
ね，全校児童に向けて受賞の喜びを伝えた．写真-8は全
表-2 5 年生 1 学期の授業と連動した説明内容
校児童への伝達後の状況写真である。このような行動は
①日本の地形と天候（社会）、自然条件と
〇釧路河川事務所による説明内容
先生方や児童達のプロジェクトへの参加意欲の向上が期
人々の暮らし（社会）
〇各教科・領域の学習内容
待できる．
・日本の国土や気候の異なる地域の
・治水対策として堤防工事を実施
また，「緑化推進運動功労者 内閣総理大臣表彰」は
様子
・植樹は堤防強化にもつながる
・ 気象条件に適応した生活や産業に
北海道内の小中学校として初めての受賞であり，小学校
関する工夫
の先生方も大変喜んでいる．取組への参加意欲の向上に
②植物の発芽と生長（理科）
〇釧路河川事務所による説明内容
は表彰申請などの情報提供やサポートも重要である．
〇各教科・領域の学習内容

・苗を育てて観察・学習
・種子が発芽する条件
・植物が生長する条件（最も生長する
時期や日光・空気・水を体内に取り
込む手段など）

・植樹は植物の最も生長する時期の
前までに終えるのが適している
・日光・水・空気を取り入れやすくなる
段階まで苗を育ててから植樹する方
が効率が良い

（遠矢小学校平成 29 年度学校経営計画書を参考に筆者が加筆修正）

写真-7 遠矢小学校児童による受賞報告後の状況
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また、キャリア教育に関する取組を表-3に示す．5年
生2学期の③「流れる水のはたらき（理科）」では，流
水の侵食・運搬・堆積の機能や川の上下流の様子の違い，
集中豪雨や長期の大雨により洪水が発生することへの理
解，人々の生活を守る為に治水対策が必要であることへ

の理解に関する単元がある．また，6年生1～2学期には
④「地域の人と交流しよう（総合学習）」という授業も
ある．③，④には近年の気象状況の変化により，北海道
でも大災害が発生しており，治水事業によるハード・ソ
フト対策の必要性が増大していることや開発局が実施し
ている業務内容を紹介することにより，治水事業への理
解を深める取組も重要だと考えている．
表-3 釧路河川事務所で実施するキャリア教育
③流れる水のはたらき（理科）

④地域の人と交流しよう（総合学習）
〇学校経営計画書の記載内容
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取り入れて，継続に取り組んでいただきました釧路町立
遠矢小学校の歴代学校長はじめ教職員の方々に感謝いた
します．また，プロジェクト開始当初から多様な樹種の
種取，苗木管理等の継続して実施いただきました関係者
の方々にも感謝いたします．
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・近年は北海道でも洪水被害が多発
・実河川で発生した被災状況
・治水事業によるハード・ソフト対策の
必要性が増大
・開発局の業務内容紹介

・人権教室
・陶芸教室
・製鉄教室
・津波実験など

（遠矢小学校平成 29 年度学校経営計画書を参考に筆者が加筆修正）

5． まとめ
花咲かじいさんプロジェクトは、平成8年から現在ま
で22年間にわたって釧路町立遠矢小学校と連携して児童
による植樹を実施してきた。長期連携が継続できた秘訣
は以下の通りである。
① 樹木の生長段階に合わせた一連作業を学年を経なが
ら体験できる仕組みで開催してきたこと,
② 花咲かじいさんプロジェクトを通じて小学校の教育
方針が達成されるものとなっていること，
③ 釧路河川事務所でも多様な樹種の苗木管理及び植樹
場所の提供，職員総動員による植樹のサポートを行
ってきたこと

6．おわりに
花咲かじいさんプロジェクトにおける釧路町立遠矢小
学校との連携を今後も継続していくためには，小学校と
より密接な関係を構築していくことが重要であり，以下
の取組を順次実施していく予定である。
① プロジェクトの主旨の充実と拡大を図るための児童
と親世代による植樹
② 表彰受賞時等の先生方や児童達のプロジェクトへの
参加意欲が向上する行動
③ 小学校の授業と連動した植樹作業の内容説明
④ 治水事業への理解を深めるためのキャリア教育
謝辞：花咲かじいさんプロジェクトの実施にあたり，前
例がなく技術的な裏付けがない状況の中で始めたプロジ
ェクトに対して植樹手法を考案頂きました北海道科学大
学の岡村俊邦名誉教授，みずみどり空間研究所の吉井厚
志主宰に感謝いたします．また，プロジェクトを授業に
Masanori Ookushi, Kazuhiro Sakayi, Naoki Inomata

