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はじめに

稚内開発建設部では、地域協働プロジェクトの一環として、安全な食べ物が生産さ

れる農村の環境に関心・愛着をもってもらうため「国民に健康な食を提供～信頼でき

る北の大地から～」をテーマに、国営総合農地防災事業「浜頓別北部地区」(以下、

本地区とする。）で施工した排水路や周辺農地において、浜頓別町教育委員会との協

働で、浜頓別ジュニア・アドベンチャークラブ（地元の小学４～６年生）を招いて現

場見学会を行った。

この現場見学会は、平成16年度から継続実施しており、工事現場の見学や生き物調

査を行い、その後アンケートを行って、より効果的な取り組みとなるよう工夫を重ね

ながら実施している。

本発表は、これまでの実施状況について報告するものである。

１．地区概要

本地区の位置および地区概要を図-1、表 -1に示

す。本地区は、特殊土壌である泥炭土のために機

能低下した農地および排水路等の機能回復を目的

に、平成13年度に着工し、平成18年度に完了した。

本地区の排水路の下流側にはクッチャロ湖湿原

があり、豊かな自然環境が分布するため、魚たま

り工（写真 -1）や木枠護岸など環境に配慮した工

法を採用して事業を実施している。
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２．浜頓別ジュニア・アドベンチャークラブの概要

浜頓別ジュニア・アドベンチャークラブは、「地域の豊かな自然の恵みを、様々な

活動を通して子供たちに学習してもらいたい。」との目的で地元有志が設置した活動

団体で、浜頓別町教育委員会の支援を受けながら地元の小学４年生から６年生で構成

されたクラブである。主な活動は、自然観察会、地域の伝統文化である砂金堀りの体

験、白鳥の観察会など、自然豊かなフィールド体験を通して、子供たちの心身の育成

を図っている。

３．取り組み状況

現場見学会は、これまで４回実施されており、毎回稚内開発建設部と浜頓別町教育

委員会の職員が引率して、工事現場見学と第４号排水路（オビンナイ川）において環

境調査を行った。（表―２）

（１）１年目（平成16年8月）

初年度の現場見学会は、工事現場見学と排

水路施工前のオビンナイ川での環境調査であ

った。

工事現場の見学会では、排水不良農地に対

する暗渠排水の役割や施工方法等を学習した。

ここでは、排水を良くするために、水産加工場から廃棄されていたホタテの貝殻を

有効活用しており、産業廃棄物であった資源活用に大きな興味を示していた。

その後、施工前のオビンナイ川において、魚類の生息確認と、周辺に生育している

植生などの環境調査を実施した。

写真-2 写真-3 写真-4

工事現場の見学 オビンナイ川での生息調査 植物の観察

表-２ 活動時期および内容

時　期 実施内容

平成16年８月工事現場の見学、排水路施工前の環境調査

平成17年８月工事現場の見学、排水路施工直後の環境調査

平成18年８月排水路の役割などの説明、排水路施工２年目の環境調査

平成19年９月排水路の役割などの説明、排水路施工３年目の環境調査

図-2 現場見学会の場所
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現場見学会後のアンケートでは、「普段ゴミとし

て捨てられているホタテの貝殻を有効に利用してい

ることや、その量にびっくりした。（写真-2）」、「生

息して いる魚 （魚種 ）の多 さに驚 いた。（ 表 -3)」

等の感想もあった。

（２）２年目（平成17年８月）

平成17年は雨が多く、当初は８月４日に約３０名の

小学生を集め開催する予定であったが、大雨警報によ

りやむなく延期したことが、夏休み期間と重り、参加

者は９名と少なくなった。

現場見学会は、１年目と同様に暗渠排水工事の現場

見学と前年度秋に施工した第４号排水路に棲む魚の調

査を行った。

前年に現場見学会を経験した５年生と６年生が、今回初めて参加した４年生に指導

を行う場面もみられ、子供達の成長を見た。

現場見学会では、暗渠排水掘削後の溝と疎水材として使用するホタテ貝殻を見学し、

興味を示していた。(写真-5)

魚の生息確認では、採集した魚の種類や特徴につい

て説明を行い、子供達からも沢山の質問があった。

(写真-6)

調査後に行ったアンケートでは、「最初魚の名前が

わからなかったけど、教えてもらってわかった。」と

いう感想もあった。

写真-6 魚の観察会

また、排水路法面で行ったコロラード調査では、採

集した植物の種類や名前を熱心に聞く子供もいた。(写

真-7)

＊コロラード調査

１ｍ四方をテープで囲い、その中にある植物を採取

して種類を特定する調査。

写真-7 植物の観察会

写真-5 暗渠排水工

表-3 確認された魚種の一例

科　名 種　名

サケ アメマス
コイ ヤチウグイ、エゾウグイ
ドジョウ フクドジョウ
トゲウオ エゾトミヨ、トミヨ
ハゼ ウキゴリ



（３）３年目（平成18年８月）

本地区は、完了年度のために工事はほとんど完

了していた。

このため、整備済の排水路において現地見学と

環境調査を行った。

施工後２年目の排水路は、法面の植生が回復し、

断面も安定していた。(写真-8)

魚の生息確認は、投網を用いて行い、子供達は

その実演状況を見学した。(写真-9)

初めて投網を見る子供達が多く、使い方に興味

を示していた。また、多くの魚が生息しているこ

とにも感動を示した。

植物調査は、昨年同様にコロラード調査を行い、

植物の種類や特徴について説明を行った。(写真-

10)

途中から降雨となったが、雨具も着けない元気

な小学生もいて、最後まで真剣に聞きいっていた。

（４）４年目（平成19年７月）

現場見学会は、施工から３年目の排水路およびその周辺で実施した。なお、これま

での活動内容が好評であったため、浜頓別町アドベンチャークラブの子供達の他、地

域の婦人（浜頓別町女性学級）からも参加希望があり、一緒に見学会を実施した。

２年連続で参加している小学生が多く、アンケートでは、排水路の仕組みが分かっ

たと感想が多く存在した。

写真-11 工事現場説明 写真-12 魚の捕獲 写真-13 植物の観察

写真-10 植物の観察

写真-8 工事現場説明

写真-9 魚の捕獲

 



現地見学は、完成した排水路において、排水路の構造や仕組みについて説明を行い、

魚の捕獲と植物の観察を行った。

普段見慣れている植物の名前を改めて聞いて理解した子供が多くいた。

４．現場見学会の感想とアンケート調査の結果

小学生の感想とアンケート結果を以下に示す。（子供たちの率直な気持ちをそのま

ま伝えたいので、原文そのままに掲載する。）

平成１６年 感想文

○魚は綺麗な川や海を好んで住んでいることがわかったし、魚が取れてて楽し

かった。

○細い川にも魚がいっぱいいてびっくりした。

○色々な魚を捕獲したり、観察するのが楽しかった。

○魚を網でとった後、ニオイがしばらく消えなかった。けど楽しかった。

○水がちょっと汚れてた。魚がぬめぬめしてて気もちよかった。

○楽しかったし学ぶことも多かった。魚が沢山んいてびっくりした。

○色々やって楽しかった。特に魚取り。

○色々な魚を見て勉強になった。

○沢山のホタテの貝殻を使うのに驚いた。

平成１７年 感想文

○説明だけだとわかりずらかった。

○植物の名前をもうちょっと教えて欲しかった。

○魚の名前がわからなかったけど、教えてもらったからわかった。

○魚の観察の時は見たことのない魚が多かった。

○川の中に入って魚をとりたかった。遊びたかった。

○最初は魚の名前がわからなかったけど、教えてくれてわかりました。

○植物のとき毒花があってびっくりしました。とても楽しかった。

○魚の名前とかがわかった。

○川に入ってみたかった。ちょっと植物に興味を持った

○魚をさわったり、色々な植物探ししたりしてすごく楽しかった。

平成１８年 感想文

○色々な魚や植物の名前や特徴がわかった。

○色々なことが判って良かったと思います。ウグイがすごく大きかったので、び

っくりしました。あと食べたいと思いました。

○魚にふれあえてとってもよかった。魚がぬるぬるしていた。

○オビンナイ川にはとげがついた魚、ひょろひょろした魚がいっぱいいることがわ

かった。 植物はタンポポにすごい似ている黄色の花があった。

○魚の種類を沢山知れたし、植物の色が綺麗だったです。

○一つの小さな川や原っぱにはいっぱいの魚や植物があることがわかった。



○排水路の仕組みや、魚の名前、植物の名前などがだいたいわかって、すごく勉強

になった。

○植物の名前などがわかったし魚の名前や特徴がわかりました。

○思ってたよりも沢山魚がいたり、いろんな種類の植物があってびっくりした。

○川に様々な魚達がいて、川のそばに沢山の草や花があるのがわかった。

○途中、雨が降って植物が濡れて気持ち悪かったけど、魚にふれたりして楽しかっ

た。

○わたしは魚がちょつとしかいないと思ったら沢山魚が取れたからすごい。

○魚がちょつとかわいくて、ぬるぬるしていた。

○排水路がどのような仕組みになっているのかわかった。

○あんなにでかいウグイがいてびっくりした。

○川の魚や植物など色々調べられてよかった。

○沢山勉強になることがあってよかったです。

平成１９年 感想文

○色々な魚と植物があって、すごいなって思いました。魚の名前などが知れてよか

ったです。

○魚と花の名前がよく判った。

○魚や植物は、色々な種類があるので調べるのはおもしろい。

○学校では、体験出来ないことが色々わかった。

○魚を初めてさわってみたら、魚が逃げておもしろかった。

○色々なことが判って、とても良かったです。

○植物や、魚の事が良くわかった。とってもいい体験をした。

○浜頓別にも色んな魚がいることを知った。

○色々と分かった。また観察がしたい。来年も行きたい。

○こんなに、色々なニオイがする草があるなんてビックリしました。

表-４ アンケートの調査結果

平成１７年 （９名） 排水路の仕組み 魚の観察 植物の観察

よくわかった １ ０ ３

だいたいわかった ７ ７ ６

よくわからなかった １ ２ ０

わからなかった ０ ０ ０

平成１８年 （２０名） 排水路の仕組み 魚の観察 植物の観察

よくわかった ３ ８ １

だいたいわかった １７ １０ １３

よくわからなかった ０ １ ６

わからなかった ０ １ ０



平成１９年 （１８名） 排水路の仕組み 魚の観察 植物の観察

よくわかった ８ ８ ６

だいたいわかった ８ １０ １１

よくわからなかった １ ０ １

わからなかった １ ０ ０

平成１７年 平成１８年 平成１９年

来年も参加 はい ７ ７ １３

したいですか いいえ ０ ０ １

わからない ２ １３ ４

平成１９年は、子供達の他に大人３名（浜頓別町女性学級）の参加があり、感想を

いただいたので以下に示す。

A氏：雨がしばらく降っていなかったので、川に水が少なく、水が多ければもっと

楽しめたように思いました。植物の観察では、オニシモツケの茎がサロンパ

スの香りがする事を、再発見することが出来ました。

B氏：普段行けない排水路の見学で、排水路の仕組みやオビンナイ川に生息する魚

が沢山いる事にビックリしました。植物の観察では、班に分かれてのゲー

ム形式の観察は良いアイデアで、楽しめました。カラフトホソバハコベは

初めて見ました。小学生との参加で楽しかったです。有難うございました。

C氏：オビンナイ川の自然を訪ね見て、一番すばらしいと思ったことは、護岸工

事のやり方でした。１年後、２年後、そして、５年後と、もっともっと自然

が取り戻せ色々な植物が増えていくのが楽しみです。

自然と人間の生活との共存できる環境が嬉しかったです。できれば、また来

年も行ってみたいです。

おわりに

現場見学会を通じ、地域の小学生に農業農村整備事業の必要性、身近な自然環境へ

の配慮について理解を深め、農業用排水路が農家（牧草）の生産のために大きな役割

を果たしている事を知って頂いた。

また、感想文とアンケート調査の結果から、地域の小学生も自然に触れ合うことは

少なく、今回の現場見学会を通して、殆どの小学生は楽しかった、勉強になったとの

意見が多かった。

今回の発表は、現場見学会の実施例であり、これらを通して工事現場や魚・植物の

生活環境について、身近な自然環境の大切さを子供達にも知って頂けたと思います。


