
研究成果を活用した地域の教育と連携した取り組み

特別研究監・研究連携推進監・水環境保全チーム・寒地技術推進室

１．はじめに

　寒地土木研究所としての樹林環境回復・再生に関す
る研究成果を活用した、地域の教育と連携した秋季の
環境教育への取り組みを行いましたので紹介します。
　また、これまで樹林環境を再生させる取り組みとし
て「生態学的混播・混植法」による植樹について、幾
度か報告していますが、今回は、現在の森林の生育環
境に手を加え、将来にむけて多様な森林に育成する樹
林環境の創出といった取り組みについても紹介します。

２．天売小学校「島と海と森の話」授業

　平成26年９月24日（水）に天売小学校「島と海と森の
話」授業が行われました。
　天売小学校を通じて、天売島での森林の再生から、
その後において樹林環境の進化してきたことを理解し
児童たちの世代において、さらなる樹林環境の回復・
保全を目指し、森林整備などに取り組むことを目的と
しています。2013年に引き続き、２回目となる授業に
ついて紹介します。（前回の報告は、月報2014年１月「報
告」を参照。）
　天売小学校の全校児童12名が参加し、まず、教室内
で北海道立総合研究機構林業試験場森林環境部の長坂
晶子さんから「森と海のつながり」（写真－１）および
北海道科学大学大学院の岡村邦俊教授から「島と海を
豊かにする森に向けて」（写真－２）という授業を受け
ました。

　長坂さんの授業では、河川や沢などに生息する水生
生物のアクリル製標本を顕微鏡で観察し、図鑑では上
下からしか見られない水生生物を正面や横方向から観
察する貴重な体験をしました（写真－３）。

写真－１　長坂さんによる「森と海のつながり」授業

写真－２　岡村教授による

　　　　　「島と海を豊かにする森に向けて」授業

写真－３　水生生物を顕微鏡で観察する児童

　給食後には、天売小学校の裏山の山林にあったドン
グリやクルミといったタネをビニールポットに播き、
35ポット造りました（写真－４）。（タネは、前日の準
備作業中に採取しておきました。）
　タネ播き後には、来春、雪が解けた以降の「実生群
ポット苗への水やりを忘れず！」にという約束を岡村
教授と児童が交わしました。（冬季間は雪がポット苗
全体を覆うため、水やり等の養生は必要ありません。）

報　告
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　現在の天売島の森は、トドマツ林やグイマツ林とい
った“同じ樹種”・“同じ樹齢”の針葉樹林（単層同齢
針葉樹林）であり、天売島の森が自然災害等に強い樹
林環境となるよう、“多様な樹種が”、“それぞれの樹
齢で成長し”、“樹林内には陽が差し込む空間のある”、
針葉樹と広葉樹が混じりあう樹林（複層異齢針広混交
陽光林）に遷移させることが重要です。このためには
持続的に森の状態が維持されながら、多様性のある樹
林環境となることを目指します。
　今回の授業がきっかけとなり、関係機関が連携した
地域活性化の取り組みとなるよう、今後も天売小学校
での授業を持続することが必要であると感じました。
（伐採した木の利用方法については、月報2014年12月
「所感」を参照。）

３．洞爺湖温泉小学校「緑はどうなった？」授業

　平成26年９月29日（火）に洞爺湖温泉小学校「緑はど
うなった？」授業が行われました。
　これは、2000年の有珠山噴火における災害と減災対
応を伝えるとともに、泥流から地域を守る遊砂地周辺
において地域にふさわしい森林環境は再生させること

　昨年度の授業では、保安林内での間伐手続きをして
いなかったことから伐採することが出来ず、伐採木の
マーキングまでの取り組みとなってしまい、児童から
は「実際に伐ってみたかった。」という声が挙がって
いました。今年の取り組みでは、羽幌町役場および留
萌振興局森林室の協力のもと保安林間伐届を申請し、
許可を得て伐採することが叶い、授業の内容を一歩前
進させることが出来ました。
　切り倒された跡の伐り株の周りには陽が差し込むよ
うになり、そこに広葉樹が成長するようにドングリや
クルミのタネを直播（混播法）しました（写真－７）。

　いよいよ、山林内に入り「島と海を豊かにする森に
向けて」授業について実践しました。健全で豊かな森
にするための「育成木」を選定し黄色のテープを縛り
目印とし、育成木が成長するために枝の張り具合など
により障害となっている木にピンク色のテープを縛り
「伐採木」としてマーキングしました。伐採木の選定
後はノコギリの使い方と伐採方法を指導してもらい、
実際に伐り倒しまで行いました（写真－５）。児童たち
は、指導した留萌振興局森林室の職員らのようにノコ
ギリを巧く使うことが出来ず、四苦八苦し、ときには
弱音を吐くこともありましたが、無事に切り倒すこと
が出来ました（写真－６）。

写真－４　タネ播きについて指導する岡村教授と

　　　　　　タネをビニールポットに播く児童たち

写真－５　伐採方法を留萌振興局

　　　　　　　森林室の職員に教えてもらう児童

写真－６　協力し、木を押し倒す児童たち

写真－７　切り倒した木の根元へタネの直播（混播法）
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４．小平町ゆったり館前「住民参加による森づくり事

　　業」（小平小学校、鬼鹿小学校）

　平成26年10月10日（金）に小平町ゆったり館前国道
232号跡地周辺「住民参加による森づくり」が行われま
した。
　ゆったり館前の利用されていない空間を町民や来町
者が親しめる森林環境に回復させることを目的とし、
2013年に引き続き２回目の秋季の植樹活動について紹
介します。（前回報告は、月報2014年９月「研究所ニ
ュース」を参照。）
　小平小学校の４年生が19名、鬼鹿小学校は３年生と
４年生が13名、小平町役場職員が16名、付近の住民の
方が４名および留萌開発建設部から２名の58名の参加
で行われました。ポット苗木を植樹する前に北海道科
学大学大学院の岡村教授からポット苗木の混植方法に
ついて説明がありました（写真－11）。その後、小平小
学校および鬼鹿小学校の児童と大人たちが１組となり、

　校舎前に戻り、北海道胆振総合振興局室蘭建設管理
部から2000年の有珠山噴火の状況や遊砂地等の防災施
設の役割について説明を受けました。その後、宝物探
しで見つけ出してきた「お宝」を披露した後（写真－

９）、北海道科学大学大学院の岡村教授の手ほどきを
受けながら、重量級のタネはビニールポットに、中量
級・軽量級のタネは発泡スチロール箱の発芽床に播き
ました（写真－10）。高学年の児童は低学年の児童を手
助けし、歓声を挙げながら和やかに作業が進められ、
重量級のタネは175ポット、中量級と軽量級のタネは
１箱ずつ発芽床を造りました。
　岡村教授から児童に「アキグミ・ナナカマドの実か
らタネを人為的に取り出しましたが、自然の状態で、
その役割を果たすのは？」という質問に「鳥が実を食

べて、タネは糞の中に混ざり込み、糞をすることで地
面に播かれる。」といったことを児童みんなで、謎解
きしていました。

を目的としています。今回は苗木育成植樹の開始から
10年目にあたる今年、秋季の「緑はどうなった？」授
業について紹介します。（前回報告は、月報2014年９
月「研究所ニュース」を参照。）
　洞爺湖温泉小学校の全校児童53名が校舎前に集合
し、先ず洞爺湖畔での「タネ採り」と「宝物探し」を
行いました。トチノキ・ミズナラ・クルミなどの重量
級（1,000粒のタネの重さが１㎏以上）のタネ、アキグ
ミ・ナナカマドなどの中量級（1,000粒のタネの重さが
１ｇ～１㎏）のタネ、キタコブシ・イタヤカエデとい
った軽量級（1,000粒のタネの重さが１ｇ未満）のタネ
を採取しました。（洞爺湖畔は、支笏洞爺国立公園の
特別区域内に指定されているため、タネの採取につい
ては洞爺湖ビジターセンター自然保護官事務所に「指
定植物の採取」ではないことを確認のうえ採取してい
ます。）宝物探しでは、児童が目についた不思議な植物
やタネなど、大人の視線では探し出すことの出来ない
ようなものまで発見し、自慢し合っていました（写真

－８）。

写真－８　タネ採り・宝物探しの状況

写真－９　探してきた「お宝」を披露する児童たち

写真－10　重量級のタネをビニールポットに播く児童

たち　　　　　　　　　　　　
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　岡村教授が「育成木」をマーキングし、児童たちは
育成木が成長するために障害となる「伐採木」をマー
キングしました。「伐採木」は、地元森林組合の作業
員がチェンソーを使用して伐採する様子を間近に見る
ことができました（写真－14）。胸高直径が30㎝程の
「伐採木」が伐り倒される際の迫力に児童たちからは
驚きと歓声が挙がり、「チェンソーで木を伐るのって、
カッコイイ！」と友達同士で話していました。
　「伐採木」が伐り倒された後には陽が差し込むこと
ができる空間が上空にあらわれ、地表面では天然更新
されているヤマモミジやミズナラの実生に光が差し込
むようになりました（写真－15）。

　次世代の多様な森づくりの取り組みを児童たちと大
人たちが一緒に取り組み、地域が一体となって郷土の
自然環境を守り、地域の活性化に繋げられる活動とな
ればと感じました。

５．壮瞥小学校「森の恵み」授業

　平成26年10月17日（金）に壮瞥小学校「森の恵み」授
業が行われました。
　近隣の洞爺湖温泉小学校では、2004年から「緑はど

１ユニットにつき10本の植樹および樹高計測等の記録
までを共同作業で取り組んでいました。児童が掘れな
い固い地面は、大人に手伝ってもらいながらポット苗
木を植えられる大きさまで穴を掘り、ポット苗木を植
えていました（写真－12）。当日は波浪警報が発令され、
強烈な風と冷たい雨が降るといった悪天候のなかで、
児童および大人たちは震えながらの我慢の植樹活動と
なりましたが、無事に32ユニットに18種の樹種等（木
本類が14種、草本類は４種）384本のポット苗木を植
樹しました。

うなった？」授業という樹林環境の再生に関する総合
学習を行っていることから、壮瞥小学校でも同様に取
り組みたいという教育委員会からの要望に基づき、
2013年から始められました。
　壮瞥小学校裏の町有林には「学校林」と呼ばれる針
葉樹林を主体とした森がありますが、密生林化してい
ることから森は薄暗く「うっそう」とした生育状況で、
児童たちが親しみやすい森と感じづらい状況です。そ
の学校林内に広葉樹が生育することが出来る環境を整
え、針広混交林化に遷移させ、多様性のある森林環境
に再生・回復させることを目的としている「森の恵み」
授業について紹介します。
　壮瞥小学校の４年生18名と５年生14名が参加し、授
業は北海道科学大学大学院の岡村教授により進められ
ました。校舎前で授業の目的や「健全な森とは？」と
いった内容の説明を受け、さっそく学校林に入りまし
た。学校林内は雨が降っていたためか、とても薄暗い
状況のなか「森林保全の必要性」および「育成木と伐
採木のマーキングの仕方」について説明を受けました
（写真－13）。

写真－11　児童たちにポット苗木の

　　　　　　　植え方を説明する岡村教授

写真－12　児童と大人（小平町職員）による樹高計測

写真－13　うっそうとした針葉樹林内を観察する児童

寒地土木研究所月報　№741　2015年２月�� 47



　その後、２～３年後のポット苗木として使用する苗
木を育てるため、砂防事業地周辺で事前に採取してお
いたタネを播きました。重量級のコナラのタネはポッ
ト苗として20ポット、軽量級のウダイカンバのタネは
発泡スチロール箱の発芽床を１箱造りました。

　その後、次世代に繋がる苗木を育てるために、学校
林内の林道に落ちているミズナラ・カシワのドングリ、
クルミ、クリなどのタネを採取し、ビニールポットに
撒きました。林道脇などで拾ったタネを播くには「精
選」が必要であり、バケツ内の水に採取したタネを浸
し、未成熟なタネや食害を受けたタネ（虫に食べられ
穴のあいたタネ）は水に浮いてくるので発芽不良のタ
ネと判断し取り除き、水に沈んだタネを使用します。
ビニールポットに土と精選後のタネを２～３個播き、
80ポット造りました（写真－16）。

　児童のなかに「各自の家で育ててみたい。」とポッ
ト苗を持ち帰った児童がおり、ちょっとした体験から
植物の成育に興味を持たせる“きっかけ”づくりの授
業となったと感じました。
　壮瞥町学校での「森の恵み」授業は始まったばかり
ですが、現在の針葉樹を主体とした森林を多様性のあ
る針広混交林へ再生させるといった取り組みを持続さ
せる必要があります。持続性を保つために地元で協力
してくれる方々を増やしていく取り組みづくりが重要
な鍵となります。

６．宮城県栗原市栗駒耕英東地区における植樹指導

　平成26年10月16日（木）に宮城県栗原市栗駒山麓で宮
城県防災砂防課が行った、この取り組みは生態学的混
播・混植法により砂防林の再生のため2013年から始め
られたものです。樹林環境再生の今年の植樹実習につ
いて紹介します。（前回報告は、月報2014年１月「報告」
を参照。）
　当日は小雨が降り続く生憎の天気でしたが、宮城県
庁および栗原市職員が14名、砂防ボランティアや愛護
会の方々が12名方、地元建設業が２名の28名が参加し
ました。植樹した20ユニット、20種の樹種を200本の
ポット苗木を植樹しました（写真－17）。宮城県防災砂
防課から2013年に植樹した苗木の成育状況の追跡調査
結果の報告があり、20ユニットに200本植樹した苗木
のうち192本が順調に育っているという喜ばしい話し
がありました。

写真－14　伐採の様子と伐採後の伐り株を観察する児童

写真－15　伐採前・後の光の入りかたの変化

写真－16　重量級のタネをビニールポットに播く

　　　　　児童たち

写真－17　ユニット内にポット苗木を植える参加者
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植樹箇所において、河川敷の利活用形態に合わせた「手
入れ」方法について、徐々に指導していきたいと述べ
ていました。

８．おわりに

　研究成果の普及と、これを活用した秋季における各
小学校の児童との環境教育について紹介しました。全
校児童を対象としている洞爺湖温泉小学校では高学年
の児童が低学年に授業の内容を伝え、一緒に宝物探し
をする光景が見られ、また、天売小学校でも低学年の
力の弱い児童の伐採作業を高学年の児童が手助けする
姿が見られました。さらに、小平町では小平町小学校
および鬼鹿小学校の児童と住民が協力するといった世
代間を繋げた取り組みとなっています。樹林環境の回
復・再生の取り組みは永年の継続的な取り組みが必要
とされるため、地域一体での協力が広がりと、その持
続的な活動が必要となると考えられます。
　寒地土木研究所と北海道科学大学大学院の岡村教授
により共同で研究開発された「生態学的混播・混植法」
は、各地で樹林再生の目的で取り組まれてきています。
この技術の現地への適用のなかで、自治体や学校等、
地元の人々との交流を得て、継続的にフォローアップ
することにより、最近では地元地域を再確認する活動
に発展しつつあると感じます。

（文責：寒地技術推進室　竹ヶ原　一郎）
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　天売小学校「島と海と森の話」授業は、北海道開発
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が「離島観光地の森林および生活環境改善のための社
会実験」として獲得した資金により活動しています。
　洞爺湖温泉小学校「緑はどうなった？」授業は、「子
供達に緑あふれる未来を贈るため」、「森づくりと子供
達への森林環境教育」等を活動の柱としている『グリ
ーンサンタ基金』の資金援助により活動しています。
　壮瞥小学校「森の恵み」授業は、農林水産省「森林・
山村多目的機能発揮対策推進交付金」による助成金を
特定非営利活動法人�環境防災総合政策研究機構が「有
珠山周辺地域における環境防災学習」として獲得した
資金により活動しています。

　宮城県防災砂防課および植樹実習に参加された方に
は、砂防林として周辺環境に調和した森林環境が再生
されるよう持続的な植樹活動の取り組みと追跡調査な
どが必要であることを説明させていただきました。

７．生態学的混播・混植法の手入れ

　生態学的混播・混植法による植樹に使用する実生群
ポット苗木は一つのポットに２～３本の実生が生育す
るように植えています。それは確実に緑化を図るため
であり、環境条件に適合した実生が残り競争に任せよ
うという考え方に則っています。しかし、生育条件が
良く、密生しすぎで互いの樹木が成育を妨げるといっ
た環境となっている場合があります。また、市街地に
近い場所などでは、下枝および密生林化により利用者
が近づきにくい樹林環境となり、防犯上あるいはゴミ
の不法投棄といったことが懸念されます。そのような
場合の「手入れ」について試行してみました。
　平成26年９月10日（水）に茨戸川の石狩川歴史の森に
おいて、導入から10年程度経過した樹林を手入れしま
した。手入れ方法は、ノコギリを扱える手の届く範囲
の枝打ちを行います。見通しが良くなりますので同一
の樹種を見分けることが可能となります。同一樹種の
うち成長の良好な樹は「育成木」として成長させ、育
成木が成長するために障害となっている木を伐採しま
す（写真－18）。（広葉樹の落葉後に伐採した場合、翌
春に栄養繁殖により伐り株から萌芽幹（孫生え）として
再生しますので、伐採時期に留意して下さい。）

写真－18　手入れ前と手入れ後の樹林環境の変化

　壮瞥小学校「森の恵み」授業でも紹介しましたが、
岡村教授曰く、良好な樹林環境となるように「育成木」
と「伐採木」を選択する際の判別が重要であり、今後
は、生態学的混播・混植法を導入し10年程度経過した
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