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 釧路外環状道路は、釧路湿原など地域固有の自然環境が広がっており、環境に配慮しながら

事業を進めている。こうした背景より緑化に関しては、過年度に「釧路外環状道路緑化計画」

を策定し、地域性を考慮した自生種を用いて、住民参加型の道路緑化を具体化する必要があっ

た。本文では、地域交流・連携により今後の道路事業を円滑に実施するため、地元の小学校教

育と協働した住民参加型の緑化計画及びその実施例（4年計画の2年目）について報告する。 
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1.  事業概要 

 

 一般国道38号は、滝川市を起点に釧路市に至る延長約

310ｋｍの幹線道路であり、一般国道44号は釧路市を起点

に根室市に至る約124ｋｍの幹線道路である。 

このうち釧路外環状道路は、一般国道38号釧路新道と

接続する釧路インターチェンジから別保インターチェン

ジに至る延長16.8ｋｍの事業であり、釧路市街地におけ

る交通混雑の緩和や釧路・根室圏域内の連携強化を図り、

物流効率化の支援や個性ある地域の形成、円滑なモビリ

ティーの確保に寄与することを目的としている。 

当該事業は4車線(暫定2車線)、幅員23.5ｍ（12.0ｍ）を

新設する一般国道のバイパス事業である。平成7年度に

事業化され、平成10年度より工事に着手し、早期供用に

向けて鋭意事業を推進しているところである（図-1参

照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  釧路外環状道路における緑化の背景 

 

 釧路外環状道路周辺には、釧路湿原や別保原野など地

域固有の豊かな自然環境が広がっており、地域住民はも

とより観光客などの多くの来訪者の利用が見込まれてお

り、釧路地域のイメージを決定付ける道路として、走行

環境や景観面の配慮が求められている。このことから、

平成13年度に「釧路外環状道路緑化計画」を策定し、平

成18年度に植栽詳細設計をまとめ、これを基に平成12年

度から平成21年度までの期間に、釧路新道で７回、釧路

外環状道路では3回の植樹会を開催している(表-1、2、写

真-1、2参照)。 

また、2010年の生物多様性国際会議（COP10）の開催

をはじめ、生物多様性に関わる機運の高まりや自生種を

用いた道路緑化事例の増加を踏まえ、道路事業における

環境への取り組みとして、より積極的な住民参加・パー

トナーシップのあり方を見直す必要があり、平成23年度

には具体的な住民参加型緑化計画の検討を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図-1 釧路外環状道路事業計画図 

美原小学校 
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表-1 緑化検討経緯 

年度 検討内容 主な決定事項

【上位計画】
・ 釧 路外 環状 道路 緑化 計画
（案）

・緑化の基本方針、エリア区
分、エリア別緑化方針、目標の
設定

【植栽設計】
・一般国道44号 釧路町 釧路外
環状道路景観検討業務

・釧路外環状道路の釧路東ICか
ら終点までの植栽設計

・一般国道38号 釧路市 釧路新
道外植樹実施設計業務

・釧路新道の起点から鶴野第一
高架橋までの植栽設計

【植栽設計】
・一般国道38号 釧路市 釧路新
道外植樹設計検討業務

・釧路新道の鶴野第一高架橋か
ら釧路ICまでの植栽設計

・釧路外環状道路の新釧路大橋
から運動公園までの植栽設計

【植栽設計】
・一般国道44号 釧路町 釧路外
環状道路 植樹検討業務

・釧路外環状道路の釧路ICから
運動公園までの植栽設計

・釧路外環状道路の釧路東ICか
ら共和川橋までの植栽設計

【植栽修正設計】
・一般国道44号 釧路町 釧路外
環状道路外 植栽検討設計業務

・釧路新道及び釧路外環状道路
の見植栽区間の修正設計

平成18年度

平成13年度

平成14年度

平成16年度

平成17年度

 

 

 

写真-1  平成16年度植樹会実施状況（平成16年10月7日） 

ミズナラ、イタヤカエデ等7種300本を植樹 
 

3.  住民参加型の緑化企画 

 

(1)   市民参加の緑化検討経緯と企画 

釧路新道及び釧路外環状道路においては、平成13年度

にまとめた「釧路外環状道路緑化計画（案）」にて、緑

化の基本的な考え方、エリア区分、緑化方針及び緑化計

画とともに住民参加活動のメニューについてまとめてい

る。 

４つのテーマのうち、「学ぶ」、「植える」のテーマ

は、過去の植樹会活動の中で学校や地域住民と協働して

おり、現状においても予定通り実施してきていると評価

できた。これより、平成23年度には、「育てる」、「親

しむ」のテーマとして、協力団体である美原小学校（1

年生の2クラス）を対象とした緑化イベントを企画・実

施した。緑化イベント内容は、「育てる」のテーマとし

て苗木の里親手法（植栽する苗木の一部を住民自らの手

で育ててもらう手法）を用いて育苗体験を実施し、それ

を植栽して、「親しむ」の定期観察・維持管理体験まで

とした (表-3参照)。  

 

表-2  植樹会実施状況 

実施年月日 樹種 本数 参考

平成15年11月8日
ハナマス、エゾノコリンゴ

イタヤカエデ
計3種

◎釧路新道大楽毛「植樹会」楽毛地域づくり協議会
◎H18釧路新道植樹経緯より

平成16年6月19日
ハマナス　350本
モンタナマツ　350本

計2種
700本

◎釧路新道大楽毛「植樹会」楽毛地域づくり協議会
◎H18釧路新道植樹経緯より

平成16年10月7日
ミヤマハンノキ・ミズナラ
イタヤカエデ・オンコ・カツラ
ハルニレ・エゾヤマザクラ

計7種
300本

◎美原小学校5年生参加

平成17年9月29日
ミヤマハンノキ、ミズナラ
エゾヤマザクラなど

計7種
約300本

◎美原小学校5年生参加

平成18年10月21日
ニシキギ

ノリエツギなど
約600本 -

平成19年10月20日
ニシキギ　125本

ヨドガワツツジ　125本
計2種
250本

◎釧路新道大楽毛「植樹会」
　　大楽毛地域づくり協議会

平成21年11月18日
ミズナラ　20本
ヤチダモ　20本

計2種
40本

◎釧路めぐみ幼稚園参加

 

 

 
写真-2 平成17年度実施状況（平成17年9月29日） 

ミズナラ、エゾヤマザクラ等7種300本を植樹 

 

表-3  住民参加活動のメニュー 

テーマ 検討内容

【学習の機会提供・情報提供】

① 釧路外環状道路の役割、緑化の考え方、地域の緑や
自然の現状と将来像などについて、事前に学習の機会を
持ち、理解を深めてもらいます。

② 学校における総合学習の時間や課外活動、あるいは
生涯学習プログラムとして取り入れることが考えられま
す。

③ パンフレットの配布やインターネットにより、広く
住民一般に情報提供することが考えられます。

【苗木の里親手法】

① 釧路外環状道路に植栽する苗木の一部を住民自らの
手で育ててもらう「苗木の里親手法」を検討します。

② 苗木の育成は、ハンノキ等の一般に流通していない
樹種を中心に行う事とし、種子の採取から一定の大きさ
に育つまでの管理をお願いすることが考えられます。

【緑化イベントの実施】

① 小中学生を中心とした市民全体のイベントとして苗
木の植栽を行います。

② 苗木の植栽を行うだけではなく、参加する、学ぶ等
の意味合いを持った青空イベントとすることが考えられ
ます。
【定期観察・維持管理体験】

① 小中学生の有志や子供エコクラブなどが主体となっ
て定期的に植栽後の経年変化の観察や維持管理の体験を
行う事が考えられます。

② 大人は観察活動のサポーターとして子供たちを支援
します。

学ぶ

育てる

植える

親しむ
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(2)   緑化スケジュールと学校参加の企画 

a）植栽箇所および苗木の対象種について 

「釧路外環状道路緑化計画」では、地域特性に合わせ

た緑化を行うため、土地利用の違い、道路構造の違い、

景観ゾーン区分などから区間全体を「湿原エリア」、

「居住エリア」、「丘陵エリア」の3つに区分している。 

また、緑化にあたっては、地域に現存している植生をモ

デルとし、周辺との景観的な調和や自然環境への影響の

緩和などを考慮して樹種を選定、植栽を行うこととして

いる。自生種を用いた苗木の里親手法（育苗）を導入す

る場合、現在の施工状況により、育苗期間を考慮すると

植栽までの期間が２年以上確保できる区間となる。以上

の事を勘案し、取り組みの植栽箇所については、釧路湿

原に自生する植物種で、釧路外環状道路の釧路湿原と隣

接する地区である「釧路外環状道路緑化計画」の“湿原

エリア”を候補地として企画した。このエリアでは、周

辺の湿原と連続性や一体感を持たせた緑化を目標として

いることから、苗木の里親手法の対象種は、この地域に

代表的に自生する種であるハンノキ、ホザキシモツケと

した(図-2、写真-3･4参照)。 

  湿原エリア 居住エリア 丘陵エリア 

湿原エリア 居住エリア 丘陵エリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-3  ハンノキ 

 

 

写真-4  ホザキシモツケ（出典：新版 北海道樹木図鑑

[増補版]佐藤孝夫（亜璃西社）2006） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 学校イベントのスケジュールおよび育苗計画 

図-2 緑化計画でのエリア区分図 

釧 路 湿 原 

年数
樹種 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ハンノキ

ホザキシモツケ
（播種）

ホザキシモツケ
（挿し木）

年数
樹種 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ハンノキ

ホザキシモツケ
（播種）

ホザキシモツケ
（挿し木）

平成２３年 平成２４年

平成２５年 平成２６年

育苗（バット）播種

播種

育苗（ポット） 植栽

育苗（バット） 育苗（ポット） 植栽

挿し穂採取＆挿し木 育苗（ポット）

ポット上げ

第１回学校イベント(H23:6/3)
挿し木（１人２本）と種まきを行
い、校庭で水やりを行った。

第２回学校イベント(H23:10/28)
里親で生長した苗の回収とハンノキのポット
上げを１人２本行い、春まで道路事務所で管
理

第３回学校イベント
(H24:11/9)
里親で生長した苗の植栽（釧
路外環状道路“湿原エリア”
にて）

里親期間

里親期間

苗の受渡し

植栽後１年目 植栽後２年目

植栽

道路事務所で管理

里親期間

第５回学校イベント
植栽した苗の生育
観察と草刈り

第4回学校イベント
植栽した苗の生育
観察と草刈り
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b）苗木生産および学校イベントのスケジュールと実施 

次にハンノキ、ホザキシモツケの苗木の生産工程と学

校での参加のタイミングについてスケジュールを策定し

た。学校イベントの対象年次は小学校の1学年とし、在

学中に苗を育て、植栽し、その後の観察までをイメージ

した（図-3参照）。 

計画初年次（平成23年度）には、「第1回目：春季の

播種・挿し木」、「第2回：秋期のポット植替え」を実

施することとした。対象年次が小学校の低学年であるこ

とから、イベントは学校で１時間（講義15分、作業30

分）程度の簡単な作業とした。特に、イベント内容につ

いては、興味を持ってもらえるように当時授業で育てて

いたアサガオとハンノキの種を比べることや、ハンノキ

の実から種の採取するなど、飽きさせない工夫と配慮を

行った。また、作業の目的と手順について、簡単な絵を

中心としたわかりやすい説明資料作成を心掛け、児童へ

の説明及び作業を支援した（図-4、写真5、6参照）。 

なお、このプロジェクト名「自然いっぱいグリーング

リーン大作戦」は、より興味を持って自ら参加してもら

えるように美原小学校の1年生の生徒さんに命名を依頼

し、小学校の秋期の授業の中で決定していただいたもの

である。 

 

 

 

 

図-4  イベント説明資料 

 

 

写真-5  第1回学校イベント実施状況（ホザキシモツケの

挿し木及びハンノキの播種：平成23年6月3日） 

 

 

写真-6  第2回学校イベント実施状況（ハンノキのポット

あげ：平成23年10月28日） 

 

(3)   育苗計画及び実施 

緑化イベント対象種であるハンノキ、ホザキシモツケ

は、湿原エリアに代表的に自生する種のうち、苗木調達

の目途が立たなかった種であり、苗木生産の無いハンノ

キ、ホザキシモツケの育苗について、平成24年秋期に釧

路外環状道路に植栽する際に、植樹会を実施するうえで

必要な樹木の本数を確保するため、育苗計画を策定する

とともに「学校での育苗」、「釧路道路事務所での育

苗」、「札幌の圃場での育苗」を実施した（図-3参照）。 

 

a）学校での育苗（苗木の里親手法） 

美原小学校では、第1～2回緑化イベントによるホザキ

シモツケの挿し木及びハンノキの播種を小学校の敷地内

にある花壇に配置し、子供たちによる日々の水遣りを実

施していただいた。その際、春季における冷害防止およ

び保湿を目的とした寒冷紗や雑草による被圧防止のため

の防草シートを設置し、定期的な保守・監視を行なった。

なお、夏休み時期は釧路道路事務所で一時管理し、その

後は再び子供たちによる水遣りを実施していただいた

（写真-7、8、9参照）。 
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写真-7  美原小学校での管理状況（寒冷紗の設置状況） 

 （平成23年6月22日撮影） 

 

 

写真-8  美原小学校での育苗状況（水遣り状況） 

 （平成23年7月7日撮影） 

 

 

写真-9  美原小学校での苗畑の状況 （平成24年7月25日

撮影） 

 

b）釧路道路事務所での育苗 

美原小学校での緑化イベントに際して、小学校の苗畑

では学校が休みの日に灌水されないなど学校での育苗管

理及び気象（気温、降水量、日照等）等による生育不良

のリスクが想定された。このため、平成24年度秋期に植

樹会を行う際に必要な植栽本数を十分量確保するために、

釧路道路事務所内でも育苗を実施した。また、夏休み期

間の一時預かり及び冬季養生については、釧路道路事務

所内の育苗とともに美原小学校の育苗も一緒に管理した。

上記の育苗を行うためには、日々の灌水作業や定期的な

監視を行う等日々の維持管理作業が必要である。そのた

め、釧路道路事務所では、所長を始め全職員による育苗

管理を行った（写真-10参照）。 

C）札幌の圃場での育苗 

上記のa、bの釧路地域での育苗に関して、気象（気温、

降水量、日照等）等による生育不良のリスクを考慮し、

札幌の恵庭の圃場における育苗も実施した（写真-11参

照）。 

d）育苗数 

平成24年度の植栽を行うためのホザキシモツケ及びハン

ノキの育苗について、必要本数は美原小学校2クラス

（約60名想定）であり、ホザキシモツケ及びハンノキを

各2本で、それぞれ約120本ずつ、計240本必要となる。そ

れに対し育苗数が10倍以上となるよう想定し、調達量は

十分に確保できるように管理した。 

 

 

写真-10  釧路道路事務所での育苗状況（播種状況） 

 （平成23年6月14日撮影） 

 

 

写真-11  札幌圃場での育苗状況（ホザキシモツケ播種後

2ヶ月）（平成23年8月19日撮影） 
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4.  住民参加型の緑化活動計画の2年目の実施状況 

 

計画の2年目にあたる平成24年度は、平成23年度より美

原小学校と協働の「自然いっぱいグリーングリーン大作

戦」により里親として育ててきた苗木の道路敷地内への

植樹を行った。 

今回の学校イベントについても美原小学校の授業の一

環として取り入れていただき、苗木の里親となっていた

だいた小学校2年生（平成23年度当時小学校1年生）2クラ

ス（約57名）を対象に行った。実施時期は植物の移植に

適した秋季とし、植栽場所は、計画どおり緑化計画の湿

原ゾーンである釧路市愛国：新釧路川左岸（釧路外環状

道路敷地内）とした。 

 

(1)   安全管理等 

 植樹会実施に当っては、小学生が安全にアクセスでき、

イベント中も怪我のないよう平坦で見通しの良い、かつ、

緑化対象種が近傍に生育している場所を選定した。また、

植樹会場の草刈を事前実施し、側溝や切株につまずいて

の転倒防止のため危険な範囲のロープ設置や、道路法面

を昇降するための仮設階段の設置を行った。さらに、イ

ベント中の安全要員の配置を行い、常に安全監視を行っ

た（写真-12、13参照）。 

 

(2)   植物専門家によるお話 

 植樹作業開始前には、植物専門家である斎藤新一郎博

士（環境林づくり研究所所長）に苗木の植え方について

小学生にわかりやすくお話していただいた。（写真-

14）。 

 

 

 

写真-12  第3回学校イベント実施状況（ホザキシモツケ

とハンノキの植苗：平成24年11月9日） 

 

 

 

 

 

写真-13  植栽配置および安全施設設置状況 

 

 

写真-14  第3回学校イベント実施状況（斎藤新一郎博士

の講義：平成24年11月9日） 

 

5.  おわりに 

今回の報告は、釧路道路事務所における自生種を用い

た住民参加型の緑化活動について行った。釧路外環状道

路では、過年度より様々な住民参加型の緑化活動を行っ

てきたが、本年度は地域住民による里親手法で自生種の

育苗・管理を行ってきた苗を、初めて道路敷地に里親自

らの手で植栽するという貴重な取り組みを実施したとい

える。今後、植栽後1年目および2年目には植栽した苗の

生育観察と草刈を学校イベントとして計画しており、住

民参加型の緑化活動を継続実施していく方針である。 

釧路道路事務所では、こうした道路緑化の取り組みに、

地域住民、学校等に積極的に参加を呼びかけ、地域との

協働を意識した道路建設における環境保全への取り組み

を行っていきたいと考えている。 

 

謝辞：今回の取組にあたり、ご協力いただいた釧路市立
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化事業の推進にあたり、貴重なご指導、ご教授を賜った

斎藤新一郎博士（環境林づくり研究所所長）に対し、こ

こに記して心より感謝の意を表します。 


