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1.  はじめに 

網走開発建設部では、地域の提案や意見を反映した社会資本整備として、一般国道

244 号網走市北浜地区の切土法面に自生する海浜植物から種子を採取し、法面緑化に

活用することとした。この取り組みは、海浜地域の特徴的な景観である原生花園に準

じた沿道景観の整備を行うことで、地域振興に資するものとして地域協働プロジェク

トに位置付け、地域・地元教育研究機関・行政・道路管理者それぞれの役割分担と協

力の下で、積極的な推進を図っている。 

平成 17 年度の準備会の発足を経て、平成 18 年度のプロジェクトの本格的な立ち上

げに際しては、以下に示す 3 つの基本姿勢及び図-1 に示す地元の各団体の目的と役

割分担を重視して、取り組みを進めてきている。 

  自然景観の創出と自然環境の保全といった双方の視点から、北浜法面に自生

するいわゆる原生花園的植物（この地域では海浜植物）を主として用いる。 

  道路という社会資本を、地域特性と融合させた地域の文化資産としていくと

いった視点から、検討段階から地元の各団体の参加を促す。 

  地域の文化資産となるためには、地域に根付き地域が育んでいく必要がある

との視点から、地元の各団体の目的と役割分担を共有・認識しながら推進す

る。 

 

 

 

 

 

 

図 -1 地元の各団体の目的と役割分担 

本報文では、昨年度報告に続き、推進協議会の立ち上げや地元小学校との総合学習

での連携、各種イベントの展開や情報発信に向けた取り組みについて報告する。 
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2.  北浜法面原生花園化推進協議会の立ち上げ 

平成 18 年度に 2 度実施した意見交換会の経緯を

踏まえ、プロジェクトの初期段階からの地域主体性

を高めるため、平成 18 年 4 月 26 日「北浜法面原生

花園推進協議会」を立ち上げることとした。 

協議会は、地元教育研究機関の東京農業大学生物

産業学部をはじめとし、網走市及び現地に近接する

自治会 2 団体、観光協会や青年会議所などの関連団

体が 5 団体、自然環境保全などに取り組む市民活動

団体 2 団体により構成されており、当面の間事務局は道路管理者である網走開発建設

部及び網走道路事務所とし、自治体である網走市がこれを補助する形をとっている。 

また、協議会では 7 月に、北浜法面の現状及び近接する小清水原生花園や濤沸湖の

観察を通して、北浜法面は地域においてどのような位置づけとなるか考えると共に、

原生花園とはどのような環境であるかを知り、道路法面である北浜法面の機能性（法

面の安定・安全性確保など）を保持した上での緑化をどのようなイメージで進めるか

考えるためのヒントを得ることを目的として、現地観察会を行っている。 

観察会では、各会員が現地を歩くことで、多様な植物が生育していることを改めて

認識することができた。併せて平成 18 年度に乾燥の傾向にあると評価された北浜法

面には、アヤメやエゾスカシユリが点在または小規模な群落を形成していることに対

し、濤沸湖周辺や小清水原生花園といった湿性の環

境には、ヒオウギアヤメやエゾキスゲなどが広大な

群落を形成していることから、生育環境の違いに伴

う植生の差異があることを各会員が認識できた。な

お、法面上部の平坦地に一部エゾキスゲなどの群落

が確認され、北浜地区の原風景であると捉えられた

が、群落構成種の状況から濤沸湖及び小清水原生花

園と同様に、北浜法面との生育基盤に大きな差があ

ると判断された。 

これらの意見交換及び現地観察会といった情報共有や共通の体験を通し、北浜法面

の緑化をどのようなイメージで進めていくべきか、第一期の方向性が明確となった。

これを実現するための具体的な「視点（ビジョン）」及び「きまり（ルール）」につい

ては、以降に示すこととする。 

3.  「きたはなプロジェクト」としてのスタート 

協議会の立ち上げを経て、これまでに「(仮)北浜法面原生花園化プロジェクト」と

して推進されてきたこの取り組みを多くの人々に伝えていくことを目的として、誰に

でも呼びやすく親しみやすいプロジェクト名を協議会にて検討し、「きたはなプロジ

ェクト」と命名した。プロジェクト名の「きたはな」は、北浜の「北」と、原生花園

的な花を増やしていくことの「花」を合わせてつくった言葉である。 

写真-1 協議会立ち上げの様子

写真-2 ボランティアガイドに
よる小清水原生花園の解説 



より活動を広げ、より多くの人に参加してもらいながら「きたはなプロジェクト」

を推進するためには、まずは共通の「視点（ビジョン）」を持つことが必要であると

判断し、これまでの意見交換会で示されてきた緑化の考え方を再度明確にすることと

した。具体的には、「北浜法面に自生する花を“点”から“面”へ」として、現在の

北浜法面に点々と自生している花たちに力添えをし、少しずつ面に広げていくことで、

原生花園のような美しい景観を地域の手で作り上げていくこととした。 

また共通の「視点（ビジョン）」だけでは、多くの人が集まった場合、実際はどの

ような種類の花をどのように選び・増やしていくか、といった基準を明確にすること

が困難となるため、共通の「きまり（ルール）」を設けることとした。そこで第一期

は、平成 18 年度に実施された現地調査結果及び発芽育苗実験の結果を踏まえ、以下

に挙げる 3 項目とした。これに従い、北浜法面に生育する注目種（原生花園において

注目度が高く目立った花をつける植物）を評価し、エゾカワラナデシコ・センダイハ

ギ・ノコギリソウ・エゾスカシユリ・アヤメの 5 種が当面の取り組みの対象となった。 

 北浜法面に既存する自生種であること 

 北浜法面での種子の採集と育苗が容易であること 

 北浜法面の植栽基盤に適応できること 

 

写真-3 当面の取り組み対象種 

4.  地域協働の実践 

「きたはなプロジェクト」の地域協働は、図-2 に示す地域協働の考え方に基づい

て、これまでにも地元の各団体を交えた意見交換会

やタネ採りイベント、東京農業大学の協力による発

芽育苗実験を実施している。今年度は、プロジェク

トを長期的に発展させていくための地域での担い

手の確保や、各世代、各分野への情報発信などを目

的として、地元小学校との総合学習での連携や、各

種イベントの展開に取り組むこととした。 

4.1.  地元小学校との総合学習での連携 

地元小学校の総合学習での連携は、網走市立白鳥台小学校の 3～4 年生、全 22 名を

対象に実施した。網走市立白鳥台小学校は北浜法面の終点側に位置する小学校で、総

合学習の時間には「ホンモノにふれる」ことを重視したプログラムを展開しており、

地域の方々からの文化の継承や、各界で活躍されている方々を招いての学習会などを

開いている。今回の取り組みは単にプロジェクトに関するイベントではなく、「総合

学習」であり、またこれを通した地域での担い手の確保を目指すため、白鳥台小学校

図-2 地域協働の考え方
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の掲げる「ホンモノにふれる」といった視点も踏まえ、以下の 5 つの目標を設定して

プログラムを検討した。 

 北浜法面に色々な花が咲くことを知る 

 それらの花が咲く環境を知る 

 実物を手にとって観察する 

 手を動かして記録に残す 

 全工程を経て自然に関する知識と情報伝達の表現手法・芸術的表現を学ぶ 

総合学習プログラムは、事前レクチャーに始まり現地観察会、作品づくりといった

全 3 回の工程とした。なお、総合学習プログラムの検討にあたっては、3・4 年生の

担任及び学年主任との詳細な打ち合わせや現地下見などを実施している。 

第 1 回目は事前レクチャーとして、原生花園とい

った特殊な植生が成立する背景と北浜法面の自然

に関する説明の後、押し花の作り方について生花を

用いて説明し、最終的な目標となる簡易実物図鑑・

作品事例の紹介を踏まえた上で、グループ及び個人

での作品検討（イメージスケッチ）を行った。 

第 2 回目は「花が咲くみち歩きと押し花づくり」

として、現地を歩き⇒花を採集し⇒押し花をつくる

という流れで学習に取り組んだ。まずはエゾスカシ

ユリなど現地に自生する原生花園的な植物の写真

の載ったカードを用い、花を探して観察を行った。

カードに載っていない植物は、現地スタッフととも

に図鑑を用いて調べると共に、ノコギリソウとセイ

ヨ ウノ コギ リソ ウの 違い など を観 察し 、「日 本の

花・海外の花」といった形で、自生種と外来種の違

いなどについても学習する機会とした。現地でのこ

のような学習を通して採集した花を持ち帰り、分解

して花びらの数や雄しべ・雌しべの数を調べるなど

の観察をしながら押し花にした。 

なお、押し花は 1 週間以内に完成させる必要があ

るため、乾燥剤と調理用密封袋を用いて作成した。

今後の小学校または子供たちそれぞれの自主的な

活動に応用できるよう、これらの材料は可能な限り

身近にあるものから揃えることとした。 

第 3 回目は、北浜に自生する花に関する知識の振

り返りと記録の機会として、分解して押し花にした

花を元の姿に戻しながら簡易実用図鑑を作成した

上で、それぞれに栞やキーホルダー、ペンダントなどのさまざまな作品づくりを行っ

た。花を並べ換えて絵を作ったり、花とリボンなどの組み合わせを考えるなど、作品

写真-4 事前レクチャーの様子

写真-5 現地観察の様子

写真-6 簡易実用図鑑



づくりを行うことで、今回の総合学習の時間が環境

や植物に関する知識のみではなく、絵の描き方や色

の見方など、創造力を高めるための総合的なプログ

ラムとすることが可能となった。 

全日程を通して、小学生や先生方からは好反応が

得られており、「5.各種イベントの展開」において

紹介する「タネ採り・タネ播きイベント」にも多く

の参加を頂くと共に、先生からは地域として、今後

も何らかの連携があると良いとの声を頂いている。

これを踏まえるとともに、「環境保全活動・環境教育推進法」においても「体験活動

や実践体験・遊びを通じた学び」、「地域の資源を学習素材として積極的に活用した特

色ある環境教育の展開による住民意識の高まり」、「自主的な環境教育を推進するため

の国民・民間団体・事業者・行政等の連携による環境教育の実施」などが基本的な方

針に示されていることから、地域協働の一環としての地元小学校との総合学習での連

携は、今後、更に期待が高まるものと考えられる。よって、好反応を得られている中

でも更なる課題や要望などを整理して、プログラムのより一層の発展を目指していき

たいと考えている。 

4.2.  各種イベントの展開 

各種イベントの展開として、先に挙げた協議会での現地観察会や地元小学校との総

合学習での連携に加え、きたはなプロジェクトの視点（ビジョン）「北浜法面に自生

する花を“点”から“面”へ」を具現化するために、北浜法面に「それらの種を対象

とした・タネ採り・タネ播き」イベントを実施した。 

タネ採りイベントは平成 17 年度より 2 ヶ年連続で実施しており、これまでに採集

されたタネは全て発芽育苗実験に使用している。今年度は協議会会員より、地域の余

剰地（旧北浜小学校グラウンド跡地）に圃場を整備し、苗を育てていくことは可能で

あるとの提案を受け、圃場確保及びそれを見守る体制が地域に自発していることから、

「タネ採り・タネ播きイベント」として 2 日間の工程で実施することとした。 

なお圃場は、先述の網走市白鳥台小学校の向かいに位置する、旧北浜小中学校のグ

ラウンド跡地に約 30m×20m の規模で整備した。整備にあたっては、協議会会員であ

る北浜の自治会長と共に、地域で農業に従事しておられた方に、耕作機械などを持ち

寄った上で整備して頂いた。 

イベントには、協議会会員とその所属団体などの

関係者に加えて地域住民、網走市白鳥台小学校の生

徒など、2 日間で延べ 60 名程の参加を得られた。 

初日のタネ採りは、前述の当面の取り組み対象種

であるエゾカワラナデシコ・センダイハギ・ノコギ

リソウ・エゾスカシユリ・アヤメの 5 種を中心にタ

ネを採集した。これらの種については、東京農業大

図-3 アンケート結果(抜粋)
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写真-7 整備された圃場



学の協力によりその日のうちに取り出して数量を

算出し、各約 10,000 粒（ノコギリソウは約 80,000

粒：計測可能な重量である 10ｇから算出）を発芽

育苗実験分として確保した。その他の種については、

オオハナウドやヒメイズイ、クサフジなど、見た目

が特徴的なものが多く採集されていたことから、タ

ネ播き当日に参加者に自由に選択してもらい、種子

を取り出す作業も体験してもらうこととした。 

2 日目のタネ播きでは、はじめに大人が約 1m 幅

の苗床を整備し、その間に子供たちはペンタイプの

ペンキを用いて圃場に立てる看板を作成した。看板

には播くタネの種名と日付、発芽育苗実験区につい

ては「実験用」と記載することを原則とし、その他

は自由に花のイラストや自分の好きなものを描き、

それぞれに個性的な看板が仕上がった。 

その後、参加者全員が協力しながら発芽育苗実験

分以外の種子を取り出す作業を行い、最後に子供は

自由にタネ播きをし、大人は実験区のタネを播く、

といった流れでイベントは終了し、北浜法面の花を

増やしていくための畑が完成した。 

なお、この圃場に播いたタネのうち実験区の発

芽・生育については、引き続き東京農業大学の協力

を得て調査を実施する予定としており、現在、調査

計画を立案している。また、総合学習やイベントを

体験した白鳥台小学校の生徒が関心を寄せている

ことから、実験区以外の区域については、小学生の

教育フィールドとしての活用も検討している。 

来年度以降のイベントの展開として、協議会では、

現地に生育する外来種対策「セイヨウノコギリソウ

の刈り取りとハーブクラフト作り（セイヨウノコギ

リソウは「ヤロウ」の名で知られるハーブである）」

や絵画・写真を通した総合学習プログラム、一般向

け現地観察会などを検討中である。 

5.  情報発信に向けた取り組み 

きたはなプロジェクトでは、プロジェクトのブランドイメージから地域ブランドを

発展させることも重視し、情報発信の際に活用するロゴの製作や印刷物などを作成す

る際のカラーコーディネイト、これらを用いた情報発信にも積極的に取り組んでいる。 

ロゴのモチーフには、小清水原生花園などで人気が高く、現地でも全区間で生育が

写真-10 種子の取り出し作業

写真-9 子供による看板作り

写真-8 採集したタネと参加者

写真-11 タネ播きの様子



確認されている「エゾスカシユリ」を用いており、カラーコ

ーディネイトもこれに伴って、エゾスカシユリの花弁の色で

あるオレンジを基調とし、同系色の暖色～中間色を用いた

「暖かさ」＋「ナチュラル～カジュアル～エレガント」のイ

メージスケールに属する色味とした。なお、日本人の景観に

対する言語イメージの嗜好分析によれば、「自然な・素朴な・

親しみやすい・文化的な・穏やかな・洗練された・のどかな」

などが上位となっており、これらの言語イメージは、先述の

「ナチュラル～カジュアル～エレガント」といったカラー

イメージスケールに属する。 

これらのロゴやカラーコーディネイトを用い、意見交換

会やイベントを実施した際にはニュースレター「LILY」を

作成しており、現在、第 7 号まで発行されている。ニュー

スレターの名称についても「北浜法面－エゾスカシユリ」

のイメージを更に高めるため、ロゴと同様にエゾスカシユ

リの「ユリ」を用いている。これは「生育基盤が乾燥傾向

にある北浜法面と、その基盤に適して全区間に生育するエ

ゾスカシユリ」の関係についても示唆できることから、初

めてプロジェクトを知る方の「北浜法面の緑化イメージの

形成」にも寄与する。 

また、パンフレットも作成しており、関係機関や道の駅などへの配布を検討してい

ると共に、現在、ホームページの立ち上げも準備している。 

6.  おわりに 

きたはなプロジェクトで発芽及び育苗実験を行っているユリ科植物は、一般に種子

からの繁殖より、球根の株分けを用いた場合の方が簡易的に増やすことが出来る。 

しかし、「地域に自生する植物を・地域の人が採集して・地域の人の手で増やす」

点を重視しているため、種子からの発芽及び育苗手法の確立に取り組んでいる。一方、

昨年度からの実験の成果により、農大圃場でのエゾスカシユリの開花とエゾカワラナ

デシコの開花・結実、現地実験区でのエゾカワラナデシコの開花・結実が確認されて

おり、今後の展開が期待される成果が着実に得られてきている。 

また、数度の意見交換会を経て「北浜法面に自生する花を“点”から“面”へ」と

いう緑化のコンセプトが明確になると共に、種を選択する際の現時点でのきまりもで

きたと同時に、地元小学校との総合学習での連携や一般参加者を迎えてのタネ採り・

タネ播きイベント、地域での圃場確保、ニュースレターの随時発行など、地域協働と

情報発信が根付き始めており、推進体制の基盤も着実に形成されている。 

今後は、「より多くの苗を育て現地に根付かせること」、「より多くの人たちに参加

して頂くこと」、「より多くのイベント・地域協働作業を展開すること」を重視して、

取り組みを進めることとしている。 

図-5 パンフレット
（表紙） 

図-4 ロゴのデザイン


