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１．はじめに

平成１３年１１月、開校１００周年を迎 えた北斗

市立（旧大野町）萩野小学校（全校生徒３８名）は、

北海道南部の大野平野に拓けた２，９００ ｈａの水

田地帯のほぼ中央に位置している。夜景の 美しい函

館市や、りんごの美味しい七飯町、海産物 の美味し

い北斗市の自然豊かな環境に囲まれた萩野 小学校で

は、こうした農業と自然に恵まれた環境を 生かし、

田植えから収穫（餅つき：収穫祭）までを 総合学習

の一環として、地域の方々や農業に関わる 行政の関

係機関と連携し、体系的な農業体験を授業に取り組んでいる。

２．大野平野の概要

大野平野は、北海道渡島半島の南部に

位置し、大野川及び久根別川沿いに拓け

函館市、北斗市（旧上磯町、大野町）、

亀田郡七飯町の２市１町の水田を主とし

た農業地域である。

地形は、主に沖積平野等の平坦地で、

北側の水田は標高約40ｍ、南側の函館湾

に近い水田は標高約 3ｍと標高差が小さ

い。

この平野部の背後は、丘陵地帯、山地地帯であり、北部には、活火山である駒ケ岳

（標高1,131m）と大沼,小沼,じゅん菜沼を擁する大沼国定公園があり、南部には函館

湾,函館山等、さまざまな自然豊かな景観を望むことができる。

また、地域には八郎沼、河畔林等の自然が残っている大野川、久根別川が流下して

おり、豊かな水辺景観を形成している。

本地域は平成１８年度より国営農業用水再編対策事業「大野平野地区」が着工され

良食米生産に合った用水の確保と用水系統の再編による用水管理の合理化、地域住民

にも親しまれる地域用水機能増進に向けた事業が進められている。
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大野平野地域

図－ 1 位置図

写真－１大野平野地域の全景
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３．地域協働による取り組み

（１）取り組みの目的

大野平野に広がる田園風景と山や海を背景にした豊かな自然環境を守り、安全安心

な農作物を生産、提供していくことが重要であることから、函館開発建設部は地域の

住民や子供たちと協働して田植えや田んぼの生きもの調査等を行い、農作物の生産活

動の場である環境情報をとりまとめ、食の安全性などのＰＲにつなげていくものであ

る。

（２）取り組みの内容及び結果

平成１５年度より協働活動を行っている参加機関は図－２に示すとおりである。

図－２ 萩野小学校の地域協働活動内容（毎年、各学年でメニュー調整）

目指す成果

萩野小学校 函館開発建設部

・地域の基幹産業（農業）を知る。
・食の大切さを知る。
・環境保全の必要を知る。
・地域交流を通じ社会性を育てる。
・ふるさとを大切にしていく。

・農業の大切
さを知る

・大野平野の環境を把握する。
・地域の用排水利用状況及び
　施設機能を踏まえた整備検討の
　基礎とする。
・食の安全安心ＰＲの基礎とする。

地域住民

●内容

・もちつき、食事

●体験目的
・身体と健康、調理の面白さ、地域の

方々との交流を通じ社会性を養う。

●内容

・農作業
●体験目的

・自然とのふれあい

・農家の苦労と収穫の喜びを知る。
・農家の方と交流する。

９月収穫体験

●体験目的

・お米の構造と栄養などから食生活の
あり方を学ぶ。

１１月お米の出前教室１２月収穫祭

●内容
・農作業

●体験目的

・自然とのふれあい
・農家の苦労を知る。

・農家の方と交流する。

●内容

・田んぼの生き物調査
●体験目的

・生態系、田んぼは生き物の住処と

なっていることを学ぶ
・生き物は安全な農産物が生産されて

いることを証明していることを知る。

●内容
・水源～末端までの施設見学

●体験目的

・水や施設の大切さを知る。
・食べ物を生産するためにはたくさん

の施設とそれを管理している方々がい

ることを学ぶ。

５月　田植え ６月　田んぼの生き物調査 ７月農業水利施設見学会

●内容
・田んぼの構造と水の流れを学ぶ

●体験目的

・代掻きの必要性、用水排水の仕組み
を知る。

５月　田んぼと水

●内容

・稲の生長と深水のしくみを知る。
●体験目的

・深水管理の必要性を知る。

・用排水施設及び基盤整備の必要性を
知る。

７月　稲の生長と水管理

　　　実施関係機関

　　・萩野小学校
　　・地域住民

　　・生産者

　　・行政機関
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①５月田植え・田んぼと水

【田植え】

田植えは全校児童と一般住民の約６０名が参加し、汚れても大丈夫なように「短パ

ンにビーチサンダル、手ぬぐい」という万全な体制で田植えを行った。

１００㎡ほどの田んぼに、最初は子供達もおそるおそるは入っていたが、すぐに歓声

が上がるようになった。（写真－２、３、４）

素足で田んぼに入った時の感触に悲鳴をあげたり、泥まみれになって苗を植える姿

に大人達の笑い声が絶えない中、田んぼを泳いでいたカエルを捕まえたり、田植えそ

っちのけで先生と一緒になってどろんこ遊びに興じたりにぎやかな田植えとなった。

【田んぼと水】

理科教室にペットボトルを加工した「ミニしろかき実験器」や「水田模型」を運び

込み、先生方からは何が始まるのだろうかという不安と期待感が高まる中で授業が始

まった。授業の流れとしては「しろかき」の必要性について学びその後、水と土を混

ぜ（写真－５、６）しろかきの効果を確認した。（写真－７）。また、模型を使って

田んぼと周辺の水の流れについて学んだ。

②６月田んぼの生き物調査

生き物調査は年々上手になってきており、（写真－８）

タモ網、仕掛け網の使い方や採取された生き物を見分ける

ことができるようになっている。確認された生き物はエゾ

ホトケドジョウ、フクドジョウ、イバラトミヨ、ウキゴリ、

タニシ、アマガエル、オタマジャクシ、ウグイ、ワカサギ、

ドジョウ、コイ、ヤゴであった。

写真－５ 代掻き実験１ 写真－６ 代掻き実験２ 写真－７ 代掻き実験３

写真－２ 田植え１ 写真－３ 田植え２ 写真－４ 田植え３

写真－８ 生き物調査状況



「これだけ多数の水生生物がいるところは水がきれい」

だと知り、ここで生産されてるお米や野菜なども安全で

安心なものであることをみんなで学んだ。

また、生き物調査結果のまとめとして、生き物マップ

を作成した。（写真－９）

③７月農業水利施設見学会・稲の成長と水管理

大野川と大沼を水源とした大野平野の用排水施設は、

昭和３０年から昭和５３年に総合かんがい排水事業「大野地区」で整備されたもので

ある。先人達の血の滲むような努力によって田ん

ぼに温かい水が運ばれていることを知ると共に、

大野川頭首工（写真－１０）、揚水機場、幹線か

ら末端までの多くの用排水施設やそれを管理して

いる土地改良区の皆さんや支線組合の方の大変な

苦労も学んだ。特に、台風の多い今年は、用排水

路の水管理を夜も寝ないで行っている事を知り、

田んぼの中にいつも水があるようにすることは大

変な苦労だと知った。

また、稲の成長に合わせて田んぼの水を深くする時期の必要性やそのために多くの

水と田んぼの整備が必要であることを学んだ。

④９月収穫体験

初参加の１年生、去年は稲の運搬だけだった２

年生は緊張気味だったが、５，６年生は手慣れた

様子で稲刈りをしていった。農家の方も顔負けの

早い作業であった。

刈取った稲の重さに児童達も「重い重い」と歓

声を上げ、春から稲の生育を観察して来た子供達

は笑顔いっぱいであった。（写真－１１）

乾燥作業は、乾燥施設で行なわずに「はさ掛け」で自然乾燥する事にした。最後に

全員で「落ち穂拾い」を行って稲刈りを終了した。

米を出荷するための検査では米粒に含まれている水分が１６％以下にならないと検

査を通らないことや、自然乾燥のお米が一番美味しいことを学んだ。

かつては一家総出で稲刈りをしていたが、今はコンバイン等機械による稲刈りが当

たり前になっている。昔のような作業風景はごく一部を除き見かけなくなっており、

機械がなかった時代の大変さを知った。

写真－１１ 収穫体験

写真－１０ 大野川頭首工見学

写真－９ 生き物調査状況



⑤11月お米の出前教室

お米のミニ精米器を教室に持ち込み、精米体験

を実施した。籾→もみすり→玄米→精米→白米へ

と変わってゆく作業を通し、児童はお米について

さらに深い知識を習得した。

（写真－１２）

なかには精米の時に出る米糠をなめながら「美

味しい」という生徒もおり、米の栄養分の多いと

ころはここだと知ると、お父さん、お母さんにも

教えてあげようと持ち帰る児童もいた。また、ク

イズ形式で「ご飯一杯はケーキ１個やラーメン１

杯よりカロリーが少ない」ことなどを学んだり、

「この野菜はどの部分？」をグループで考え楽し

く学んだ。（写真－１３）

⑥12月収穫感謝祭

春の田植えから秋の収穫までの農作業を体系的に

学んできた総合学習も、ここで一気にまとめに入る。

児童の父兄をはじめ地域の方々や行政の方々を含め

100 名以上の関係者が萩野小学校に集い収穫の喜び

を分かち合った。（写真－１４、１５）おぞうに、

紅白もち、おしるこ、きなこもちなど地域の方々と

協力し、たくさんの料理を味わった。

４．広報活動

萩野小学校と連携した学習状況は、ラジオ放送を

はじめ新聞、テレビで広く放映され、一般の消費者

や地域住民に大野平野の自然の豊かさと美味しい農

作物が生産されていることを情報発信した。

（写真－１６）

５．まとめ

地域と協働による食の安全安心をテーマとした調

査及び活動は、食の安全と言う視点で地域の生き物

を捉えた場合、用水路や農地に住む生き物は、安全

安心につながる農作物の品質保証であり、消費者が

求めている生産現場の信頼性をより明確にしていく

手段となるものである。今後、地域協働による調査

や活動はそこに住む地域住民と自然との関わりを維

写真－１４ 餅つきの様子

写真－１５ 餅まるめ

写真－１６ テレビ放映

写真－１２ 玄米選別作業

写真－１３ 野菜の授業



持していくための手段となり、活動で得られた各種のデータの蓄積と情報の活用が重

要となってくる。

また、学校や北斗市の教育方針に「農作物の種まきから収穫までの一連作業を実際

に体験して、郷土の食の文化を理解、

先人の知恵を学び、豊かな情操の育成

を 図 り ま す 。」 と な っ て お り 、 農 業 へ

の理解と関心をより一層深めていくこ

ととしており、今後も継続した体験学

習が期待されている。

また、地産地消として消費拡大に大

きな役割を担っている「ふっくりんこ」

が、萩野小学校周辺で広く作付けされ

ている事を知った児童は、ますます農

業と環境に大きな関心を抱くきっかけ

となっている。（写真－１７）

消費者の食の安全・安心に関心が高

まる中、地元の生産者も環境に配慮し

た営農と販売戦略が活発化している。

これまで地域の方々と一緒になって行

ってきた農業体験によって、より地域

の農業を詳しく知ることとなった。田

植え、生きもの調査、稲刈り、収穫祭等の学習成果は、今後調査結果をとりまとめ地

元生産者や関係機関にデータの提供及び活用方法についてホームページで公表する予

定である。

今回の「北斗市（旧大野町）萩野小学校」で行った取り組みは、消費者の求める食

の安全・安心を PR する取り組みとして、他の地域でも大野平野で行った同様の取り

組みを期待したい。

写真－１７【函舘育ち】ふっくりんこ

ふっくりんこのロゴとキャラクターは、

必要な安全検査（残留農薬・DNA 検査）

をクリアしたお米の印です。


