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---------------------  議 事 次 第 --------------------- 

 
 

１，開会 

２，議事 

１）再生普及小委員会の活動について 

２）自然再生の普及のためのパンフレットの作成について 

３）その他 

３，閉会 

 

 

 

-----------------------  配 布 資 料  ----------------------- 

 
 

・ 議事次第 

・ 再生普及小委員会 委員名簿 

・ 第２８回再生普及小委員会 出席者名簿 

・ 第２８回再生普及小委員会 資料 

・ 資料 2-2 釧路湿原自然再生パンフレット 素案（24 ページ版） 

・ 資料 2-3 釧路湿原自然再生パンフレット 素案（28 ページ版） 

・ 第２７回再生普及小委員会ニュースレター 

意見・要望アンケート用紙 





(敬称略、五十音順)

№

1 石 岡 透

2 伊 藤 毅 上智大学

3 甲 斐 田 直 子 筑波大学システム情報系（社会工学域）

4 金 子 正 美 酪農学園大学 農食環境学群 環境共生学類  教授

5 神 戸 忠 勝

6 君 塚 孝 一 (有)自然文化創舎

7 木 村 勲

8 小 松 繁 樹

9 貞 國 利 夫 釧路市立博物館

10 佐 野 修 久 釧路公立大学地域研究センター所長

11 清 水 信 彦

12 白 谷 和 明 平和システム研究所　調査研究員

13 新 庄 久 志 釧路国際ウエットランドセンター技術委員長(環境ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ)

14 杉 澤 拓 男

15 高 嶋 八 千 代

16 高 橋 昭

17 高 橋 忠 一

18 竹 中 康 進

19 橘 利 器 トラウトフォーラム会員

20 橘 治 國 特定非営利活動法人 水圏環境科学研究所 理事長

21 鶴 間 秀 典

22 中 村 太 士 北海道大学大学院　農学研究院　教授

23 平 岡 俊 一 北海道教育大学教育学部釧路校　准教授

24 蛭 田 眞 一 北海道教育大学 札幌校教授

25 松 本 文 雄

26 矢 吹 哲 夫 酪農学園大学 農食環境学群 環境共生学類  教授

27 吉 村 暢 彦 北海道大学環境科学院

28 渡 辺 剛 弘 上智大学

■団体(24名) (敬称略、五十音順)

№ 代表者名

1 主任解説員　河瀬　幸

2 会長　佐藤　悦夫

3 理事長　蝦名　大也

4 会長　神田　房行

5 代表幹事　山岸　彬

6 会長　蝦名　大也

7 会長　小杉　和寛

8 会長　大西　英一

9 近藤　一燈美

10 支部長　小柳　慶吾

釧路湿原自然再生協議会
再生普及小委員会　委員名簿

■個人(28名)

所　　　　属氏　　名

団体/機関名

釧路自然保護協会

阿寒国際ツルセンター（グルス）

釧路湿原国立公園連絡協議会

釧路シャケの会

こどもエコクラブくしろ

公益財団法人日本鳥類保護連盟釧路支部

釧路国際ウエットランドセンター

釧路湿原国立公園ボランティアレンジャーの会

釧路観光連盟

釧路武佐の森の会

計：６７名
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№ 代表者名

11 チーフレンジャー　原田 修

12 理事長　小林　三樹

13 上席研究員　新目 竜一　

14 代表　渡辺　 修

15 塘路ネイチャーセンター センター長　鷲見　祐将

16 特定非営利活動法人 EnVision環境保全事務所 理事長　赤松　里香

17 特定非営利活動法人 環境把握推進ネットワーク-PEG 代表　照井 滋晴

18 特定非営利活動法人 くしろ・わっと 理事長　小林　友幸

19 特定非営利活動法人 タンチョウ保護研究グループ 理事長　百瀬　邦和

20 理事　佐藤　吉人

21 理事長　黒澤　信道

22 校長  三上　拓志

23 会長　テディ齋藤

24 代表　佐竹　直子

■オブザーバー(5団体) (敬称略)

№ 代表者名

1 釧路商工会議所 会頭　栗林　定正

2 釧路町商工会 会長　土井　茂人

3 標茶町商工会 会長　田中　進

4 弟子屈町商工会 会長　桐木　茂雄

5 鶴居村商工会 会長　大津　泰則

■関係行政機関(10機関) (敬称略)

№ 代表者名

1 国土交通省 北海道開発局 釧路開発建設部 部長　梅沢　信敏

2 環境省 釧路自然環境事務所 所長　安田　直人

3 林野庁 北海道森林管理局 局長　渕上  和之

4 局長　田辺　利信

5 局長　石川　忠博

6 市長　蝦名　大也

7 町長　佐藤　廣高

8 町長　池田　裕二

9 町長　徳永　哲雄

10 村長　大石　正行

特定非営利活動法人 鶴居タンチョウ元亀村

公益財団法人日本野鳥の会
鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ

国立研究開発行政法人　土木研究所寒地土木研究所
水環境保全チーム

さっぽろ自然調査館

公益財団法人北海道環境財団

団体/機関名

北海道 釧路総合振興局

ボランティアネットワークチャレンジ隊

鶴居村

釧路町

標茶町

北海道教育庁 釧路教育局

釧路市

弟子屈町

特定非営利活動法人 トラストサルン釧路

団体/機関名

団体/機関名

北海道標茶高等学校

北海道プロフェッショナルフィッシングガイド協会
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再生普及行動計画オフィス取組みについて 

 
事務局として以下の取組を実施した。 

 

１.WG 等の開催 

  「湿原学習のための学校支援 WG」及び「再生普及推進のための連携チーム会合」を

開催する。 
  
■湿原学習のための学校支援 WG の開催（資料１－３） 

第３回 湿原学習のための学校支援ワーキンググループ 
日時：平成 28 年 8 月 1 日（月）14：00～16：00 
場所：釧路地方合同庁舎５階 第１会議室 
参加者数：８名 
議題：１.ワーキンググループの取組報告について 

      ２.これからの取組予定 
      ３.自由研究や学習成果発表の場の活性化について 
 
■再生普及推進のための連携チーム会合の開催 

第４回 再生普及推進のための連携チーム会合 
日時：平成 28 年 12 月 2 日（金）13：30～15：30 
場所：釧路地方合同庁舎５階 第１会議室 
参加者数：14 名 
議題：１. 環境教育の取組み及び自然再生への参加機会について 

２. 自然再生の普及のためのパンフレット・パネルの作成について 

      ３. 再生普及小委員会の活性化に向けて 

 
 
２.ワンダグリンダ・プロジェクトの推進 

■ワンダグリンダ・プロジェクト 2015 活動報告書の作成、配布 
 
■ワンダグリンダ・プロジェクト 2016 の活動支援 
  ワンダグリンダ・プロジェクト 2016 の参加者（60 団体・個人、81 取組（「資料１－１

参考」を参照））に対して、以下のような活動支援を行った。 
   ・イベント、パネル展での活動紹介 

・メールニュースでの活動情報発信 
   ・活動の場の提供、イベント等での支援 
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  〇（一財）釧路市民文化振興財団 

   「いきいき女性講座」 

    日時：平成 28 年 5 月 27 日 13：00～14：30 

    会場：釧路湿原野生生物保護センター 

    内容：釧路湿原をはじめとする湿原生態系の保全や、希少野生動植物の保護等に

ついて、釧路湿原自然保護官からレクチャーを行った。 

 〇辻野 正氏 

   「湿原クラフト体験教室」in くしろエコ・フェア 2016 

    日時：平成 28 年 6 月 25 日（日）10：00～16：00 

    会場：釧路市生涯学習センター 

    内容：湿原クラフト体験教室 

〇上智大学 

   「ワンダグリンダ・プレゼンテーション」 

    日時：平成 28 年 8 月 9 日（火）9：00～12：00 

    会場：釧路湿原野生生物保護センター 2 階視聴覚室 

    内容：釧路湿原における自然、環境保全の取り組みについて学習成果の発表、 

       地元の方々との意見交換 

  〇北海道阿寒高等学校 

   「１年次地域巡検」（湿原学習） 

    日時：平成 28 年 10 月 17 日（月）10：30～14：30 

    場所：温根内木道、久著呂川 

    内容：温根内木道における釧路湿原の生態系についての解説、久著呂川中流域に

おける自然再生事業地見学について、釧路湿原自然保護官からレクチャーを

行った。 

  〇辻野 正氏 

   「湿原クラフト体験教室」in まなトピア 2016 

    日時：平成 28 年 11 月 12 日（土）・11 月 13 日（日）10：00～16：00 

    会場：釧路市生涯学習センター 

    内容：湿原クラフト体験教室、ジオラマ展示 

 

■フィールドワークショップの実施 

○第 17 回フィールドワークショップ 

「再生する湿原の川の Before、After を見とどけよう！」～ヌマオロ川～ 

日時：平成 28 年 7 月 26 日（火） 

場所：標茶町 

参加者数：19 名 
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内容：蛇行復元が検討されているヌマオロ川を歩き、復元前の川の様子を観察 

案内人：新庄久志氏 

アンケート回答（抜粋）： 

・川の中を歩く事で復元前の河川の様子を足の裏の感覚（じゃりや泥）や水に

押される感じ（水流）などで体感出来た。「見る・聴く」だけよりずっとよく

理解出来たと思う 

・ＨＰや資料などで調べていたことが実際に説明を受けながら見て体験する事

でつながった。土砂の流入は自分が想像していたより急ピッチだった。思っ

ていたよりも湿原減少のスピードは速いのだと思わされた 

・復元後のＦＷＳをぜひ開催して頂きたい。その際には復元工事の作業途中に

ついてもスライドショーのように見せて頂けるとより知識が深まると思う 

 

 

３.情報発信・普及活動の拡充 

■メールニュースの配信、掲示 

 

■市町村広報誌、新聞等メディアへの情報提供、記事掲載 

 

■イベントへの出展、パネル展 

〇くしろエコ・フェア 2016 

日時：平成 28 年 6 月 25 日（土） 

会場：釧路市生涯学習センターまなぼっと幣舞 

内容：釧路湿原自然再生パネル展示、航空写真展示、ワンダグリンダ参加団体紹介 
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〇釧路市生涯学習フェスティバルまなトピア 2016 

日時：平成 28 年 11 月 12 日（土）～13 日（日） 

会場：釧路市生涯学習センターまなぼっと幣舞 

内容：釧路湿原巨大航空写真展示、釧路湿原自然再生パネル展示、ワンダグリン

ダ参加団体紹介、釧路湿原国立公園お話会他 

 

 

 

 

 

 

 

〇たんちょう釧路空港自然再生パネル展 

日時：平成 28 年 12 月 16 日（金）～平成 29 年 1 月 15 日（日） 

会場：たんちょう釧路空港３階回廊ギャラリー 

内容：釧路湿原自然再生パネル展示、湿原クラフトジオラマ展示 

 

 

４.自然再生事業の現地見学会及び自然再生活動への参加機会づくり 

自然再生事業地周辺の住民を主な対象として、自然再生事業について理解を深めてい

ただくための現場見学会を他の小委員会と連携して開催した（３件）。またワンダグリン

ダ・プロジェクトのうち自然再生への具体的な取り組みを行っている団体による市民参

加の取組みも行われた（５件）。実施報告書及びアンケート結果は「資料１－２」のとお

り。 
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「ワンダグリンダ・プロジェクト 2016」参加者一覧 

 

  総数：60 団体（個人）81 取組み（協議会含む）、 広報支援施設：9 施設 

主
体
数 

氏名・団体名 取組み概要 取組み時期・回数 

取
組
み
数

1 愛国幸恵町内会 
釧路湿原や町内会周辺の身近な自然の写真や『ワンダグリ
ンダ☆ニュース』を町内会で回覧します 

毎月１回 1

2 アトリエ「アリス」 

釧路湿原などの自然を含む釧路地域の素晴らしさを描くこと
によってアピールする 

  2

釧路に自生する植物を使ったアート作品の制作と発表   3

釧路川周辺の清掃活動を実施します   4

3 イオン釧路店チアーズク
ラブ 

環境学習 
毎月 1 回を基本に年間 10
回程度 

5

4 イオン釧路昭和店チアー
ズクラブ 

地域と自然環境について学んでいます 毎月 1～2 回程度 6

5 伊勢 志郎 
釧路湿原国立公園内の施設に来園記念の折鶴を提供してい
ます。また、たんちょう釧路空港や丹頂鶴関連の施設にも提
供しています。 

通年 7

6 
一般財団法人釧路市民文化
振興財団 
（釧路市生涯学習センター） 

～いきいき女性講座～ 
「キラコタン岬とコッタロ湿原展望台から釧路湿原を眺めよう」

5 月～10 月全 13 回の中で
実施  7/3（金）予定 

8

～ふるさと講座～ 
湿原ホタル講座 「釧路湿原の夜の隠れた風物詩を探ろう」 

5 月～12 月・5 講座 11 回の
中で実施 7/22（水）予定 

9

～釧路学教養講座～ 
「釧路湿原を訪ねて～キラコタン岬と自然再生地～」 

5 月～12 月全 15 回の中で
実施  8/8（土）予定 

10

～まなぼっとわくわく体験隊～ 
「森とあそぼう 2015」（達古武で自然再生を考える調査体験） 

5月～1月全13 回の中で実
施   9/5（土）予定 

11

7 （NPO）美しい村・鶴居村
観光協会 

タンチョウ、湿原による環境のＰＲ及び「湿原マップ」の販売を
行います 

通年 12

8 （株）ＦＭくしろ 
放送を通じて、湿原の植物や昆虫、動物、歴史などをわかり
やすく楽しく発信します 

毎週金曜日 11：10～放送 13

9 大八木英雄 
放置された釣糸の回収や清掃活動、達古武湖でのヒシ刈りを
行います。また釧路湿原を歩いていて気付いた事を報告しま
す 

通年 14

10 お菓子司 二幸 「湿原まんじゅう」を販売します 通年 15

11 カヌープロ 
カヌーを通じ自然の素晴らしさや釧路湿原の大切さを伝えま
す 

5 月 1 日～10 月 31 日 16

12 川口 秀人 湿原の様子を写真に収め、カレンダーにして掲示します 毎月 17

13 環境コンサルタント株式会
社 

達古武湖でカヌー清掃＆ヒシ料理試食会を実施します 8～9 月に 1 回予定 18

14 環境省釧路自然環境事
務所 

自然再生事業を行っている達古武湖にて、市民体験調査会
を行います 

年 2 回会 19

15 （ＮＰＯ）環境把握推進ネ
ットワーク～ＰＥＧ 

釧路湿原に生息する希少動物や外来動植物に関する、学習
会や講演会の実施 

2～3 回 20

16 喜多島 麻鈴 コンサートを通じて湿原をＰＲします   21

資料 1-1 参考 
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主
体
数 

氏名・団体名 取組み概要 取組み時期・回数 

取
組
み
数

17 （ＮＰＯ）霧多布湿原ナショ
ナルトラスト 

霧多布湿原の保全活動を通して、人との交流を深め湿原ファ
ンを増やします 

通年 22

18 釧路国際ウェットランドセ
ンター 

釧路川蛇行復元現場周辺の環境調査を地域の人々と一緒に
行います 

初夏と秋に各 1 回 23

湿地・生物多様性に係わる途上国の行政官等を対象とした湿
地保全やワイズユースに関する研修を実施します（ＪＩＣＡより
委託） 

湿地保全に関する研修：5
月～7 月,エコツーリズムに
関する研修：9 月～10 月 

24

ホームページ等による釧路湿原の情報発信（日本語・英語） ホームページ：随時更新  25

19 釧路子ども劇場 温根内川でのザリガニ釣りによるウチダザリガニの駆除 7 月～8 月で少なくとも 1 回 26

20 釧路自然解説員 
「自然再生解説員」により釧路湿原や自然再生事業の取り組
みを細岡展望台を訪れる観光客を対象にわかりやすく解説し
ます 

5 月、7 月、9 月に実施予定 27

21 釧路湿原 MTB クラブ 釧路湿原周辺の林道ツーリングを行います 月 2 回 28

22 釧路湿原川レンジャー 
釧路湿原や釧路川の観察活動および環境学習を通じて良好
な河川環境の維持に務めます 

6 月、8 月、9 月、1 月の計 4
回実施予定 

29

23 釧路湿原国立公園ボラン
ティアレンジャーの会 

クリーンウォークの実施 4 月～11 月 5 回 30

ウチダザリガニ駆除調査 6 月～10 月 5 回 31

温根内木道定点解説 7 月～9 月 3 回 32

24 釧路湿原国立公園連絡
協議会 

釧路湿原に関する情報を自然情報誌、ガイドマップ、ホーム
ページなどで提供します 

未定 33

温根内ビジターセンターと塘路湖エコミュージアムセンターで
自然ふれあい行事を実施します。また来訪者に自然解説や
情報提供を行います 

未定 34

釧路湿原こどもレンジャー活動を実施します 未定 35

釧路湿原国立公園クリーンデーを実施します 未定 36

25 

釧路湿原自然再生協議
会 

釧路湿原自然再生協議会や各委員会の情報を発信します
（会議公開、HP、ニュースレター発行） 

  37

学習会や講演会などを行います   38

釧路湿原自然再生協議
会 

市民参加の見学会を実施します   39

パネル展などを実施します   40

視察・研修などを受入れます   41

自然再生に関わる資料を発刊します   42

26 釧路湿原全国車いすマラ
ソン大会実行委員会 

釧路湿原全国車いすマラソン大会を開催します 年 1 回 43

27 釧路湿原マラソン実行委
員会 

釧路湿原マラソンを通じて湿原の美しさを参加者に伝えます 7 月 26 日（日）開催 44

28 釧路市立博物館 
釧路湿原に関わる調査を行い、企画展示や観察会、講演会
などで湿原の魅力を伝えます 

随時 45

29 釧路シャケの会 シャケの稚魚の里親募集と放流式を実施します   46

30 釧路短期大学 
湿原をとりまく地域食材を使用した学生考案の「咲くサクッキ
ー」を釧路全日空ホテルと連携して販売し湿原自然再生い還
元します 

通年 47
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主
体
数 

氏名・団体名 取組み概要 取組み時期・回数 

取
組
み
数

31 釧路走ろう会 
釧路湿原マラソン大会をはじめ、練習会や個人で湿原の魅力
を感じ爽やかな汗を流しながら走る仲間を募っています 

随時 48

32 釧路ボタニカルアートの
会 

釧路湿原の植物を描きます   49

33 (株）釧路マーシュ＆リバ
ー 

釧路川カヌーツーリングや釧路湿原ネイチャーウォークなど
の実施、釧路湿原の様子を画像発信するなど、全国そして全
世界へ釧路湿原の魅力をお伝えします 

通年 50

34 （ＮＰＯ）釧路湿原やちの
会 

釧路湿原の聖域キラコタン岬入口周辺の外来植物オオアワ
ダチソウの駆除を行います 

5/23（土）予定 51

35 こどもエコクラブくしろ 釧路湿原における特定外来生物の調査・防除活動 6 月～10 月／5 回 52

36 小荷田 行男 
釧路湿原とその周辺域の植物生態・自然史・鳥類生態の調
査研究 

年 2 回 53

37 木幡 弥乃莉 
『ワンダグリンダ☆ニュース』、ポスターやチラシなどのイラスト
を作成します 

メールニュース：月 2 回程
度 
その他随時 

54

38 一般社団法人釧路観光コ
ンベンション協会 

釧路湿原をはじめ釧路市の観光情報を発信します 随時 55

39 沢田建設株式会社 釧路湿原近郊の清掃活動（ごみ拾い）をします 
6 月～7 月に 1 回、10 月～
11 月に 1 回 

56

40 品田 忠 
木の枝の作品作りや展示、木工教室を通し湿原からの水の
大切さを伝えます 

通年 57

41 上智大学 社会とエコロジ
ー“リバーズ” 

釧路湿原を軸に河川の環境保全、野生動物の保護活動など
の取り組みを学ぶ 

年1回（8月）夏季フィールド
ゼミとして 

58

42 
市立釧路図書館 指定管
理者 株式会社図書館流
通センター 

釧路湿原に関する情報提供及び、関連講座や展示を通じた
湿原の紹介をします 

不定期年 1 回程度 59

43 シルバーシティときわ台ヒ
ルズ 

釧路湿原を学ぶ自然文化講座を実施します 年 1 回 60

44 太平洋総合コンサルタント
株式会社 

標茶高校における体験型の環境教育の実施（野外での水質
調査、生物調査を通して身近な環境を楽しみながら学ぶ） 

9 月～11 月の中で 2～4 回
程度 

61

45 タクッパ（ペンネーム） 道東の自然や地名をアイヌ語で紹介します 通年 62

46 竹中 康進 
「羽幌みんなでつくる自然空間協議会」によるビオトープづくり
の取り組みを紹介します 

随時 63

47 田中 道人 ドローンで湿原を撮影し、動画で紹介します 年 4～5 回 64

48 （NPO）タンチョウ保護研
究グループ 

タンチョウの保護に関する教育普及活動を行います 随時 65

49 辻野 正 
釧路湿原の生き物の生態を紙細工で紹介します。その他作
成指導や実演、完成品や作成キットの無料配布や展示を行
います 

随時 年間 20 回程度 66

50 (株)鶴居村振興公社 
鶴居村どさんこ牧場 

北海道和種馬（通称どさんこ）による釧路湿原国立公園を含
む地域でのホーストレッキングで多くの方々に地域の自然を
楽しんで頂きます 

通年 67

51 （ＮＰＯ）トラストサルン釧
路 

ナショナルトラスト地の環境保全作業にボランティアの方と共
に取組み、湿原やトラスト地の観察会を行います 

5 月～11 月 5～6 回ほど 68

52 (株)日専連釧路 
「日専連釧路フィッシャーマンズカード」利用額の一部を釧路
湿原国立公園連絡協議会を通じて子供達の野外活動で役立
つものを寄付します 

通年 69
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主
体
数 

氏名・団体名 取組み概要 取組み時期・回数 

取
組
み
数

53 西村 孝広 

釣りの自警活動の一環として釣り場周辺の清掃活動を行いま
す 

通年 70

オオハンゴンソウの駆除活動を行います 6、7 月頃 71

54 
（公財）日本野鳥の会 鶴
居・伊藤タンチョウサンク
チュアリ 

タンチョウの冬季自然採食地の整備、普及教育、生息環境調
査を行います 

  72

55 北海道阿寒高等学校 
「地域巡検」を実施し、釧路湿原の学習を中心にすえ自然の大
切さを体験学習します 

9 月 73

56 （ＮＰＯ）北海道フィッシャ
ーズ協会 

釣りをとおして釧路川・湿原を知っていただく活動 
4 月中旬から 5 月初旬、9
月中旬から 12 月初旬 

74

57 ミュージックサロン・タジマ カラオケ発表会を通して湿原のＰＲや募金活動を行う 年 2 回 75

58 やちラボ 

釧路湿原の旬の自然情報をワンダグリンダ事務局に届けます 通年 76

釧路湿原の魅力を地元の人々や観光客に伝えます 通年 77

釧路湿原に生息する「やちぼうず」の魅力をＰＲします 通年 78

59 酪農学園大学 環境地球
科学研究室 

釧路湿原における物質循環についての研究 
5 月～11 月まで月 1 回の
観測 

79

60 

林野庁 北海道森林管理
局 
釧路湿原森林ふれあい推
進センター 

シラルトロ湖上流の立枯れ被害にあった森林で市民参加型の
自然再生事業を行います 

年 5 回 80

自然再生事業地の広葉樹の種子から育成した苗木を3年程度
預かって育てて頂いています 

通年 81

60 団体・個人／81 取組み 

  施設名 広報支援  取組み時期 

1 釧路市民活動センターわ
っと 

 

 

・ポスターの掲示 

（ワンダグリンダニュース、ワンダグリンダ募集ポスター、イベ

ント広報ポスター等） 

 

 

 

・チラシ等の配下 

（ワンダグリンダ募集チラシ、ワンダグリンダ活動報告書、イベ

ント広報チラシ等） 

通年 

2 釧路町温水プール 通年 

3 釧路町地産地消センター
ロ・バザール 

通年 

4 釧路町総合体育館 通年 

5 達古武オートキャンプ場 通年 

6 細岡ビジターズラウンジ 通年 

7 標茶町郷土館 通年 

8 豊文堂書店北大通店 通年 

9 企業組合ウェルフェアグ
ループ 

通年 

9 施設 
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○ワンダグリンダ・プロジェクト 参加団体・活動の推移 
 
      （2005 38 団体・69 取組）※事務局事業等も含んだ数字 
       2006 31 団体・49 取組 

        2007 35 団体・61 取組 
        2008 42 団体・75 取組 
        2009 47 団体・82 取組 
        2010 45 団体・76 取組 
        2011 47 団体・75 取組 
        2012 57 団体・74 取組 
        2013 53 団体・80 取組 
        2014 57 団体・79 取組 
        2015 57 団体・77 取組 
        2016 60 団体・81 取組 
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環境教育の取組み及び自然再生への参加機会の実施状況について 

  

 

7 月から 10 月の期間中、自然再生協議会各小員会及びワンダグリンダ・プロジェクト登

録団体が実施した市民参加の取組みは以下のとおり。 

各イベントの実施報告書及びアンケート実施結果を示す。 

 

開催日 イベント名 主催 

実施

報告

書 

ｱﾝｹｰﾄ

7 月 10 日（日） タンチョウの冬の食事場所を作ろう 
鶴居・伊藤タンチョウサンクチュア

リ 
〇 〇 

7 月 10 日（日） 
みんなで調べる復元河川の環境・2016

夏 
釧路国際ウェットランドセンター 〇 × 

7 月 25 日（月） 

釧路湿原を再生しよう！ 

未利用地を湿原に再生する取組み 

～幌呂地区湿原再生現地見学会～ 

釧路開発建設部治水課 

（湿原再生小委員会） 
〇 〇 

7 月 24 日（日） 
ウチダザリガニとってたべよう 

捕獲＆試食体験 

釧路湿原国立公園ボランティアレン

ジャーの会＆こどもエコクラブくし

ろ 

〇 × 

8 月 7 日（日） 
達古武の森朝のお散歩 

～森林再生の森を歩いてみよう！～ 

環境省釧路自然環境事務所 

（森林再生小委員会） 
〇 × 

9 月 10 日（日） アウトドア好き集まれｉｎ達古武湖 
環境省釧路自然環境事務所 

（湿原再生小委員会） 
〇 〇 

9 月 17 日（土） カヌーで清掃ｉｎ達古武湖 環境コンサルタント株式会社 〇 〇 

10月16日（日） 
みんなで調べる復元河川の環境・2016

秋 
釧路国際ウェットランドセンター 〇 〇 

 

 

 

資料 1-2 
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実施報告書 

日時：２０１６年７月 10 日 

場所：旧雪裡１号採食地 鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ 

行事名：日本製紙クレインズの選手と タンチョウの冬の食事場所を作ろう 

参加者人数：2５名 

主催者：鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ 

取組の概要 

 

●冬期自然採食地つくり 

 タンチョウが冬に餌をとることができる「冬期自然採食地」の整備を行いま

した。倒木や繁茂した低木を切り、タンチョウが出入りできる開けた水辺を作

りました。 

●タンチョウへのメッセージ作成 

 作業の感想やタンチョウへのメッセージを書いて、模造紙に貼りまとめまし

た。 

   

主催者の感想 

 

 当日は、日本製紙クレインズの選手と鶴居村の自然体験活動グループ「サル

ルンガード」の子供達、そのサポートの大人達の総勢 25 人で作業を行いまし

た。作業によって開けた空間ができ、その水辺ではバイカモの花やトンボなど

様々な生物を観察できました。餌となる生物がたくさんいるこの場所を、タン

チョウが冬に使ってくれるといいですね。 
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実施報告書 

日時：2016 年 7 月 10 日（日） 10:00～14;00 

場所：釧路川茅沼地区 

行事名：みんなで調べる復元河川の環境・2016 夏 

参加者人数：26 名（関係者含む） 

主催者：釧路国際ウエットランドセンター 

取組の概要 

 

住民の皆さんと、釧路川の蛇行復元河道から自然河道へ続く左岸 1.3 ㎞の水生

生物、堆積土壌、植生を調べました。水生生物班は「どう」やタモ網で、魚類

や甲殻類捕獲し、種を確認しました。土壌調査班は河畔の地層から土砂堆積の

状況を調べたり、河道で成長中の砂州の大きさを計測したりしました。また、

植生調査班は林内に設置した区画内の植生を調べました。調査後に全員で調査

結果の確認と、過去のデータとの比較を行いました。 

     

主催者の感想 

2010 年以来通算 13 回目の実施となりますが、リピーター参加者が調査手

法や調査地の自然環境に習熟し、調査をリードしてくれるようになったので、

地域住民自身が普及啓発の担い手となっていることが伺えます。普及啓発とモ

ニタリング双方に資する事業として、今後も同様の調査を続けていきたいと考

えています。 
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実施報告書 

日時：平成２８年７月２５日（月）９時～１４時 

場所：幌呂地区湿原再生区域 （鶴居村 下幌呂） 

行事名：幌呂地区湿原再生現地見学会 

参加者人数：２０名 

主催者：釧路開発建設部治水課（湿原再生小委員会） 

取組の概要 

 

 釧路湿原自然再生協議会の取組として、自然再生事業を広く一般市民に理解

してもらうため「幌呂地区湿原再生」箇所の見学と、湿原を代表する植物であ

るヨシの移植体験及び外来種防除を行った。 

           

 ＜ヨシ移植の様子＞ 

主催者の感想 

 

 ４回目の開催となる今年は、２０名の方に参加していただき、たくさんのヨ

シを移植する事ができました。また、２０名中３名が長期滞在者の方であり、

釧路市民以外の方にも参加していただけて良かったと思います。アンケートで

は「過去に植えたヨシが定着していることが確認でき、自然再生に興味が持て

た」等のコメントが多数あり、今後も自然再生に興味を持ってもらえるよう継

続して見学会を実施したいと考えています。 
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実施報告書 

日時：平成２８年７月２４日（日） 

場所：温根内ビジターセンター周辺 

行事名：ウチダザリガニとってたべよう捕獲＆試食体験 

参加者人数：親子７組１９名、こどもエコクラブくしろ、厚岸町、釧路新聞の皆さま

主催者：釧路湿原国立公園ボランティアレンジャーの会＆こどもエコクラブくしろ 

取組の概要 

 釧路湿原の自然環境に影響をあたえている特定外来生物ウチダザリガニ。この問題

を多くの方に知ってもらうことを目的に、一般参加者を募ってみんなで一緒に捕獲と

試食を体験しました。 

  
外来生物の問題について学んだあと、ウチダザリガニが生息している川へ！ 

３２３匹もの捕獲に成功！大きいものは

体長１０ｃｍ以上。 

計測した後ゆでていただきました！ 

主催者の感想 

参加者からは「外来生物の駆除だけでなく、試食もするところがおもしろい。」とい

った声が多く、イベント後も親子さんたちからウチダザリガニについてたくさんの質

問をいただきました。特定外来生物の問題は、多くの市民の理解と参加がなければ解

決することは難しく、このように皆さんと取り組む機会を今後も増やしていきたいと

思います。 

 
こどもエコクラブくしろ

手づくりの紙芝居 

 たくさん 
とれたよ！ 

 
おいしい！ 

 
オスとメスを 

見分けてみよ
う
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実施報告書 

日時：平成２８年８月７日（日） 

場所：達古武森林再生事業地 

行事名：達古武の森朝のお散歩 ～森林再生の森を歩いてみよう！～ 

参加者人数：達古武オートキャンプ場宿泊者 親子２組７名 

主催者：釧路自然環境事務所（森林再生小委員会） 

取組の概要 

 動植物や森林再生に関するクイズを行いながら、達古武湖畔や達古武森林再

生事業地をお散歩しました。前日に仕掛けたピットフォールトラップでは、オ

サムシなどの地表性昆虫がたくさん捕獲されていました。 

自然解説          これは何ていうムシかな？ 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

天気も良く、達古武の美しい風景が見られました 

主催者の感想 

参加者した子どもたちは、トラップで捕獲されたいろんな色の虫に興味津々

でした。お父さんお母さんも、釧路湿原で起こっている問題と自然再生事業に

ついて大変関心を示してくださっていました。 
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実施報告書 

日時：平成２８年９月１０日（土） 

場所：達古武湖及び夢が丘遊歩道 

行事名：アウトドア好き集まれｉｎ達古武湖 

参加者人数：20 代～40 代の独身男女 13 名 

主催者：釧路自然環境事務所（湿原再生小委員会） 

取組の概要 

 ヒシ刈りと達古武の自然を活かしたプログラムを体験してもらい、自然再生へ

の関心を促すとともに出会いを提供することを目的とした企画で、今年で４回目。

 午前はカヌーで達古武湖にこぎ出し、ヒシ刈り。台風による増水で、大部分の

ヒシは水没していましたが、みなさん一生懸命ヒシ刈りを行っていました。 

  

 

 

 

 

 

 

  カヌーのこぎ方もだんだん上達   鎌を使ってヒシを刈り取ります 

 

午後はネイチャービンゴ。３チームに分かれて遊歩道を歩き、ビンゴカードのお

題にあった動植物や景色を写真に撮りました。被写体選びに会話が弾みました。

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティアスタッフからの自然解説   キャンプ場に戻ってから発表 

にも興味深く聞き入っていました     刈り取ったヒシも試食しました 

主催者の感想 

 カヌーやヒシ刈り、ネイチャービンゴも楽しんでいただけましたが、スタッフ

からの自然再生事業の説明がためになったとの声もありました。みなさん楽しみ

ながら自然再生に関心を深めてもらえたものと思います。 
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実施報告書 

日時：平成 28 年 9 月 17 日(土) 

場所：達古武湖オートキャンプ場 

行事名：カヌーDE 清掃 IN 達古武湖 

参加者人数：6 名 

主催者：環境コンサルタント株式会社 

取組の概要 

作業前に釧路湿原の概要についてのレクチャー、達古武湖自然再生事業につ

いてのレクチャーを実施した。その後、カヌーによるゴミ拾いを行った。 

 清掃後は、達古武湖に繁茂するヒシの実の試食会の実施。 

主催者の感想 

 直前の台風の影響により、達古武湖の水位上昇やヒシが対岸に流されてしま

うなど、いつもと違う状況であったが、無事に開催することができた。 

 作業の結果として、ゴミは非常に少なく参加者の達成感としては小さかった

ようだが、ヒシの実の試食も楽しんで頂き、達古武湖に親しむきっかけ作りに

なったと思う。 

 次回は参加者が活動をとおして、自然再生につながったと感じられるような

活動内容にしたい。 
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実施報告書 

日時： 平成 28 年 10 月 16 日（日） 9：30～14：30 

場所：釧路川（茅沼～スガワラ）、元村ぱる 

行事名：みんなで調べる復元河川の環境・2016 秋 

参加者人数：20 名（関係者含む） 

主催者：釧路国際ウエットランドセンター 

取組の概要 

3 班に分かれてカヌーで釧路川の蛇行復元河道から自然河川に続く茅沼～ス

ガワラ間を下り、河岸の植生や河畔の景観、発見した動植物などについて観察・

記録しました。また、復元河道の下端部付近で、河岸の寄り州に上陸し、州の

大きさや土砂構成を調べて、この地点での蛇行復元後の土砂の捕捉状況などを

確認しました。下船後、この日の調査や観察の結果を班ごとに発表しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催者の感想 

北海道各地に大きな被害をもたらした台風 10 号の影響で、当初の予定日が

延期となりましたが、当日は天候にも恵まれ、無事に開催することができまし

た。台風から 1 ヶ月以上経っても河川の水位は例年よりも高い状態で、いつも

とは違う河畔の様子を見ることができたのは貴重な体験でした。寄り洲は滑り

やすいぬかるみなどの箇所が多くありましたが、幸い怪我人もなく調査を終え

ることができました。 
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アンケート集計結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■年齢

食事場

作り

幌呂

見学会

達古武

ヒシコン

カヌー

清掃

復元河川

調査・秋
計

9歳以下 7 0 0 1 0 8

10代 5 0 0 1 3 9

20代 5 1 3 0 1 10

30代 0 0 7 0 1 8

40代 4 1 2 2 5 14

50代 0 1 0 2 1 4

60代 0 7 0 0 1 8

70才以上 0 9 0 0 1 10

参加人数 21 19 12 6 13 71

■性別

食事場

作り

幌呂

見学会

達古武

ヒシコン

カヌー

清掃

復元河川

調査・秋
計

男性 14 7 5 3 6 35

女性 7 10 7 3 7 34

記載無 0 2 0 0 0 2

参加人数 21 19 12 6 13 71

■どこからきたか

食事場

作り

幌呂

見学会

達古武

ヒシコン

カヌー

清掃

復元河川

調査・秋
計

道内 21 16 12 6 13 68

道外 0 3 0 0 0 3

参加人数 21 19 12 6 13 71

■今日の行事をどのようにして知ったか

食事場

作り

幌呂

見学会

達古武

ヒシコン

カヌー

清掃

復元河川

調査・秋
計

チラシ・ポスター 0 10 0 0 3 13

新聞 0 0 0 0 0 0

ラジオ 0 0 0 0 0 0

インターネット 2 3 1 0 0 6

知人 12 2 9 4 4 31

その他 7 4 1 2 6 20

記載無 0 0 1 0 0 1

参加人数 21 19 12 6 13 71

11%

13%

14%

11%
20%

6%

11%

14% 9歳以下

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70才以上

49%

48%

3%

男性

女性

記載無

18%

0%

0%

9%

44%

28%

1%

チラシ・ポスター

新聞

ラジオ

インターネット

知人

その他

記載無

96%

4%

道内

道外
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■今日の活動の感想

食事場

作り

幌呂

見学会

達古武

ヒシコン

カヌー

清掃

復元河川

調査・秋
計

とても満足 13 11 8 2 13 47

やや満足 7 8 3 2 0 20

どちらともいえない 1 0 0 2 0 3

やや不満 0 0 0 0 0 0

とても不満 0 0 0 0 0 0

記載無 0 0 1 0 0 1

参加人数 21 19 12 6 13 71

■今日の活動が釧路湿原の自然再生につながったという実感があるか

食事場

作り

幌呂

見学会

達古武

ヒシコン

カヌー

清掃

復元河川

調査・秋
計

とてもあった 15 12 1 0 7 35

ややあった 6 6 7 3 4 26

どちらともいえない 0 0 3 2 2 7

あまり感じない 0 0 0 1 0 1

ほとんど感じなかった 0 0 0 0 0 0

記載無 0 1 1 0 0 2

参加人数 21 19 12 6 13 71

■釧路湿原の保全や再生に今後ともかかわっていきたいと思うか

食事場

作り

幌呂

見学会

達古武

ヒシコン

カヌー

清掃

復元河川

調査・秋
計

とても思う 14 18 4 3 11 50

やや思う 5 1 7 2 2 17

どちらともいえない 2 0 0 0 0 2

あまり思わない 0 0 0 1 0 1

まったく思わない 0 0 0 0 0 0

記載無 0 0 1 0 0 1

参加人数 21 19 12 6 13 71

■これまでにも釧路湿原の自然再生に関連するイベントに参加したことがあるか

食事場

作り

幌呂

見学会

達古武

ヒシコン

カヌー

清掃

復元河川

調査・秋
計

ある 15 15 2 1 7 40

ない 6 3 9 5 6 29

記載無 0 1 1 0 0 2

参加人数 21 19 12 6 13 71

66%

28%

4%

0%0%
2%

とても満足

やや満足

どちらともいえない

やや不満

とても不満

記載無

49%

37%

10%

1% 0%
3%

とてもあった

ややあった

どちらともいえない

あまり感じない

ほとんど感じなかった

記載無

71%

24%

3% 1% 0% 1%

とても思う

やや思う

どちらともいえない

あまり思わない

まったく思わない

記載無

56%

41%

3%

ある

ない

記載無
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「タンチョウの冬の食事場所を作ろう」アンケート回答  21名分 

質
問 

Q1：年齢性
別、どこから
来たか 

Q2:今日の行
事をどのよう
にして知った
か 

Q3:今日の活動の感想
（理由） 

Q4:今日の活動が釧
路湿原の自然再生に
つながったという実
感があるか 
（理由） 

Q5:釧路湿原の保全や
再生に今後ともかか
わっていきたいと思
うか 

Q6：これまでに釧路湿
原の自然再生に関連
するイベントに参加
した事があるか 

Q7:今後どのような行事が
あったら参加したいと思
うか 

Q8:その他意見 

1 
9才以下 
女性 
鶴居村 

サルルンガー
ド とても満足 とてもあった とても思う ある（他イベント3回） ウチダザリガニ釣り 記載無 

2 
10代 
男性 
鶴居村 

その他 とても満足 とてもあった とても思う ある（このイベント 2
回、他数回） 探検する行事 記載無 

3 
9才以下 
男性 
鶴居村 

メール、ツイ
ッター とても満足 とてもあった とても思う ある（このイベント 3

回） アメリカザリガニ釣り 記載無 

4 
9才以下 
男性 
鶴居村 

知人 とても満足 とてもあった とても思う ある（このイベント 1
回、他3回） 参加したい 記載無 

5 
10代 
女性 
鶴居村 

サルルンガー
ド 満足 とてもあった やや思う ある（このイベント 1

回以上） このような行事 記載無 

6 
20代 
男性 
釧路市 

知人 とても満足 とてもあった とても思う ある（このイベント 1
回、他5回） 記載無 記載無 

7 
20代 
男性 
釧路市 

知人 普通 ややあった どちらともいえない ない ＢＢＱ 記載無 

8 
20代 
男性 
釧路市 

知人 満足 ややあった どちらともいえない ある 釣り大会（釣り大会後食べ
る） 記載無 

9 
9歳以下 
男性 
鶴居村 

知人 とても満足 ややあった やや思う ある（他イベント5回） 参加したい 記載無 

10 
20代 
男性 
釧路市 

知人 満足 とてもあった やや思う ない 鶴居ゴルフコンペ（コンペ
後チーズ試食会） 記載無 
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11 
20代 
男性 
釧路市 

知人 満足 ややあった やや思う ない 鶴居のおいしい食べ物を
食べたい ありがとうございました 

12 
40代 
男性 
鶴居村 

メール、ツイ
ッター 満足 とてもあった とても思う ある（他イベント 10

回） 記載無 記載無 

13 
40代 
女性 
鶴居村 

知人 とても満足 とてもあった とても思う ある（他イベント1回） 記載無 記載無 

14 
10代 
男性 
鶴居村 

サルルンガー
ド 満足 とてもあった とても思う ある（このイベント 1

回、他1回） 
アメリカザリガニの駆除
活動 

これからもタンチョウが増えてほし
い 

15 
40代 
女性 
鶴居村 

知人 とても満足 とてもあった やや思う ない 記載無 記載無 

16 
9歳以下 
男性 
鶴居村 

知人 とても満足 とてもあった とても思う ない 食事場所をつくる 記載無 

17 
9歳以下 
男性 
鶴居村 

知人 とても満足 とてもあった とても思う ある 思う 記載無 

18 
9歳以下 
女性 
鶴居村 

サルルンガー
ド とても満足 ややあった とても思う ある（他イベント3回） はい 記載無 

19 
10代 
男性 
鶴居村 

サルルンガー
ド 満足 とてもあった とても思う ある（このイベント 1

回、他10回以上） 思う 記載無 

20 
10代 
女性 
鶴居村 

サルルンガー
ド とても満足 ややあった とても思う ある（他イベント3回） はい 記載無 

21 
40代 
女性 
鶴居村 

知人 とても満足 とてもあった とても思う ない ウチダザリガニ駆除活動 記載無 
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「幌呂地区自然再生」現場見学会アンケート回答 19名分 

質
問 

Q1：年齢性
別、どこから
来たか 

Q2:今日の行
事をどのよう
にして知った
か 

Q3:今日の活動の感想 
（理由） 

Q4:今日の活動が釧路湿
原の自然再生につなが
ったという実感がある
か 
（理由） 

Q5: 釧路湿
原の保全や
再生に今後
ともかかわ
っていきた
いと思うか 

Q6：これまで
に釧路湿原の
自然再生に関
連するイベン
トに参加した
事があるか 

Q7:今後どのような
行事があったら参加
したいと思うか 

Q8:その他意見 

1 60代／女性
釧路町 

チラシ、ポス
ター 

やや満足（オオアワダチソウの防除はもう
少し時間をとっても良いのでは？） 

とてもあった（今後の活
動（自然再生）のきっか
けにもなったし周りの
人にも伝えたいと思う）

とても思う ある 記載無 記載無 

2 60代 ワンダグリン
ダニュース とても満足 ややあった とても思う 記載無 記載無 記載無 

3 20代／男性
鶴居村 

チラシ、ポス
ター 

やや満足（現地での再生事業について知る
事が出来た。実際にヨシを植えた場所のそ
の後の経過を見る事が出来今後この場所
がどのように変化していくのか興味がわ
いた。ヨシの移植では植えた後に踏んでし
まわぬよう、植える位置を田植えのように
指定するなどしてみたら良いかもしれな
いと思えた。今回作業した場所が湿原と再
生されるよう今後機会があれば参加した
い。） 

とてもあった（これまで
に植えたヨシが定着し
ていることから、今回の
作業が湿原の再生につ
ながる事を実感できた）

とても思う ある（5 回以
上） 

その他の湿原再生地
の見学 

色々と勉強させて頂きました。現地を
案内する機会が多いため、今回の事を
様々な人に伝えていきます。ありがと
うございました。 

4 60代／女性
釧路市 

チラシ、ポス
ター 

とても満足（初めて泥炭地に来た事。初め
てヨシ等を見た） とてもあった とても思う ある 記載無 記載無 

5 
70 才以上／
女性 
釧路市 

チラシ とても満足 とてもあった とても思う 
ある（このイベ
ント 3 回、他
10回以上） 

記載無 有意義な時時間を過ごす事が出来た。
ありがとうございました 

6 60代／女性
釧路 

チラシ、ポス
ター 

とても満足 
（普段体験出来ない事をさせて頂き感動
と感謝です。自然の中で過ごした時間はと
ても有意義なステキな時間と空間でした）

とてもあった（自然再生
に日々ご努力されてい
る事が理解出来また、守
っていくために再生に
つながった実感を少し
もてました） 

とても思う ない どんな事でも参加し
ていきたい 感謝とお礼を申し上げます 

7 
70 才以上／
男性 
釧路市 

チラシ、ポス
ター 

やや満足（もう少し時間がほしい。参加者
名と本人が合致しない） 

とてもあった（昨年の移
植で自分の場所がほと
んど） 

とても思う 
ある（このイベ
ント 2 回、他
数回） 

記載無 他にもっとあったら参加したい 
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8 
70 才以上／
女性 
道内 

広報誌 とても満足（今まで外来種防除は特になか
った様ですが？防除する機会） とてもあった とても思う ある 記載無 大変勉強になりました。今年は特に内

容が濃く感じました。 

9 
70 才以上／
男性 
釧路 

知人 とても満足（自然に触れて良かった） とてもあった とても思う ない 自然再生現場に行き
たい 記載無 

10 50代／男性
釧路市 知人 やや満足 ややあった とても思う ある（他のイベ

ント2～3回）

開発と湿原再生の関
係について月尾先生
の講演 

湿原再生プロジェクトの広報の工夫。
SNS、フェイスブックで紹介して欲し
い 

11 
70 才以上／
男性 
千葉県 

インターネッ
ト 

やや満足（自然再生の難しさを実感出来た
こと） ややあった とても思う 

ある（このイベ
ント2回、他3
回） 

カヌーで植生の変化
など体験したい 記載無 

12 40代／女性
釧路市 

チラシ、ポス
ター 

やや満足（時間も短くて気軽に参加出来る
から良かった） 

とてもあった（活動内容
をきちんと報告してく
れたので） 

とても思う ない 記載無 記載無 

13 
70 才以上／
女性 
釧路市 

チラシ、ポス
ター 

とても満足（珍しいものあり、解らない事
ばかりでした） とてもあった やや思う 

ある（このイベ
ント 1 回、他
15回） 

記載無 記載無 

14 
70 才以上／
女性 
釧路 

チラシ、ポス
ター 

とても満足（湿原の植物もいろいろ教えて
もらい参考になった。ヨシの成長が楽しみ
でまた来年も参加したい） 

とてもあった（ヨシの成
長も教えてもらい自分
でも植えて実感があっ
た） 

とても思う 
ある（このイベ
ント2回、他5
～6回） 

現場見学やヨシ移
植、その成長を見る

記載無 

15 60代／女性
釧路 川レンジャー 

とても満足（ヨシと草ヨシの違いがわかっ
ただけでも良かった。ヨシ植え、アワダチ
ソウ防除楽しかった） 

とてもあった（地道な作
業で湿原を再生させよ
うと努力している姿に
感服しました。） 

とても思う ある（他イベン
ト1回） 記載無 記載無 

16 60代／女性
神奈川県 

インターネッ
ト 

やや満足（ヨシの植えた後、どうなってい
たか知る事が出来て良かった） 

ややあった（時間のかか
る事なので活動の必要
性が解った） 

とても思う 
ある（このイベ
ント3回、他2
回） 

カヌーに乗っての川
の状態を知る行事 

記載無 
 
 

17 60代／男性
神奈川県 

インターネッ
ト とても満足 ややあった とても思う 

ある（このイベ
ント3回、他3
回） 

自然に関する事は何
でも参加したい 記載無 

18 70才以上／
釧路市 会情報誌 とても満足（行動の準備整っている） 継続している活動が素

晴らしい とても思う ある（他イベン
ト50回） 

足腰が弱っているの
で適応出来る行事 ご迷惑かけないように努力します 

19 
70 才以上／
男性 
釧路市 

チラシ、ポス
ター やや満足 ややあった とても思う 

ある（このイベ
ント3回、他6
回） 

記載無 記載無 
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「アウトドア好き集まれin達古武湖」アンケート回答  12名分 

質

問 

Q1：年齢性

別、どこから

来たか 

Q2:今日の行

事をどのよう

にして知った

か 

Q3:今日の活動の感想

（理由） 

Q4:今日の活動が釧

路湿原の自然再生に

つながったという実

感があるか 

（理由） 

Q5:釧路湿原の保全や

再生に今後ともかか

わっていきたいと思

うか 

Q6：これまでに釧路湿

原の自然再生に関連

するイベントに参加

した事があるか 

Q7:今後どのような行事が

あったら参加したいと思

うか 

Q8:その他意見 

1  知人 
やや満足（カヌーが楽

しかった） 

ややあった（あんな

に詳しくバスの中で

説明して頂けると思

ってなかったのでと

てもためになって良

かった。そしてわか

りやすかった） 

やや思う（子ども頃か

らこのような体験を

重ねると意識や地元

愛が高まるのかなと

思った） 

ない 
今回のような釧路ならで

はのイベント 

出会いに期待して参加される方はも

う少し年代を狭めた方が参加しやす

くなるおかなと思った 

2  知人 

とても満足（カヌーに

乗れて専門家の方の

話を聞けて、散策やお

しゃべり等盛りだく

さんで楽しかった） 

ややあった（たくさ

ん採る事が出来たら

効果がありそうです

が時間の中ではあま

り採れなかった） 

やや思う（積極的には

参加出来ないがチャ

ンスがあれば参加し

たい） 

ない 

他にどの様な再生イベン

トがあるのか分かりませ

んが軽装で参加出来れば

尚参加しやすい 

皆さん優しい方ばかりでとても楽し

めた 

3  知人 
とても満足（ヒシ刈り

が出来たこと） 
ややあった とても思う ない 記載無 本当に楽しかった 

4  知人 
とても満足（ヒシ刈り

とビンゴが楽しかっ

た） 
ややあった やや思う ない 記載無 記載無 

5  知人 
とても満足（とにかく

天候に恵まれて虫も

少なかったのが吉） 

ややあった（増水が

なければ…） 
やや思う（釧路に限ら

ず関わっていく） 
ある（本イベント3回、

他イベント多数） 
記載無 記載無 

6  知人 やや満足 ややあった やや思う ない 記載無 記載無 
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7  知人 やや満足 ややあった とても思う ない 記載無 記載無 

8  知人 
とても満足（環境省の

方からリアルな保護

活動の話を聞けた） 

どちらともいえない

（まだまだヒシはあ

る。けど自然を皆で

知り楽しむ事は出来

た） 

とても思う（自然に食

わして頂いているか

ら） 

ある（他イベント多

数） 
植樹、タンチョウのタグつ

け 
他のイベントは高齢者ばかりなので

同年代が多くて嬉しい 

9  知人 とても満足 どちらともいえない やや思う ない 記載無 記載無 

10  記載無 記載無 記載無 記載無 記載無 記載無 記載無 

11  その他（FB） 

とても満足（自然に親

しみ、カヌーにも乗れ

たしビンゴが楽しか

った） 

どちらともいえない

（ヒシを少ししか取

れなかったので） 

やや思う（釧路人なの

で） 
ない 

カヌーが楽しい。BBQ も

良い 
楽しかった 

12  
インターネッ

ト 

とても満足（カヌーに

乗れてヒシ刈りが出

来たこと、とても貴重

な体験だった） 

とてもあった（ヒシ

を少しでも多く刈

る。この積み重ねが

大事） 

とても思う（この貴重

な自然は宝。失っては

ならない） 
ない 

達古武だけでなく阿寒湖

地区などでもやってほし

い 
ダッチオーブンを使ったイベント 
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「カヌーで清掃ＩＮ達古武湖」アンケート回答  6名分 

質

問 

Q1：年齢性

別、どこから

来たか 

Q2:今日の行

事をどのよう

にして知った

か 

Q3:今日の活動の感想

（理由） 

Q4:今日の活動が釧

路湿原の自然再生に

つながったという実

感があるか 

（理由） 

Q5:釧路湿原の保全や

再生に今後ともかか

わっていきたいと思

うか 

Q6：これまでに釧路湿

原の自然再生に関連

するイベントに参加

した事があるか 

Q7:今後どのような行事が

あったら参加したいと思

うか 

Q8:その他意見 

1 
40代 
女性 
釧路市 

知人 

とても満足（初めての

カヌー体験とヒシの

味や触感がわかり食

べ方もわかり楽しか

った） 

ややあった（ゴミは

ありませんでした

が、参加出来た事で

とても有意義に感じ

た） 

とても思う ない 

まだ湿原について勉強中

なのですが、自然再生を実

感できる様なイベントが

あればぜひ参加したい 

色々と初めての体験で楽しかった。ま

た機会があれば参加させて下さい。あ

りがとうございました 

2 
40代 
男性 
釧路市 

知人 
やや満足（ゴミ拾いが

出来なかった事（ゴミ

が無かった）） 

ややあった（自然再

生への意識が高まっ

た） 
やや思う ない 野生生物の観察など ヒシのいもだんご美味しかったです 

3 
50代 
女性 
釧路町 

知人 
とても満足（初めての

体験だったので） 
あまり感じない（ゴ

ミが無かったので）
とても思う ない 記載無 記載無 

4 
50代 
男性 
釧路町 

知人 
やや満足（参加人数が

少なくてさみしかっ

た） 

ややあった（例年ゴ

ミが減っているのを

実感する） 
とても思う 

ある（このイベント 5
回） 

記載無 記載無 

5 
9才以下 
女性 
釧路市 

家族 

どちらともいえない

（参加者が連れてき

た犬と遊ぶ方が楽し

かったから） 

どちらともいえない

（ゴミが無かったか

ら） 
やや思う ない わからない 記載無 

6 
10代 
男性 
釧路市 

家族 

どちらともいえない

（参加者が連れてき

た犬と遊ぶ方が楽し

かったから） 

どちらともいえない

（ゴミが拾えなかっ

たから） 
あまり思わない ない 

ゴミがある場所でゴミ拾

いをしたい 
記載無 
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「みんなで調べる復元河川の環境2016秋」アンケート回答  13名分 

質

問 

Q1：年齢性

別、どこから

来たか 

Q2:今日の行

事をどのよう

にして知った

か 

Q3:今日の活動の感想

（理由） 

Q4:今日の活動が釧

路湿原の自然再生に

つながったという実

感があるか 

（理由） 

Q5:釧路湿原の保全や

再生に今後ともかか

わっていきたいと思

うか 

Q6：これまでに釧路湿

原の自然再生に関連

するイベントに参加

した事があるか 

Q7:今後どのような行事が

あったら参加したいと思

うか 

Q8:その他意見 

1 
10代 
男性 
釧路市 

家族 とても満足 ややあった やや思う ある（他イベント1回）  
虫が多いので説明を室内でして頂く

とありがたい 

2 
10代 
男性 
釧路市 

知人 
とても満足（生き物が

見れてカヌーに乗れ

て楽しかった） 

とてもあった（台風

などで木が倒れてそ

ういうのを実感出来

たから） 

とても思う ない 記載無 記載無 

3 
40代 
男性 
釧路町 

家族 
とても満足（初めての

参加ですべてが楽し

かった） 

どちらともいえない

（今日の経験を今後

どう活かすかが必

要） 

とても思う ない 
季節ごとのイベント（氷上

体験など） 
記載無 

4 
70才以上 
女性 
鶴居村 

チラシ・ポス

ター 
とても満足（自然の力

を感じられた） 
とてもあった（） とても思う ない 自然観察 記載無 

5 
50代 
男性 
釧路市 

その他 とても満足 ややあった とても思う ある 記載無 記載無 

6 
40代 
女性 
釧路市 

知人 

とても満足（普段は近

づけない所を見る事

が出来たしいろいろ

説明してもらえて面

白かった） 

ややあった とても思う ない 記載無 記載無 

7 
40代 
女性 
釧路市 

チラシ・ポス

ター 
とても満足 とてもあった とても思う 

ある（このイベント 3
回、他多数） 

記載無 記載無 

8 
40代 
女性 
釧路市 

その他（広報） とても満足 どちらともいえない やや思う ない 記載無 記載無 
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9 
10代 
男性 
釧路市 

知人 とても満足 とてもあった とても思う ある（他イベント1回） 記載無 記載無 

10 
60代 
女性 
釧路町 

その他 

とても満足（順延にな

り本日あたたかな日

に参加出来て良かっ

たです。中止とばかり

思っていたので） 

とてもあった（治水

担当者の方より詳し

い説明があり解り易

かったです） 

とても思う ある 
湿原に関する事全般参加

してみたい 
記載無 

11 
30代 
男性 
鶴居村 

チラシ・ポス

ター 

とても満足（初めてカ

ヌー（しかもタダ

で！）で大満足でし

た。歴史のある行事だ

と知り、良かったで

す） 

ややあった とても思う ない 自然再生 記載無 

12 
20代 
女性 
釧路町 

知人 とても満足 とてもあった とても思う ある 記載無 記載無 

13 
40代 
女性 
釧路市 

その他（広報） とても満足 とてもあった とても思う ある（たくさん） 
湿原の普段行けない所を

訪ねるツアー 
天気も良くて楽しかった。たくさんの

発見があった 
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「湿原学習のための学校支援 WG」の取組みについて 

 

前回の再生普及小委員会（2016 年 6 月 23 日）以降、以下の取組を実施した。 

 

１．湿原を題材とした学習素材の収集、活用の促進 

 

湿原を題材とした、学校現場で活用可能な学習素材をとりまとめて情報発信を行うとともに、効果

的な支援方策を検討。 

 

○学習に使用可能なフィールドの踏査（再生事業地を主）、学校における実践の取材を実施 

○フィールド情報マップへのとりまとめ方針、掲載情報等について、教員との意見交換を実施 

 第 4回ワーキンググループ（1月 10 日開催予定）での議論を経て、フィールド情報マップ

として WEB サイトにとりまとめを行う。 

 

 

２．自然再生の学校教育への活用促進 

 

自然再生事業地を学習素材としたモデル授業の検討。 

 

○再生事業地（土砂流入対策事業地［久著呂川］）を活用したモデル授業の実施支援 

  実績 

・鶴居村立鶴居小学校 5年生理科「流れる水のはたらき」でのフィールド学習（7月 21 日） 

・釧路湖陵高等学校ＳＳＨ事業「ＫＣＳ基礎」における釧路湿原巡検 

（担当教員を対象とした予行の実施支援：7月 14 日、湿原巡検：8月 3日、8月 4日） 

・阿寒高等学校 1学年地域巡検（10 月 17 日） 

 次年度の新たな実践づくりに向けて、学校関係者との意見交換、調整を行う。 

 

○再生事業地を活用した教員研修講座等の実施 

  実績 

  ・釧路教育研究センターとの共催教員研修講座（7月 7日） 

   （土砂流入対策事業地［久著呂川］） 

・ワーキンググループ委員を対象とした現地見学会（9月 4日） 

   （達古武地区森林再生事業地および達古武湖自然再生事業地） 

 次年度における教育委員会や研究部会等と連携した研修講座の実施に向けて、関係者との

意見交換、調整を行う。 

資料 1-3 
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３．学校教員の関心喚起、湿原の教育的な価値の普及 

教育委員会と連携してフィールドを活用した教員研修を実施するとともに、湿原に関係する各種

情報、現地見学会等の自然再生への参加機会等の情報を教員に届ける仕組みを検討。 

 

○ビジターセンター等湿原周辺施設来訪校の把握 

  施設訪問時の収集情報 

  ・塘路湖エコミュージアムセンター来訪校 

釧路町立遠矢小学校 5年生、標茶町立塘路小学校 

  ・細岡ビジターズラウンジ、達古武湖オートキャンプ場来訪校 

    釧路町立昆布森中学校、釧路町立遠矢中学校、厚岸町立尾幌中学校、浜中町立散布中学校、

浜中町立茶内中学校、標茶町立沼幌小学校、鶴居村立幌呂中学校 

  ・温根内ビジターセンター来訪校 

    釧路市立大楽毛小学校 2 年生、釧路市立鳥取小学校 3 年生、釧路市立鳥取西小学校 6 年生、

釧路市立鶴野小学校 4年生、釧路町立富原小学校 4年生、鶴居村立鶴居小学校 3,4 年生 

 上記学校への WG の取組みの周知を図る。 

 

○WG の取組みの広報 

  ・標茶町教育研究所および理科部会（事務局担当教諭を通した広報）、 

・弟子屈町および釧路町理科部会（部会研修会での口頭説明）、 

・釧路教育研究センターとの共催教員研修講座（参加者への口頭説明）、 

・阿寒高等学校及び標茶高等学校（担当教諭への口頭説明） 

 引き続き市町村の教育研究所事務局校・各部会との連携を深め、WG の取組みの周知を図る。 

 

○関心を持つ教員や WG 構成員を対象としたメールニュースの配信 

 引き続き関心を持つ教員とのネットワークづくりを推進し、メールニュースの配信を行う。 

 

○実践の支援 

・釧路町立遠矢小学校 4年生 総合的な学習の時間（7月 8日） 

・釧路市立鳥取小学校 3年生 総合的な学習の時間（7月 20 日） 

  ・釧路町立富原小学校 4年生 総合的な学習の時間（8月 31 日） 

・鶴居村立鶴居小学校 4年生 総合的な学習の時間（10 月 19 日） 

・標茶町立標茶小学校 5年生 総合的な学習の時間（12 月 8 日） 

 引き続き、学校からの問い合わせに応じて実践コーディネイト等、支援を行う。 

 

○弟子屈町教育研究所理科部会と連携した教員研修講座（7月 4日）の実施 

 次年度における教育委員会や研究部会等と連携した研修講座の実施に向けて、関係者との

意見交換、調整を行う。 

 

○学校での実践や自由研究の成果等の発表、交流の場作りに向けた専門家や教員との意見交換 

 学校での実践発表の場に専門家とともに訪問し、学校の実情を踏まえて、次年度の取組み

方針を検討する。 
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自然再生の普及のためのパンフレット作成について 

 

 

１．進捗状況 

 

・広告会社にデザイン作成を発注。 

・デザイン原稿を作成。第 27 回再生普及小委員会の議論を踏まえ、目次のページ等を追加

した 28 ページとする案も検討。（資料 2-2、資料 2-3） 
 

 

２．前回再生普及小委員会で出された意見 

 

・全体的に統一感がない。構成はデザイナーに任せるべき。 
・文字や色数が多いとどこを見せたいのかわからなくなる。 
・ターゲットが曖昧。専門家と子ども向けでは全く違う。 
・「生態系サービス」のページなどは色が多くて見づらい。 
・QR コードを付けて、詳しい内容は自分のスマホや用意したタブレットで見てもらう。 
・大学の教材にはいいが、子どもたちや自然再生を知らない人には難しいのではないか。 
・「提言する」、「魅了する」、「貯留する」などは、中学生にも難しいのではないか。 
・ペーパーを作るより、湿原周辺の通信環境を良くして、スマホ等で情報をとれるようにし

た方がよい。 
・色分けをして、「初心者はここを読んで」、「詳しく勉強したい人はここを読んで」とい

う風に、読み手が２つに分かれて読めるようにしてはどうか。 
・目次をつけられないか。表紙の下半分に入れてもよい。初心者や中学生が、始めにどこを

読めばよいかビジュアル的にわかるとよい。 
・夢やロマン、興味をひく、心打たれるようなものがあるとよい。 
・各小委員会では将来このようにまとめていく、ということを最後に付け加えるとい。 
・文字は最小限にして、もっとビジュアル的にした方がよい。 
・各小委員会が目指すものとか、「湿原と暮らす未来の子どもたちのために」がイメージで

きる絵があるとよい。 
・何のために再生事業を行っているのか、湿原を守ることの緊急性や、自然が壊れているこ

との説明がない。緊張感を与える編集をしないと、読む側は食いついてくれない。 
・達古武は「沼」なのか「湖」なのか、パンフレット中でも統一されていない。名称の統一、

なぜそうなのかも書いて欲しい。 
 

 

３．協議事項 

 

・28 ページとしてよいか 
・パンフレットの題名 
 
 

４．今後の作業 

 

・業者と各事務局の間でデザインの調整を行う。（２月中旬まで） 
・第 23 回自然再生協議会（2 月 28 日）にて、パンフレット案報告。意見がなければ確定と

する。 
・年度内に印刷。 
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■釧路湿原とは？

■開発と保全の歴史

■湿原の恵み

　釧路湿原は、釧路川に沿って広がる日本 大の湿原

です。現在の面積は約258㎢で、ハンノキが散在するヨ

シ ・ スゲ湿原とミズゴケ湿原、その中を大きく蛇行して

流れる大小の河川と湖沼からなります。他に類を見ない

広大な湿原景観とともに、タンチョウやオジロワシ、キタ

サンショウウオ、イトウなどの貴重な野生生物の生息地と

して知られ、特別天然記念物（1967年）、ラムサール条

約登録湿地（1980年）、国立公園（1987年）に指定され

るなど、その自然の価値が評価されてきました。

　遠い昔、ここは海でした。6000年前頃から海面が下が

り、そこに土砂や泥炭などがたまって湿原が成長し、

3000年前頃に今の姿になったとされています。このた

め、湿原周辺部では貝塚などが出土し、先住民の海辺

の暮らしを知ることができます。

　釧路川の流域は、釧路市、釧路町、標茶町、弟子屈

町、鶴居村にまたがり、これら5市町村には現在約22万

人が住んでいます。釧路湿原はその下流部に位置し、

周囲は低い丘陵の山林と美しい酪農景観が広がり、南

部で市街地と接しています。

　近年、人間は自然からたくさんの恩恵（「生態系サービ

ス」と言います）を受けていることがわかってきました。耕

作にも居住にも向かない不毛な大地と見なされてきた釧

路湿原も、私たちに次のような恵みをもたらしています。

これらはほんの一例で、他にもいろいろな価値がありま

す。釧路湿原が損なわれていくことは、このような「資産」

を失っていくことを意味します。

　古くからこの地の暮らしは湿原と隣り合わせで、そこに

は開発と保全、人と自然との物語があります。19世紀末

以降の流域への入植と開発は、たび重なる水害に苦し

められましたが、20世紀初頭から各所で河川の流路切り

替えや直線化が始まり、湿原南部の市街地の拡大や戦

後の食料不足の解消を目的とした国の施策による農地

開発などにより、「不毛の大地」とされていた湿原周辺の

開発が拡大しました。一方で、絶滅したとみられていた

タンチョウが1924年に鶴居村で再発見され、67年には

国の特別天然記念物に指定されます。71年には北海道

自然保護協会釧路支部（現、釧路自然保護協会）が発

足し、72年には釧路市立博物館による5年間の総合調

査報告がまとめられ、はじめて釧路湿原全体の状況が

科学的に明らかとなりました。開発と自然保護を巡る経

済界と自然保護関係者の長い議論の末に、73年に釧路

地方開発促進期成会 ・釧路湿原特別対策委員会から

「釧路湿原の将来」と題して、「自然保護優先の原則」な

ど、開発と自然保護に関する3つの基本原則が定められ

ました。その後、80年にラムサール条約に登録、87年に

国立公園に指定され、その自然の価値が国内的にも国

際的にも認められて現在に至ります。

図 ：釧路湿原と釧路川流域の範囲

はじめに
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釧路湿原の今

　約6000年かけて形作られた釧路湿原は、この先も自然の働きによりゆるやかに変化し続けていくはずでした。しかし、人

間活動の影響により、たった数十年で質的にも量的にも急激な変化が起きています。

◆湿原面積は60年で２割減少

◆丘陵地の森林の減少

　戦後、食糧増産に向けて農地造成が進

み、流入河川に沿って広がっていた湿原

は徐々に農地に変わって行きました。ま

た、湿原南部では都市化に伴い、市街地

や道路用地へ転用するために埋め立て

られました。

◆湿原への土砂の堆積とハンノキ林の拡大

　森林からだけでなく、農地開発や治水

のために河川が直線化されたことによ

り河床や河岸の浸食が進み、土砂が湿原

に流入しています。ヨシやスゲ類の湿原

が徐々に乾燥化し、ハンノキ林が拡大し

ています。ハンノキ林が拡大すると、飛

び立つときに障害となるなどタンチョ

ウの生息に影響を与える他、湿原の生態

系を大きく変えてしまいます。

　流域では明治初期から森林施業が行

われ、戦後も人工林の造林や農地開発な

どにより自然林は減少しています。適切

な管理のされない山林からは土砂の流

出が進んだほか、湿原の重要な水源でも

ある湧水への影響が心配されています。

◆課題　【湿原の減少】

◆課題　【丘陵地の森林の減少】

1947年 2010年

湖沼
湿原
牧草地など
市街地など

1947年 2011年

自然林
人工林
湿原域

1988年

2012年
釧路湿原の消失・劣化

湿原面積：1950年（約3万2千ha）→2014年（約2万6千ha※）  60年間で2割減少
ハンノキ：1947年（約2千ha）→1996年（約7千ha）  50年間で3.5倍
　　　　　（うち最近の20年間で2.4倍と加速度的に増加）
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釧路湿原の今

◆野生生物の変化

　湿原や森林環境の劣化は、キタサンショウウオやイトウ

などの希少な野生生物の生息環境を脅かしています。また、

近年改善されつつありますが、生活排水や家畜排せつ物の

流入により湖沼の富栄養化が起こり、湖面をヒシが覆いつ

くすなど、生態系や景観の変化を引き起こしています。

　一方で、アメリカミンク、ウチダザリガニ、オオハンゴン

ソウなどの外来生物が湿原内に広く分布し、在来の動植物

に影響を与えています。爆発的に増えたエゾシカによる採

食や踏み荒らしもいたるところで見られます。

◆釧路湿原自然再生事業の始まり

　このような変化が重なり、釧路湿原の自然環境はさまざまに悪化し、その特徴でもある風景・

景観が変わりつつあります。このまま進むと釧路湿原の恵みはどんどん損なわれてしまいますか

ら、人為的な環境変化をくい止めなければなりません。釧路湿原の自然再生はこのような理由で

始まりました。

　　●1995年　　　　 「釧路湿原保全プラン」策定（北海道）

　　●1999年　　　　 「釧路湿原の河川環境保全に関する検討委員会」設立

　　●2002年　　　　 自然再生推進法　交付

　　●2003年 11月　 「釧路湿原自然再生協議会　発足

■釧路湿原が消失・劣化した原因と現状

繁茂したヒシ（達古武湖）

原
因

現
状
・
現
象

農地・宅地等
の開発

周辺の
森林伐採等

河川直線化等

土砂・栄養分の流入

ハンノキ林の拡大

湿原の直接的
な改変が進行

ﾀﾝﾁｮｳ・ｷﾀｻﾝ
ｼｮｳｳｵ等の
生息環境の
悪化

国立公園と
しての風景・
景観の劣化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　釧路湿原の消失・劣化
湿原面積：1950年（約3万2千ha）→2014年（約2万6千ha※）  60年間で2割減少
ハンノキ：1947年（約2千ha）→1996年（約7千ha）  50年間で3.5倍
　　　　　（うち最近の20年間で2.4倍と加速度的に増加）

※本協議会では、最新の空中写真や植生図、泥炭分布図などを元に整理した数字を使用しています。この数字は、従来算出されていなかった支線周辺の湿地を含めて
　いるため、やや大きい数値となっています。
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釧路湿原自然再生の考え方と仕組み

◆自然再生の目標

◆10の原則

　釧路湿原をラムサール条約登録前の姿に戻すことが自然再生の目標のひとつのイメージです。

　その実現に向けてたくさんの人たちが協力して動き出すこと自体がめざす姿です。

　釧路湿原をその国際的な価値が認められたラムサール条約登録（1980年）前の姿に戻すことが自然再生の目標のひとつ

のイメージです。

　タンチョウやシマフクロウ、イトウがすむ豊かな生命のつながり、森から海にいたる自然の幸、美味しい飲み水、雨が降って

も濁らない水辺、感動的な湿原景観･･･豊かな恵みを受けながら人々が暮らし、こどもたちが遊び、学び、育つ･･･流域がそ

んな環境を取り戻すには50年、100年という時間がかかるでしょう。その実現に向けてたくさんの人たちが協力して動き出す

こと自体がめざす姿です。

　長期間かけて壮大な目標を実現するために、自然再生は次のような原則に基づき進めます。

1　流域全体の自然のつながりを考える（流域視点）

2　できるだけ自然の復元力を生かす（受動的再生）

3　現状を科学的に把握する（科学的評価）

4　長期的な視野で具体的な目標を設定する（明確な目標設定）

5　事業結果を検証し柔軟に取組みを修正する（順応的管理）

6　自然に戻すために人間の力による修復も行う（自然の保全・復元と修復）

7　地域の産業・暮らしと両立させ地域づくりに貢献する（地域産業・治水との両立）

8　地域の人々が参加し地域の将来とともに考える（多様な主体の参加）

9　情報を公開したくさんの人たちの意見を取り入れる（情報共有）

10　湿原の自然や地域の産業や暮らしの関わりを学ぶ（環境教育の推進）

◆3つの分野・7つの取組み

　次のような構成で自然再生を進めます。それぞれの具体的なプロジェクト実施箇所や内容は8～ 19ページのとおりです。

1　湿原の自然の回復
①　希少な野生生物が生息できる湿原の環境の保全・再生

　 ・ 湿原植生の復元、野生生物生息環境の保全、外来種の駆除など

②　河川環境の保全・再生

　 ・ 直線化された河川の蛇行の復元、河川本来の氾濫や河畔林の回復など

③　湿原・河川周辺の丘陵の森林の保全・再生

　 ・ 良好な森林の保全、森林の再生、環境に配慮した林業など

2　湿原を維持する水や物質の健全な循環の再生
④　水循環・物質循環の再生

　 ・ 流域の水循環の仕組みの解明、流入する水の水質改善など

⑤　湿原・河川・湖沼への土砂流入対策

　 ・ 土砂発生源での流出対策、湿原への土砂流入の軽減対策など

3　湿原と継続的に関わる社会づくり
⑥　自然再生をとおした地域づくり

　 ・ 観光や農業 ・漁業との連携、湿原の利用についてのルールづくりなど

⑦　自然再生の普及と環境教育・市民参加

　 ・ 情報発信、学校 ・地域での環境学習支援、自然再生への市民参加機会づくりなど
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釧路湿原自然再生の考え方と仕組み

◆自然再生を進める仕組み

　釧路湿原自然再生協議会は自然再生推進法に基づき2005年

に設立されました。2016年3月末現在132団体 ・個人が参加し、

分野ごとに7つの小委員会を設置して活動しています。

第21回 釧路湿原自然再生協議会

釧路湿原自然再生協議会構成図（2015年12月現在）協議会構成員属性

62
47

13
10

個人　　団体　　オブザーバー　　行政
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湿原再生

湿原と人の暮らしの境界の再生／幌呂地区（鶴居村）　
■目　的

■実施内容と期待される効果

　鶴居村幌呂地区周辺では、高度経済成長期に行わ

れた農地開発や河川改修などにより、農業生産の向

上が図られました。

　その一方で、湿原の面積は減少し、冠水頻度や地

下水位が低下したことで、ヨシやスゲ等の湿原植生

がクサヨシやオオアワダチソウ等の外来種に変容し、湿原らしい景観が失われました。

　湿原再生を図るため、未利用地の再湿原化（湿原植生の再生 ・湿原面積の回復 ・湿原景観の復元）、ハンノキの成長

抑制を目標に事業を実施します。

■これまでの成果
　2012年度から地盤の掘り下げを行い、切り下げ残土を利用して未利用排水路の埋め戻しを継続実施中です。実施後は植

生状況のモニタリング調査を実施し、湿原植生の回復効果が確認されています。

　2013年度からは地域住民を対象とした現地見学会を開催し、再生状況の見学やヨシの移植体験を実施しています。

〈より詳しい情報は〉　☞　幌呂地区湿原再生実施計画　［検索］　　湿原再生小委員会　［検索］
〈事業実施者〉　　　　☞　国土交通省北海道開発局釧路開発建設部（連絡先は裏表紙参照）

未利用排水路の埋め戻し

外来種（オオアワダチソウ）　2012年 湿原植生の回復　2014年 見学会状況　2015年

施工前 施工2年目
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湿原再生

農地跡地を再び湿原に／広里地区（釧路市）　　　　　　　　　　　　　　
■目　的
　釧路湿原南東部の広里地区は、過去の農地開発によって多くの湿原が消失した地域です。対象とする地区には、排水路、

外来種（牧草）が残る農地跡地（70ha）、拡大するハンノキ林（110ha）など、この半世紀の典型的な湿原の変化の姿を見ることが

できます。ここでは、ハンノキ林が急拡大した要因を解明するとともに、農地跡地を1960年代以前の湿原の姿に戻すことを目標

に手法を検討しています。

■事業内容
①旧農地区域の湿原への再生

旧雪裡川の分断や農地 成により低下した地

下水位を隣接する畑などに影響を与えない方

法で回復するための手法を検討します。（地盤

掘り下げの有効性の検討、遮水壁（注）設置の検

討など）

②ハンノキ林対策

1970年代頃のハンノキ林の急 な拡大した原因

の解明のための調査、実験を行います。（伐採

試験、模擬燃焼実験など））

③野生生物調査と配慮

野生生物の詳細な生息調査を実施するととも

に、事業による環境影響を回避するための配慮

を徹底します。（植生調査時のタンチョウへの影

響を考慮した高所作業車による観察 ・指示。雪

氷を利用した凍結時の重機搬入など）

　　　（注）遮水壁 ：地下水を通さないために地中に設置する　

　　　　　　構 物のこと

■これまでの成果
　ハンノキ林の急激な拡大については、1930年代の新釧路川

の掘削に伴う築堤や旧雪裡川の流路改変による水位低下に

加え、1967年の湿原火災がきっかけで一時的にハンノキの種

子が育ちやすい環境になっていたことがわかりました。今後種

子による更新はなく、長期的には衰退していくこと、伐採により

樹勢を弱らせ、ぼう芽更新を抑えることでハンノキ林を減らせる

ことが確認できました。今後、モニタリングを継続していきます。

　旧農地区域の湿原への再生については、旧雪裡川への通

水、旧雪裡川の堰上げ、地盤の掘り下げ、遮水壁の設置の４

つの手法について調査や実験を重ねて検討した結果、水位

の安定化と周辺環境の影響の観点から、遮水壁の

設置が最も有効であることが明らかになっています。

これを踏まえて、今後遮水壁を設置し、効果を検証

していく予定です。

〈より詳しい情報は〉　☞　湿原再生小委員会　［検索］
〈問い合わせ先〉　　　☞　環境省北海道地方環境事務所
　　　　　　　　　　　　釧路自然環境事務所（連絡先は裏表紙参照）

遮水壁設置予定地遮水壁設置予定地
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豊かな水生植物の生育を回復する/達古武湖（釧路町）
■目　的

■事業内容

　湿原東部に位置する達古武湖は、かつては水生植物の宝庫でしたが、流域からの過剰な

栄養分の流入により水質が悪化し、アオコの大発生やヒシが湖面を覆うようになり、水草の種

類が減ってしまいました。そこで、リンや窒素などの栄養分が湖に流入しないよう上流の発生

源の土壌を取り除くとともに、増えすぎたヒシを刈り取り、ネムロコウホネやヒツジグサなどの多

様な水草の生息環境を再生することを目指します。

①南部湿地の汚濁物質の除去

湖南東部の湿地帯の高濃度の汚濁物質を含む土壌を撤去

します。

②ヒシの分布域の制御

ネムロコウホネやヒツジグサが生育する箇所を中心にヒシを

刈り取り効果を把握します。

③市民参加による自然再生

一般市民によるヒシの刈り取り作業（イベント等）を行います。

④流域全体からの流入対策

関係機関との連携による流域の農地や林地からの栄養分の

流入抑制の普及啓発などを実施します。

〈より詳しい情報は〉 
　　☞  達古武湖自然再生事業実施計画　［検索］
　　☞  湿原再生小委員会　［検索］
〈事業実施者〉　☞　環境省北海道地方環境事務所
　　　　　　　　　釧路自然環境事務所（連絡先は裏表紙参照）

■これまでの成果
　2012年度に作成した実施計画に基づき、2014年度に汚濁の発

生源となっている南部湿地の土壌を掘削して取り除きました。

　また、2013年度計1.6ha、2014年度計1.7ha、2015年度計1.7haを

対象にヒシの分布制御を実施し、ネムロコウホネ、ヒツジグサ及び

フラスコモなどの水草の増加

が確認されました。

　2014年度からは、カヌーで

ヒシの刈り取りを行う独身男

女限定のイベントを実施し、

若い世代への普及啓発活動

に取り組んでいます。

湖面を覆うヒシ

ヒシの刈取り

栄養塩類を含んだ土壌の除去栄養塩類を含んだ土壌の除去

市民参加型のイベントの開催
刈取りを実施した箇所から
ヒツジグサを確認

湿原再生
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森林再生

シラルトロ湖上流の森を守る／雷別地区（標茶町）　
■事業実施箇所の状況
　この地区は、釧路湿原のいわゆる東部３湖沼の１つ、シラルトロ湖に流

れ込むシラルトロエトロ川の源流部、雷別地区国有林です。

　平成12年に気象害によりトドマツ高齢級人工林が枯損した状況となっ

ています。

■事業内容
　釧路湿原の自然環境を保全する上で極めて重要

なところに位置しており、森の持つ水質保全や保水

機能の向上を図るために、木の種が自然に落ちて芽

生え育つ天然更新や人工植栽により標茶町雷別地

区本来のミズナラ、ハルニレ、ヤチダモなどが生える

広葉樹の森に再生していきます。

■これまでの主な成果・今後の予定
　14箇所あるササ生地のうち、4箇所で地表処理等を

実施しました。また、ボランティアの協力により、これ

まで広葉樹苗約4,300本を植栽。この結果、更新指

数(注）は目標とする1.0に近い0.7まで上昇しました。

　14箇所のササ生地のうち、3箇所は小面積で枝の生長等により解消しました。

　今後は、残る7箇所において、これまでの事業展開で得られた知見を元に、再生

事業を実施することとしています。

（注）「更新指数」 ： 林の成立に必要な稚樹 ・ 小径木の基準本数を大きさ別にあらかじめ定め、その本

　　  数に対して実際に存在する稚樹等の割合

■事業実施状況

　(集団枯損したトドマツ高齢級人工林の跡地 ) 

森林再生の推進イメージ

更新指数（注）の推移

ボランティアによる広葉樹植栽 エゾシカ食害防止用シェルターの設置 　3箇所に設置した防鹿柵（3箇所）
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森林再生

■目　的

針葉樹林を広葉樹林に／達古武地区（釧路町）　

　釧路湿原流域では湿原を涵養する丘陵林ん伐採や人工林への転換が古くから続いており、達古武地域においても湿原

周辺の森林が荒れ地やカラマツ人工林となり、本来の自然林と比べて生き物の住みにくい場所となっています。そこで、移

入種であるカラマツ一種のみからなる人工森を、森林環境を急激に改変しないようにしつつ、この地域本来のミズナラやダ

ケカンバなどの落葉広葉樹からなる豊かな自然林に戻していきます。

■事業内容
　達古武湖の北側に広がる約90haのカラマツ人工林を調査し、GIS(地理情報システム）による解析や各種試験結果に基づ

き、その場所に合った手法で森林再生を進めています。

①自然林再生……流域上流部に見られるような広葉樹林を目標として、なるべく自然の力を活かした手法による再生を目指し

ています。ササ類を除去するなどの地表処理によって自然に散布される広葉樹種子の定着を促したり、流域内で集めた種

子をまいて育てた苗を植えたりしています。また、苗の成長を助けるため、エゾシカの食害を防ぐ柵の設置やカラマツの間伐

も実施しています。

②土砂流出防止……作業道や崩壊地から湖沼 ・湿原への土砂流出を防ぐために、必要に応じて丸太やムシロなどを用い

た柵の設置などの対策を進めています。

③環境教育……森林再生の指標となる動物の調査や自然林でのタネ集めと苗づくりなど、自然再生への市民参加を兼ねた体

験型づくりの環境学習プログラムを継続的に実施しています。

■これまでの成果
　2016年度末までに、表土のかき起こし約2.42ha、ササ

刈り約31haを実施し、天然更新を促してきました。ま

た、ミズナラ、ダケカンバ、アオダモなどの地域産種子

を継続的に採取して苗を育て、エゾシカの侵入を防ぐ

囲い柵の中の約8haに合計約2万5千本の植栽を実施

してきました。苗木の活着は良好で、ササの高さを超え

るまで育っているものもあります。植栽から約50年となる

カラマツについては、密度が高い区域については間

伐を実施しています（約17ha）。間伐手法についても検

討しているほか、得られた材は環境学習用のベンチや

ボードに活用しています。この自然再生フィールドを活

用した環境学習プログラムには、12年間で延べ305人

が参加しています。

〈より詳しい情報は〉 
　　☞  達古武湖自然再生事業実施計画　［検索］
　　☞  森林再生小委員会　［検索］
〈事業実施者〉　☞　環境省北海道地方環境事務所
　　　　　　　　　釧路自然環境事務所（連絡先は裏表紙参照）



〈より詳しい情報は〉　☞　茅沼地区旧川復元実施計画　［検索］　　旧川復元小委員会　［検索］
〈事業実施者〉　　　　☞　国土交通省北海道開発局釧路開発建設部（連絡先は裏表紙参照）

湿原本来の蛇行河川を復元する／茅沼地区（標茶町）
■目　的

■事業内容

　標茶町茅沼地区を流れる釧路川において釧路湿原本

来の蛇行した河川に復元する旧川復元を実施しました。

　復元は直線河道１．６ｋｍ区間を２．４ｋｍ区間へ戻し、

「湿原中心部への土砂流入の軽減」、「湿原植生の再

生」、「魚類の生息環境の復元」、「湿原景観の復元」を

目的として実施しました。

①旧川復元
旧川を流れていた頃の河川水位に戻し、冠水

頻度の向上や蛇行形状の復元等を図ります。

③直線河道の埋め戻し
直線河道の埋め戻しを行い、地下水位を上昇さ

せて湿原植生を回復させます。

②右岸残土の撤去
右岸に積んであった直線河道を掘ったときの残土を撤去し、洪水

時に右岸側に氾濫させて湿原内部に入る土砂を減少させます。

④自然観察路の整備
この自然観察路は釧路川旧川復元区間において、湿原を踏み

荒らさずに復元後の河川環境調査を行うことを目的に整備したも

のです。観察路

からは復元した

釧路川旧川の河

川景観やヨシ群

落 ・河畔林（ハ

ルニレなど）、野

生動物が身近に

観察できます。

11

旧川復元
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■期待する効果

■これまでの成果
　完成後の調査により、洪水時の湿原中心部への土砂の流入は軽減し、魚類は種類 ・個体数とも増加してイトウの生息も

確認され、植生は約30haの湿原植生の回復が確認されています。蛇行した河川の湿原景観も回復し、カヌーや釣りなどの

利用が増えるなど、地域の新たな観光資源としても期待されています。2015年には復元箇所を観察する木道が設置され、

自然観察や環境教育の場としても活用されはじめています。

■ヌマオロ地区旧川復元（予定）
　ヌマオロ地区において、次期旧川復元の予定箇所として検討を進めています。

湿原中心部への土砂流出などの軽減 湿原植生の再生 魚類などの生息環境復元・湿原景観の復元

湿原中心部への土砂流入
などの負荷の軽減

氾濫原の再生による湿原植生の再生

湿原景観の復元

湿原河川本来の魚類などの
生息環境の復元

旧川復元
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水循環

釧路湿原の水循環・物質循環メカニズムを解明する　
■目　的
　科学的な評価に基づき自然再生を進めるために 、流域 土地利用 変化や気象条件により水や物質がど ように移動

し、変化していく か把握する必要があります。そこで、釧路湿原 水 ・物質循環 仕組み 把握により湿原再生事業 手法

検討や評価を行えるようにすること、湿原や湖沼、河川に流入する水質が良好に保たれるよう栄養分や汚濁物質を抑制する

手法 検討や評価を行えることを目標として、流域 複雑な水 ・物質循環 仕組みを解明していきます。

■事業内容
釧路湿原 地質構造 把握し、地下水 挙動を数値計算（シミュレーション）で求め、湿原域 水収支を検討して、釧路湿

原 水 動きを明らかにしました。

　さらに、水 移動に伴う物質循環を把握するため 検討を実施しています。釧路湿原 植生に影響する代表的な栄養塩

（窒素 ・ リン）に着目し物質循環 解明に向けた検討を行っています。

■これまでの成果
　釧路湿原 水収支 、流入量として

河川からが８８％、降水量が９％となり

ます。流出量 ９８％が河川となり、

２％が蒸発散となりました。

　また、自然再生事業へ 活用事例と

して 、幌呂地区湿原再生（8ページ）

実施計画検討にあたり地下水位

分析や再生後 回復予測に活用され

ました。

　現在 、水 移動に加え、水と一緒

に湿原に運 れて植生に影響を及ぼ

す窒素やリンなど 物質 移動 解

明を進めています。

〈より詳しい情報は〉　☞　水循環小委員会　［検索］
〈事業実施者〉　　　　☞　国土交通省北海道開発局
　　　　　　　　　　　　釧路開発建設部（連絡先は裏表紙参照）

釧路湿原の水収支

釧路湿原の水循環メカニズム



土砂流入対策

川から湿原に入る土砂を減らす／久著呂川（標茶町・鶴居村）
■目　的
　釧路湿原周辺では、流域内の開発や河川流路のショートカットにより、川に土砂が流入しやすくなったことや、流速が早ま

ることで土砂を押し流しやすくなるとともに河床の低下が進み、湿原に大量の土砂が流入するようになりました。湿原内に土

砂が堆積することで、ヨシやスゲなどの湿原だった河川周辺にハンノキ林などが発達するなどの影響がでており、流域から

の土砂の流出を軽減するとともに、湿原に到達する前に土砂を堆積させるなどの対策を必要としています。そこで、標茶町と

鶴居村を流下して釧路湿原に達する久著呂川（流域面積148km2、延長60.2km）を対象に、様々な対策を行い、久著呂川か

ら湿原に流入する土砂を4割程度軽減することを目的としています。

■事業内容
①河道の安定化対策……河床低下が著しい中流

部で、土砂の流出を防ぐための工事（床止工）

や、川幅を広げて（河道拡幅）流速を落とすこと

で河道を安定させ、湿原に流入する粗い土砂や

細かい土砂を軽減します。

③排水路合流部の沈砂池設置……農業用排水路

が河川に合流する手前で、川の流路に池（沈砂

池）を設けて流入する土砂を堆積させ、湿原に流

出していく細かい土砂を軽減します。

②河川沿いの土砂調整地の整備……河川沿いに

土砂調整地を設け、河川を流下する土砂を堆積

させ、湿原に流入する粗い土砂や細かい土砂を

軽減します。
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⑥森林の再生
　 土砂の発生を抑えるために、流域の裸地や荒廃地などでの植

林を進めていきます。

④湿原流入部　土砂調整地の設置
　 湿原流入部に人工ケルミ（注）を用いた土砂調整地を整備すること

によって、上流から流れてくる細かい土砂を貯め、湿原内部へ流

入し堆積する土砂を軽減します。

（注）人工ケルミ ： 濁水をせき止めるために設置する、あぜ状の高まりを「人工ケル

　　　 ミ」と呼んでいます。

⑤水辺林・緩衝帯の設置
　 河川沿いに連続した水辺林を整備 ・ 保全し、農地との間の緩衝

帯とし、川への細かい土砂の流入を軽減します。動植物の生息・

生育環境の復元にも有効です。
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土砂流入対策

■これまでの成果
①河道の安定化対策

○河床低下進行の防止
　 国道274号に架かる境橋下流に約

5m 落差があり、上流側に河床低

下が進みつつありましたが、落差

による侵食を防ぐ床止工（落差工）

3基を河道に設置し、橋 被災や

周辺農地へ 被害を防ぎました。

○河床低下による土砂生産の軽減
　 2014年度までに実施した対策によ

り、河床低下による土砂 流出量

、対 策 実 施 前 2,180m3か ら

330m3にまで約85％減少しました。

○水辺環境の復元
　 河道 安定化対策を実施した区

間で 、比較的柔らかい凝灰岩

が河床に露出する単調な流れか

ら、河床に砂礫が堆積して流れや

深さにも変化が生じ、魚類や水生

昆虫などが生息しやすい環境に

戻りつつあります。

〈より詳しい情報は〉 
　　☞  土砂流入対策実施計画（久著呂川）　［検索］　　　　　　　☞  土砂流入対策（沈砂池）実施計画（雪裡・幌呂地域）　［検索］
　　☞  土砂流入対策（沈砂池）実施計画（南標茶地域）　［検索］　　☞  土砂流入対策小委員会　［検索］
〈事業実施者〉　☞　国土交通省北海道開発局釧路開発建設部、北海道釧路総合振興局釧路建設管理部（連絡先は裏表紙参照）

河床低下区間の対策前後の状況

河床低下区間最上流端の対策前後の状況

②排水路合流部沈砂池の設置

　 排水路合流部 沈砂池が久著呂川で 3箇所設置され、標茶町

南標茶地区に7箇所、鶴居村雪裡 ・ 幌呂地域に5箇所設置されて

おり、南標茶地区で 地元酪農家が共同で維持管理に当たって

います（18ページ参照）。2013年度まで 調査によれ 、沈砂池

平均すると流入土砂 約6割を堆積させて下流へ 流出を防いで

おり、定期的な土砂 搬出により安定的に機能を発揮していること

がわかっています。

③湿原流入部土砂調整地

　 土砂調整地で 、左岸人工ケルミが完了し、右

岸人工ケルミを実施中です。2013年9月出水時

による調査で 、26.5ha 土砂調整地で粘土な

ど 細かい土砂を中心に194m3 堆積が確認さ

れました。

排水路合流部沈砂池の設置後の状況

平成25年9月出水による堆積土砂量

出水（越流）期間　　　　　　 ： 平成25年9月16日～ 9月18日

採泥器 平均堆積厚　　　 ： 14.9ｍｍ

土砂調整地（左岸）堆積量 ： 194ｍ3
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地域で取組む自然再生

　釧路湿原周辺には、 古くから続く地域 ・民間による自然再生の取組みがあります。 そのいくつかを紹介します。

～ナショナルトラスト運動による湿原と水源地の保全～
　トラストサルン釧路は、国民（市民）からの寄付金で行政

が保護していない釧路湿原や水源周辺の丘陵地を取得

し、自然保護地として保全しています。湿原周辺の市民を

中心に1989年に発足後26年になります。2017年3月現在

24箇所 ・約425haの保護地を管理しています。2003年に

設置した苗畑で地元産の種苗を育て、市民参加によりこ

れまでに約4万本を植樹してきたほか、湿原の状況に関

する独自の調査とそれに基づく行政への提言などで数々

の成果をあげています。

◆特定非営利活動法人トラストサルン釧路

～市民参加によるタンチョウの生息地の保全・再生～
　長年タンチョウの給餌活動を続けてきた地元の伊藤良

孝氏から敷地の提供を受け、日本野鳥の会が1987年に

設置した、タンチョウとその生息環境の保全のための活動

拠点です。冬季の給餌活動の他、生息地の保全、調査研

究、普及活動を行っています。国民からの寄付により取得

した保護区で、ハンノキを伐採してヨシ原を再生し、タン

チョウの繁殖を成功させてきました。2008年度からはタン

チョウの給餌への依存を減らすため、ボランティアによる

自然採食地整備を進め、2014年度までに整備した15箇所

全てでタンチョウの利用が確認されています。

◆公益財団法人日本野鳥の会　鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ

～沈砂地の維持管理による土砂流出防止と環境教育～
　標茶町南標茶地区の釧路川及びオソベツ川流域では、

国営農地防災事業（2002〜08年度）により湿原への土砂

流出対策として大小7箇所の沈砂池が設置されました。こ

の農地や沈砂地の維持管理のために2008年に地元の農

家が集まって設立し、町と連携して沈砂池に貯まる土砂

の汲み上げや排水路の雑木除去などを行っています。地

元の小学生と共同で川の生きもの調査も毎年実施し、地

域ぐるみで環境保全活動が実践されています。

◆標茶西地区農地・水保全隊

ヤチボウズ保護地看板

タンチョウの冬の自然採食地作り

クンニナイ排水路の沈砂池
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～釧路湿原の保全に配慮した森林管理～
　鶴居村は全域が釧路湿原の上流に位置し、その64％

は森林です。鶴居村森林組合はそのおよそ半分にあた

る約190km2の民有林を管理しています。2010年からは林

業先進国であるオーストリアの技術を取り入れ、重機で

森に入らずにワイヤーで伐った木を運び出す技術や、作

業道の中央を盛り上げ雨水を両脇に逃す工法など、山

を荒らさず土砂の流出を抑える合理的な手法を国内に

先駆けて実践しています。

◆鶴居村森林組合

～校内のミニ湿原における調査研究や環境教育～
　標茶高校は農業を基盤に自然環境や食品製造 ・流通

など特色ある教育で知られ、255haの敷地内の農場や山

林を生かした魅力的な授業や活動が行われています。

2002年から農業クラブの活動として「釧路湿原再生プロ

ジェクト」を開始し、敷地内に整備したミニ湿原において湿

原植物による家畜糞尿や生活排水の浄化実験などを重

ねて地元企業と共同で「標茶高校式水質浄化システム」

を開発しました。現在もミニ湿原での生物調査や標本、写

真による記録、生徒による地元の小学生向けの環境教育

なども行っており、酪農振興と自然環境の両立に向けた

地域の重要な活動となっています。

◆北海道標茶高等学校

～市民の手による自然再生事業の成果モニタリング～
　市民の手による自然再生事業の検証を行うため、2010

年から毎年夏と秋の2回、茅沼地区の釧路川蛇行河川復

元現場で、復元後の河川とその周辺環境の変化を調査し

ています。

夏は蛇行復元された河川の水生生物や河畔林の植生、

砂州の土砂堆積の様子を調べ、秋は復元された蛇行河

川をカヌーで下りながら河川や周辺の自然について調べ

ています。この調査は、専門家の指導のもとに一般の

方々が再生事業のモニタリング調査に参加できる貴重な

体験の機会であり、学童から高齢者までの申し込みがあ

り、毎回の募集定員がすぐ一杯になる人気の事業です。

◆釧路国際ウェットランドセンター

重機を森に入れずに間伐

ミニ湿原での生物調査

復元河川の調査
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自然再生から地域づくりへ自然再生から地域づくりへ

～「ワイズユース」による保全と利用の両立～
　釧路湿原を訪れる観光客 国立公園指定（1987年）頃から急増

しました。そ 楽しみ方 、眺めるだけで なくエコツアー、カ

ヌー、バードウォッチングなど 体験型 活動に広がり、ここだけ

自然や景観が国内だけで なく外国人観光客も魅了しています。

自然 魅力に加えて近年 避暑地として、道外から 長期滞在者

が増え、移住者 誘致も活発に行われています。観光客へ アン

ケートによれ 、「釧路でしてみたいこと」 1位 「釧路川 カヌー

川下り」で、以下、「ノロッコ号」、「木道散策」、「湿原や森 秘境に

入るツアー」が続きます。

　また、古くから湿原 周囲で営まれる農業、湿原東部 湖沼で

漁業、湿原やタンチョウを名称に抱く食材や商品など、釧路湿原

地域産業とさまざまに関わっています。

　こ ように、釧路湿原 たくさん 人々を惹きつけ、地域経済に

貢献するシンボルであり、将来にわたって損なうことなく賢明に利用

（「ワイズユース」といいます）していきたいも です。そこで、協議会

で 自然再生をとおして次 ような取組みを進めています。

◆地域の産業と釧路湿原

～自然再生やエコツーリズムを活用した観光メニューづくり～
　自然再生や地域産業に参加するエコツーリズムなど、釧路湿原を

活用した新たな観光メニューづくりを進めていきます。従来 ビジ

ターセンター等で 観察会やガイドツアーに加え、近年 自然再生

現場を訪れる見学ツアーや自然再生に参加する独身男女限定

イベントなど、新たな湿原 楽しみ方が生まれています。

　協議会で 2014年に鶴居村をモデルとして湿原と人 暮らし 接

点 物語と伝える目的でガイドマップを作成し、ウォーキングコース

など時間をかけて地域を楽しむ観光を提案しています。

◆観光による湿原の賢明な利用

釧路湿原流域ガイドマップ

釧路管内の観光客入り込み数の推移

釧路管内の外国人観光客の宿泊延数

ノロッコ号 冬の鶴見台
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～湿原保全と産業振興の両立～
　収奪型でなく、釧路湿原流域の恵みを保全しながら上

手に利用する地域の産業を推進していきます。

　自然を生かした地場産品づくりや地域ブランドの育成

を応援し、地域の農林漁業をはじめとする産業に貢献し

ていきます。また、湿原と地域の産業のつながりについ

て、生産者と消費者の理解を深め、湿原保全と産業振興

の両立を働きかけていきます。

◆地域の産業との連携

～湿原への影響軽減のためのルールづくりと呼びかけ～
　湿原の生態系は傷つきやすく、訪れる人が増えると、そ

の繊細な自然環境に影響を与える可能性があります。残

念ながら、許可が必要な場所や私有地に無断で入った

り、ごみを捨てていく心無い人がいることも事実です。そこ

で、湿原に人が入ることによる自然環境への影響を調べ

るとともに、湿原利用のルールをつくり、標識やガイドブッ

クなどで訪れる人に知らせていく必要があります。

　協議会ではこれまでに「釧路川保全と利用のためのカ

ヌーガイドライン」を作成し、カヌー利用者に対して、利用

のルール ・マナーとともに、タンチョウなどの水鳥に対す

る配慮を呼びかけています。

◆湿原の利用に関するガイドライン・ルールづくり

～日々の暮らしにおける湿原保全の推進～
　流域の河川は全て湿原に流れ込み、ごみや汚れを運び

ます。したがって、来訪者だけではなく日々の暮らしや仕

事の中でも環境への配慮が望まれます。

　また、湿原や周辺の景観は地域の財産です。この地域

は国土交通省が「シーニックバイウェイ」（景観のすぐれた

道路）に指定するなど、北海道を代表する景勝ルートとし

ても知られています。建物や看板などもこの地の美しい景

色と調和したものであってほしいものです。

◆産業や暮らしにおける環境や景観への配慮

塘路湖ワカサギ漁

カヌーガイドライン

釧路阿寒自転車道「湿原の夢ロード」
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市民が参加する自然再生

　釧路湿原 保全に直接間接に関わる地域 活動を協議会に登録し、情報発信や交流

機会づくりなど 支援をしていく活動です。道外から 参加も含め、魅力的な活動が多

種多様に展開され、湿原 自然体験や保全活動へ 参加機会 こ 10年で確実に増

えています。2015年から 「釧路湿原 応援団」としてより幅広く活動を募集しています。

（注記）「ワンダグリンダ」と 、「Wonderful」（す らしい）、「Only one」（ひとつ ）、「Greenだ！」を

　　　　合わせた造語で、2005年に参加者から 公募で決まった愛称です。

◆「ワンダグリンダ・プロジェクト」

　自然再生実施地で、湿原 今どうなっている か、なぜ自然再

生が必要な か、どう再生する か、成果 どこまで出ている

か、といったことを解説する見学会を開いています。また、事業

進捗を確認するモニタリング調査や、森林再生など、直接自然

再生に参加する機会もあります。18 ～ 19ページ ようなNPOや

企業による自然再生へ 参加機会づくりも支援しています。

◆自然再生の現地見学会・参加機会づくり

釧路湿原国立公園ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾚﾝｼﾞｬｰの会 上智大学 わくわく探検隊『森とあそぼう2014』

ヨシ移植体験

　協議会及びワンダグリンダ ・ プロジェクト参加者を対象に、釧

路湿原をより深く知るツアーを実施しています。専門家 ガイド

により湿原 自然 仕組みや現状を体験的に知り、それぞれ

活動 中で発信していただく目的で、夏冬それぞれ普段触れる

こと ない湿原 姿をご案内します。

◆フィールドワークショップの開催

第16回フィールドワークショップ

～釧路湿原自然再生普及行動計画～　
　自然再生 成果が出るまで数十年 期間を要すること、流域全体を視野　　に自然 持つ

回復力を引き出しながら進めていくこと、モニタリングと評価に基づき事業を見直しながら進め

ることなど、以前 環境政策や公共事業に ない特徴があります。それを進めるに 、流域に

暮らすすべて 人たちが釧路湿原 ことを正しく知り、湿原に関心を寄せ、直接間接に関わっ

ていくことが必要です。こ ため、協議会 当初から多く 人々 理解や参加を広げていくこと

を重視し、自然再生を地域 ・ 市民 理解、支持、協力 もとに進めていくため 5カ年計画「釧

路湿原自然際再生普及行動計画」を作成し、さまざまな取組みを実践、支援してきています。
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学校で学ぶ釧路湿原

～学校とフィールド、専門家をつなぎます～
　流域には、「総合的な学習の時間」などで年間数十時

間かけて湿原をテーマに学習する学校もあります。そうし

た授業の情報を収集しガイドブックやWEBサイトで提供し

ています。また、湿原学習に協力している施設や団体を

紹介し、校外学習や出前授業などを支援しています。

◆湿原を使った授業実践例や協力先の紹介

～湿原学習に取り組もうとする先生を支援します～
　学校の先生自身が湿原のことを体験的に知り、教育に

活用していけるよう、湿原の自然や湿原と関わる地域の

産業の現場をフィールドとする教員研修講座を実施して

います。

～地域学習としての湿原学習の推進～
　理科や社会などの教科学習で釧路湿原を題材とするこ

とは、子どもたちの理解度向上だけでなく、地域の自然

に誇りをもつことにもつながります。湿原の上流から河口

に至るまでの写真や動画などの素材をWEB上で提供し

たり、釧路湿原を題材とするオリジナル教材の貸出なども

行っています。

◆教員研修

◆教材や学習素材の提供

温根内ビジターセンター周辺での湿原学習

幌呂地区湿原再生事業地でのフィールドワーク

釧路湿原の食物連鎖を表すイラスト

　流域のこどもたちが湿原のことを知り、 楽しみ、 学ぶことは、 とても重要です。 しかし、 近くに暮らしていてもこどもたちが直

接湿原に触れる機会は少なく、 学校の授業などで湿原を学んだり訪れたりする機会も限られます。 そこで協議会では、 湿原を

活用した学校教育を支援するためのワーキンググループを設置し、 教員や教育の専門家とともに次のような活動をしています。
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■釧路湿原とは？

■開発と保全の歴史

■湿原の恵み

　釧路湿原は、釧路川に沿って広がる日本 大の湿原

です。現在の面積は約258㎢で、ハンノキが散在するヨ

シ ・ スゲ湿原とミズゴケ湿原、その中を大きく蛇行して

流れる大小の河川と湖沼からなります。他に類を見ない

広大な湿原景観とともに、タンチョウやオジロワシ、キタ

サンショウウオ、イトウなどの貴重な野生生物の生息地と

して知られ、特別天然記念物（1967年）、ラムサール条

約登録湿地（1980年）、国立公園（1987年）に指定され

るなど、その自然の価値が評価されてきました。

　遠い昔、ここは海でした。6000年前頃から海面が下が

り、そこに土砂や泥炭などがたまって湿原が成長し、

3000年前頃に今の姿になったとされています。このた

め、湿原周辺部では貝塚などが出土し、先住民の海辺

の暮らしを知ることができます。

　釧路川の流域は、釧路市、釧路町、標茶町、弟子屈

町、鶴居村にまたがり、これら5市町村には現在約22万

人が住んでいます。釧路湿原はその下流部に位置し、

周囲は低い丘陵の山林と美しい酪農景観が広がり、南

部で市街地と接しています。

　近年、人間は自然からたくさんの恩恵（「生態系サービ

ス」と言います）を受けていることがわかってきました。耕

作にも居住にも向かない不毛な大地と見なされてきた釧

路湿原も、私たちに次のような恵みをもたらしています。

これらはほんの一例で、他にもいろいろな価値がありま

す。釧路湿原が損なわれていくことは、このような「資産」

を失っていくことを意味します。

　古くからこの地の暮らしは湿原と隣り合わせで、そこに

は開発と保全、人と自然との物語があります。19世紀末

以降の流域への入植と開発は、たび重なる水害に苦し

められましたが、20世紀初頭から各所で河川の流路切り

替えや直線化が始まり、湿原南部の市街地の拡大や戦

後の食料不足の解消を目的とした国の施策による農地

開発などにより、「不毛の大地」とされていた湿原周辺の

開発が拡大しました。一方で、絶滅したとみられていた

タンチョウが1924年に鶴居村で再発見され、67年には

国の特別天然記念物に指定されます。71年には北海道

自然保護協会釧路支部（現、釧路自然保護協会）が発

足し、72年には釧路市立博物館による5年間の総合調

査報告がまとめられ、はじめて釧路湿原全体の状況が

科学的に明らかとなりました。開発と自然保護を巡る経

済界と自然保護関係者の長い議論の末に、73年に釧路

地方開発促進期成会 ・釧路湿原特別対策委員会から

「釧路湿原の将来」と題して、「自然保護優先の原則」な

ど、開発と自然保護に関する3つの基本原則が定められ

ました。その後、80年にラムサール条約に登録、87年に

国立公園に指定され、その自然の価値が国内的にも国

際的にも認められて現在に至ります。

図 ：釧路湿原と釧路川流域の範囲

1

はじめに
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水の保全
湿原が水を守る

安全・安心
湿原が洪水リス

クを低減する　

観　光
湿原が人を

魅了する

　湿原は、水中に含まれる窒素や

リンを吸収・分解して、水質を整え

湿原生態系を維持しています。

　釧路湿原が窒素を吸収・分解する量を
1人あたりの年間排出量に換算すると…
　約195万【人/年】　に相当
　　　　　【＝窒素727万kg】
　　　　（釧路市の人口の10倍！）

［注意］
　湿原の■■■■能力をわかりやすくするた
め■■化したもので、湿原に負荷を与えても
良いということではありません！
　負荷の影響で、従来の湿原植生が失われてし
まうこともあるので、十分な注意が必要です。

生態系サービス - 釧路湿原が持つ価値 -

　湿原は、台風などでも河川の流

量が一気に増えないよう緩和し、

街の安全を守っています。

　釧路湿原は、知名度が高く、観光客の多く

が湿原でのアクティビティを体験したいと

考えています！

窒素、リン等の除去

　　　　　【＝窒素727万kg】
　　　　（釧路市の人口の10倍！）
　　　　　【＝窒素727万kg】　　　　　【＝窒素727万kg】
　　　　（釧路市の人口の10倍！）

・楠田哲也（1994）『自然の浄化機能の強化と制御』技報堂出版
・愛国浄水場取水口（2013年）における水質データ（水文水質データベース、国土交通省）　
・平成26年5月23日環境省報道発表資料「湿地が有する経済的な価値の評価結果について」より算出

湿原がなかったら… 湿原があると…

大雨や台風の時…

緩和
遊水効果！

認知度  大！
・『釧路湿原、湿原、湿地帯』　→「くしろ」から連想するモノ・コト第1位 !!
・『釧路湿原』                   　→「くしろ」の観光スポット認知　　第3位 !!
釧路でしてみたいことランキング  上位！
・釧路湿原を流れる釧路川カヌー川下り　第1位 !!
・釧路湿原のノロッコ号　第2位 !!
・釧路湿原での木道散策　第3位 !!
・湿原や森の秘境に入るツアー　第4位 !!

カヌー♪ 湿原散策！

出典）
・北海道釧路総合振興局（2011年3月）『「くしろ」食・観光の戦略的ニーズ
　調査事業』
・釧路市、釧路公立大学地域経済研究センター（2010年7月）『釧路市の
　持続的発展に向けての環境産業の役割－「釧路観光産業の発展に向け
　ての経済効果に関する調査研究」概要－』
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温暖化
湿原がCO2を

吸収し、炭素を

貯留する 　　

漁　業
湿原からもたら

鉄分が海を豊か

にする　　　　

生　命
湿原が多くの

命を育む　　

生態系サービス - 釧路湿原が持つ価値 -

　湿原は、温室効果ガスである二

酸化炭素（CO2）を吸収し、貯留し

ます！

湿原は多くの鉄分を供給し、沿岸域の海藻や魚介類を育んでいます！

　釧路湿原は、多くの野生動植物の

繁殖場所や生活場所となっています！

泥炭層が貯留泥炭層が貯留
【CO2吸収量】
1世帯あたりの年間CO2排出量に換算すると…
　　約8577世帯分！　
【＝約4万5200(t-CO2)/年】

※湿原は条件によって温室効果ガスであるメタンなどの排出源にもなるという説もあります。

【炭素貯留量】
釧路市の世帯数に換算すると・・・

釧路市の約9万5千世帯の約82.8年分　【＝ 約1131万（t-CO2)/年】

・平成26年5月23日環境省報道発表資料「湿地が有する経済的な価値の評価結果について」
・環境省（2014）「平成25年度生態系サービスの定量評価に関する調査等業務」　　より算出

供給される溶存鉄量　　約916kg/年 ・左記の溶存鉄供給量は、大西健夫（2015年1月）
　「釧路川流域における溶存鉄濃度に関する評価の試み」　※私信による

※湿原が農地に変わったと仮定して計算
※コンブ、牡蠣の枚数・個数は食品成分上の数値であり、実際にこの両の海産物が生産されるわけではありません。
※湿原が農地に変わったと仮定して計算

【湿原が失われると…】

供給量が約4割減少!!  ＝
【減少した鉄分全てを、海産物の鉄分含有量に換算すると】
●コンブだと（乾燥）約2億8830万 （枚/年）
●生牡蠣だと      約9億1040万 （個/年）　
    に相当！

湿原が
失われると…

・食品成分データベース（文部科学省）　より算出

　釧路湿原を含む釧路川流域は
タンチョウ営巣の中心地です。
　絶滅の危機にあったタンチョウ
は、釧路川流域から個体数を
回復し、道内へ分散しています。

オジロワシ エゾシマリス

キタサンショウウオ クシロハナシノブ
・タンチョウ営巣地データ（特定非営利活動法人タンチョウ
   保護研究グループ）
・第５回自然環境保全基礎調査　湿地調査（環境省）より算出
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釧路湿原の今

　約6000年かけて形作られた釧路湿原は、この先も自然の働きによりゆるやかに変化し続けていくはずでした。しかし、人

間活動の影響により、たった数十年で質的にも量的にも急激な変化が起きています。

◆湿原面積は60年で２割減少

◆丘陵地の森林の減少

　戦後、食糧増産に向けて農地造成が進

み、流入河川に沿って広がっていた湿原

は徐々に農地に変わって行きました。ま

た、湿原南部では都市化に伴い、市街地

や道路用地へ転用するために埋め立て

られました。

◆湿原への土砂の堆積とハンノキ林の拡大

　森林からだけでなく、農地開発や治水

のために河川が直線化されたことによ

り河床や河岸の浸食が進み、土砂が湿原

に流入しています。ヨシやスゲ類の湿原

が徐々に乾燥化し、ハンノキ林が拡大し

ています。ハンノキ林が拡大すると、飛

び立つときに障害となるなどタンチョ

ウの生息に影響を与える他、湿原の生態

系を大きく変えてしまいます。

　流域では明治初期から森林施業が行

われ、戦後も人工林の造林や農地開発な

どにより自然林は減少しています。適切

な管理のされない山林からは土砂の流

出が進んだほか、湿原の重要な水源でも

ある湧水への影響が心配されています。

◆課題　【湿原の減少】

◆課題　【丘陵地の森林の減少】

1947年 2010年

湖沼
湿原
牧草地など
市街地など

1947年 2011年

自然林
人工林
湿原域

1988年

2012年
釧路湿原の消失・劣化

湿原面積：1950年（約3万2千ha）→2014年（約2万6千ha※）  60年間で2割減少
ハンノキ：1947年（約2千ha）→1996年（約7千ha）  50年間で3.5倍
　　　　　（うち最近の20年間で2.4倍と加速度的に増加）
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釧路湿原の今

◆野生生物の変化

　湿原や森林環境の劣化は、キタサンショウウオやイトウ

などの希少な野生生物の生息環境を脅かしています。また、

近年改善されつつありますが、生活排水や家畜排せつ物の

流入により湖沼の富栄養化が起こり、湖面をヒシが覆いつ

くすなど、生態系や景観の変化を引き起こしています。

　一方で、アメリカミンク、ウチダザリガニ、オオハンゴン

ソウなどの外来生物が湿原内に広く分布し、在来の動植物

に影響を与えています。爆発的に増えたエゾシカによる採

食や踏み荒らしもいたるところで見られます。

◆釧路湿原自然再生事業の始まり

　このような変化が重なり、釧路湿原の自然環境はさまざまに悪化し、その特徴でもある風景・

景観が変わりつつあります。このまま進むと釧路湿原の恵みはどんどん損なわれてしまいますか

ら、人為的な環境変化をくい止めなければなりません。釧路湿原の自然再生はこのような理由で

始まりました。

　　●1995年　　　　 「釧路湿原保全プラン」策定（北海道）

　　●1999年　　　　 「釧路湿原の河川環境保全に関する検討委員会」設立

　　●2002年　　　　 自然再生推進法　交付

　　●2003年 11月　 「釧路湿原自然再生協議会　発足

■釧路湿原が消失・劣化した原因と現状

繁茂したヒシ（達古武湖）

原
因

現
状
・
現
象

農地・宅地等
の開発

周辺の
森林伐採等

河川直線化等

土砂・栄養分の流入

ハンノキ林の拡大

湿原の直接的
な改変が進行

ﾀﾝﾁｮｳ・ｷﾀｻﾝ
ｼｮｳｳｵ等の
生息環境の
悪化

国立公園と
しての風景・
景観の劣化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　釧路湿原の消失・劣化
湿原面積：1950年（約3万2千ha）→2014年（約2万6千ha※）  60年間で2割減少
ハンノキ：1947年（約2千ha）→1996年（約7千ha）  50年間で3.5倍
　　　　　（うち最近の20年間で2.4倍と加速度的に増加）

※本協議会では、最新の空中写真や植生図、泥炭分布図などを元に整理した数字を使用しています。この数字は、従来算出されていなかった支線周辺の湿地を含めて
　いるため、やや大きい数値となっています。



6

釧路湿原自然再生の考え方と仕組み

◆自然再生の目標

◆10の原則

　釧路湿原をラムサール条約登録前の姿に戻すことが自然再生の目標のひとつのイメージです。

　その実現に向けてたくさんの人たちが協力して動き出すこと自体がめざす姿です。

　釧路湿原をその国際的な価値が認められたラムサール条約登録（1980年）前の姿に戻すことが自然再生の目標のひとつ

のイメージです。

　タンチョウやシマフクロウ、イトウがすむ豊かな生命のつながり、森から海にいたる自然の幸、美味しい飲み水、雨が降って

も濁らない水辺、感動的な湿原景観･･･豊かな恵みを受けながら人々が暮らし、こどもたちが遊び、学び、育つ･･･流域がそ

んな環境を取り戻すには50年、100年という時間がかかるでしょう。その実現に向けてたくさんの人たちが協力して動き出す

こと自体がめざす姿です。

　長期間かけて壮大な目標を実現するために、自然再生は次のような原則に基づき進めます。

1　流域全体の自然のつながりを考える（流域視点）

2　できるだけ自然の復元力を生かす（受動的再生）

3　現状を科学的に把握する（科学的評価）

4　長期的な視野で具体的な目標を設定する（明確な目標設定）

5　事業結果を検証し柔軟に取組みを修正する（順応的管理）

6　自然に戻すために人間の力による修復も行う（自然の保全・復元と修復）

7　地域の産業・暮らしと両立させ地域づくりに貢献する（地域産業・治水との両立）

8　地域の人々が参加し地域の将来とともに考える（多様な主体の参加）

9　情報を公開したくさんの人たちの意見を取り入れる（情報共有）

10　湿原の自然や地域の産業や暮らしの関わりを学ぶ（環境教育の推進）

◆3つの分野・7つの取組み

　次のような構成で自然再生を進めます。それぞれの具体的なプロジェクト実施箇所や内容は8～ 19ページのとおりです。

1　湿原の自然の回復
①　希少な野生生物が生息できる湿原の環境の保全・再生

　 ・ 湿原植生の復元、野生生物生息環境の保全、外来種の駆除など

②　河川環境の保全・再生

　 ・ 直線化された河川の蛇行の復元、河川本来の氾濫や河畔林の回復など

③　湿原・河川周辺の丘陵の森林の保全・再生

　 ・ 良好な森林の保全、森林の再生、環境に配慮した林業など

2　湿原を維持する水や物質の健全な循環の再生
④　水循環・物質循環の再生

　 ・ 流域の水循環の仕組みの解明、流入する水の水質改善など

⑤　湿原・河川・湖沼への土砂流入対策

　 ・ 土砂発生源での流出対策、湿原への土砂流入の軽減対策など

3　湿原と継続的に関わる社会づくり
⑥　自然再生をとおした地域づくり

　 ・ 観光や農業 ・漁業との連携、湿原の利用についてのルールづくりなど

⑦　自然再生の普及と環境教育・市民参加

　 ・ 情報発信、学校 ・地域での環境学習支援、自然再生への市民参加機会づくりなど
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釧路湿原自然再生の考え方と仕組み

◆自然再生を進める仕組み

　釧路湿原自然再生協議会は自然再生推進法に基づき2005年

に設立されました。2016年3月末現在132団体 ・個人が参加し、

分野ごとに7つの小委員会を設置して活動しています。

第21回 釧路湿原自然再生協議会

釧路湿原自然再生協議会構成図（2015年12月現在）協議会構成員属性

62
47

13
10

個人　　団体　　オブザーバー　　行政
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湿原再生

湿原と人の暮らしの境界の再生／幌呂地区（鶴居村）　
■目　的

■実施内容と期待される効果

　鶴居村幌呂地区周辺では、高度経済成長期に行われた農地開発や河川改修などにより、農業生産の向上が図られました。

　その一方で、湿原の面積は減少し、冠水頻度や地下水位が低下したことで、ヨシやスゲ等の湿原植生がクサヨシやオオア

ワダチソウ等の外来種に変容し、湿原らしい景観が失われました。

　湿原再生を図るため、

未利用地の再湿原化

（湿原植生の再生 ・湿

原面積の回復 ・湿原景

観の復元）、ハンノキの

成長抑制を目標に事業

を実施します。
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湿原再生

■これまでの成果
　2012年度から地盤の掘り下げを行い、切り下げ残土を利用して未利用排水路の埋め戻しを継続実施中です。実施後は植

生状況のモニタリング調査を実施し、湿原植生の回復効果が確認されています。

　2013年度からは地域住民を対象とした現地見学会を開催し、再生状況の見学やヨシの移植体験を実施しています。

〈より詳しい情報は〉　☞　幌呂地区湿原再生実施計画　［検索］　　湿原再生小委員会　［検索］
〈事業実施者〉　　　　☞　国土交通省北海道開発局釧路開発建設部（連絡先は裏表紙参照）

未利用排水路の埋め戻し

外来種（オオアワダチソウ）　2012年

湿原植生の回復　2014年 見学会状況　2015年

施工前

施工2年目
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湿原再生

農地跡地を再び湿原に／広里地区（釧路市）　　　　　　　　　　　　　　
■目　的
　釧路湿原南東部の広里地区は、過去の農地開発によって多くの湿原が消失した地域です。対象とする地区には、排水路、

外来種（牧草）が残る農地跡地（70ha）、拡大するハンノキ林（110ha）など、この半世紀の典型的な湿原の変化の姿を見ることが

できます。ここでは、ハンノキ林が急拡大した要因を解明するとともに、農地跡地を1960年代以前の湿原の姿に戻すことを目標

に手法を検討しています。

■事業内容
①旧農地区域の湿原への再生

旧雪裡川の分断や農地 成により低下した地

下水位を隣接する畑などに影響を与えない方

法で回復するための手法を検討します。（地盤

掘り下げの有効性の検討、遮水壁（注）設置の検

討など）

②ハンノキ林対策

1970年代頃のハンノキ林の急 な拡大した原因

の解明のための調査、実験を行います。（伐採

試験、模擬燃焼実験など））

③野生生物調査と配慮

野生生物の詳細な生息調査を実施するととも

に、事業による環境影響を回避するための配慮

を徹底します。（植生調査時のタンチョウへの影

響を考慮した高所作業車による観察 ・指示。雪

氷を利用した凍結時の重機搬入など）

　　　（注）遮水壁 ：地下水を通さないために地中に設置する　

　　　　　　構 物のこと

■これまでの成果
　ハンノキ林の急激な拡大については、1930年代の新釧路川

の掘削に伴う築堤や旧雪裡川の流路改変による水位低下に

加え、1967年の湿原火災がきっかけで一時的にハンノキの種

子が育ちやすい環境になっていたことがわかりました。今後種

子による更新はなく、長期的には衰退していくこと、伐採により

樹勢を弱らせ、ぼう芽更新を抑えることでハンノキ林を減らせる

ことが確認できました。今後、モニタリングを継続していきます。

　旧農地区域の湿原への再生については、旧雪裡川への通

水、旧雪裡川の堰上げ、地盤の掘り下げ、遮水壁の設置の４

つの手法について調査や実験を重ねて検討した結果、水位

の安定化と周辺環境の影響の観点から、遮水壁の

設置が最も有効であることが明らかになっています。

これを踏まえて、今後遮水壁を設置し、効果を検証

していく予定です。

〈より詳しい情報は〉　☞　湿原再生小委員会　［検索］
〈問い合わせ先〉　　　☞　環境省北海道地方環境事務所
　　　　　　　　　　　　釧路自然環境事務所（連絡先は裏表紙参照）

遮水壁設置予定地遮水壁設置予定地
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湿原再生

農地跡地を再び湿原に／広里地区（釧路市）　　　　　　　　　　　　　　豊かな水生植物の生育を回復する/達古武湖（釧路町）
■目　的

■事業内容

　湿原東部に位置する達古武湖は、かつては水生植物の宝庫でしたが、流域からの過剰な

栄養分の流入により水質が悪化し、アオコの大発生やヒシが湖面を覆うようになり、水草の種

類が減ってしまいました。そこで、リンや窒素などの栄養分が湖に流入しないよう上流の発生

源の土壌を取り除くとともに、増えすぎたヒシを刈り取り、ネムロコウホネやヒツジグサなどの多

様な水草の生息環境を再生することを目指します。

①南部湿地の汚濁物質の除去

湖南東部の湿地帯の高濃度の汚濁物質を含む土壌を撤去

します。

②ヒシの分布域の制御

ネムロコウホネやヒツジグサが生育する箇所を中心にヒシを

刈り取り効果を把握します。

③市民参加による自然再生

一般市民によるヒシの刈り取り作業（イベント等）を行います。

④流域全体からの流入対策

関係機関との連携による流域の農地や林地からの栄養分の

流入抑制の普及啓発などを実施します。

〈より詳しい情報は〉 
　　☞  達古武湖自然再生事業実施計画　［検索］
　　☞  湿原再生小委員会　［検索］
〈事業実施者〉　☞　環境省北海道地方環境事務所
　　　　　　　　　釧路自然環境事務所（連絡先は裏表紙参照）

■これまでの成果
　2012年度に作成した実施計画に基づき、2014年度に汚濁の発

生源となっている南部湿地の土壌を掘削して取り除きました。

　また、2013年度計1.6ha、2014年度計1.7ha、2015年度計1.7haを

対象にヒシの分布制御を実施し、ネムロコウホネ、ヒツジグサ及び

フラスコモなどの水草の増加

が確認されました。

　2014年度からは、カヌーで

ヒシの刈り取りを行う独身男

女限定のイベントを実施し、

若い世代への普及啓発活動

に取り組んでいます。

湖面を覆うヒシ

ヒシの刈取り

栄養塩類を含んだ土壌の除去栄養塩類を含んだ土壌の除去

市民参加型のイベントの開催
刈取りを実施した箇所から
ヒツジグサを確認



12

森林再生

シラルトロ湖上流の森を守る／雷別地区（標茶町）　
■事業実施箇所の状況
　この地区は、釧路湿原のいわゆる東部３湖沼の１つ、シラルトロ湖に流

れ込むシラルトロエトロ川の源流部、雷別地区国有林です。

　平成12年に気象害によりトドマツ高齢級人工林が枯損した状況となっ

ています。

■事業内容
　釧路湿原の自然環境を保全する上で極めて重要

なところに位置しており、森の持つ水質保全や保水

機能の向上を図るために、木の種が自然に落ちて芽

生え育つ天然更新や人工植栽により標茶町雷別地

区本来のミズナラ、ハルニレ、ヤチダモなどが生える

広葉樹の森に再生していきます。

■これまでの主な成果・今後の予定
　14箇所あるササ生地のうち、4箇所で地表処理等を

実施しました。また、ボランティアの協力により、これ

まで広葉樹苗約4,300本を植栽。この結果、更新指

数(注）は目標とする1.0に近い0.7まで上昇しました。

　14箇所のササ生地のうち、3箇所は小面積で枝の生長等により解消しました。

　今後は、残る7箇所において、これまでの事業展開で得られた知見を元に、再生

事業を実施することとしています。

（注）「更新指数」 ： 林の成立に必要な稚樹 ・ 小径木の基準本数を大きさ別にあらかじめ定め、その本

　　  数に対して実際に存在する稚樹等の割合

■事業実施状況

　(集団枯損したトドマツ高齢級人工林の跡地 ) 

森林再生の推進イメージ

更新指数（注）の推移

ボランティアによる広葉樹植栽 エゾシカ食害防止用シェルターの設置 　3箇所に設置した防鹿柵（3箇所）
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森林再生

■目　的

針葉樹林を広葉樹林に／達古武地区（釧路町）　

　釧路湿原流域では湿原を涵養する丘陵林ん伐採や人工林への転換が古くから続いており、達古武地域においても湿原

周辺の森林が荒れ地やカラマツ人工林となり、本来の自然林と比べて生き物の住みにくい場所となっています。そこで、移

入種であるカラマツ一種のみからなる人工森を、森林環境を急激に改変しないようにしつつ、この地域本来のミズナラやダ

ケカンバなどの落葉広葉樹からなる豊かな自然林に戻していきます。

■事業内容
　達古武湖の北側に広がる約90haのカラマツ人工林を調査し、GIS(地理情報システム）による解析や各種試験結果に基づ

き、その場所に合った手法で森林再生を進めています。

①自然林再生……流域上流部に見られるような広葉樹林を目標として、なるべく自然の力を活かした手法による再生を目指し

ています。ササ類を除去するなどの地表処理によって自然に散布される広葉樹種子の定着を促したり、流域内で集めた種

子をまいて育てた苗を植えたりしています。また、苗の成長を助けるため、エゾシカの食害を防ぐ柵の設置やカラマツの間伐

も実施しています。

②土砂流出防止……作業道や崩壊地から湖沼 ・湿原への土砂流出を防ぐために、必要に応じて丸太やムシロなどを用い

た柵の設置などの対策を進めています。

③環境教育……森林再生の指標となる動物の調査や自然林でのタネ集めと苗づくりなど、自然再生への市民参加を兼ねた体

験型づくりの環境学習プログラムを継続的に実施しています。

■これまでの成果
　2016年度末までに、表土のかき起こし約2.42ha、ササ

刈り約31haを実施し、天然更新を促してきました。ま

た、ミズナラ、ダケカンバ、アオダモなどの地域産種子

を継続的に採取して苗を育て、エゾシカの侵入を防ぐ

囲い柵の中の約8haに合計約2万5千本の植栽を実施

してきました。苗木の活着は良好で、ササの高さを超え

るまで育っているものもあります。植栽から約50年となる

カラマツについては、密度が高い区域については間

伐を実施しています（約17ha）。間伐手法についても検

討しているほか、得られた材は環境学習用のベンチや

ボードに活用しています。この自然再生フィールドを活

用した環境学習プログラムには、12年間で延べ305人

が参加しています。

〈より詳しい情報は〉 
　　☞  達古武湖自然再生事業実施計画　［検索］
　　☞  森林再生小委員会　［検索］
〈事業実施者〉　☞　環境省北海道地方環境事務所
　　　　　　　　　釧路自然環境事務所（連絡先は裏表紙参照）
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旧川復元

〈より詳しい情報は〉　☞　茅沼地区旧川復元実施計画　［検索］　　旧川復元小委員会　［検索］
〈事業実施者〉　　　　☞　国土交通省北海道開発局釧路開発建設部（連絡先は裏表紙参照）

湿原本来の蛇行河川を復元する／茅沼地区（標茶町）
■目　的

■事業内容

　標茶町茅沼地区を流れる釧路川において釧路湿原本

来の蛇行した河川に復元する旧川復元を実施しました。

　復元は直線河道１．６ｋｍ区間を２．４ｋｍ区間へ戻し、

「湿原中心部への土砂流入の軽減」、「湿原植生の再

生」、「魚類の生息環境の復元」、「湿原景観の復元」を

目的として実施しました。

①旧川復元
旧川を流れていた頃の河川水位に戻し、冠水

頻度の向上や蛇行形状の復元等を図ります。

③直線河道の埋め戻し
直線河道の埋め戻しを行い、地下水位を上昇さ

せて湿原植生を回復させます。

②右岸残土の撤去
右岸に積んであった直線河道を掘ったときの残土を撤去し、洪水

時に右岸側に氾濫させて湿原内部に入る土砂を減少させます。

④自然観察路の整備
この自然観察路は釧路川旧川復元区間において、湿原を踏み

荒らさずに復元後の河川環境調査を行うことを目的に整備したも

のです。観察路

からは復元した

釧路川旧川の河

川景観やヨシ群

落 ・河畔林（ハ

ルニレなど）、野

生動物が身近に

観察できます。
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■期待する効果

■これまでの成果
　完成後の調査により、洪水時の湿原中心部への土砂の流入は軽減し、魚類は種類 ・個体数とも増加してイトウの生息も

確認され、植生は約30haの湿原植生の回復が確認されています。蛇行した河川の湿原景観も回復し、カヌーや釣りなどの

利用が増えるなど、地域の新たな観光資源としても期待されています。2015年には復元箇所を観察する木道が設置され、

自然観察や環境教育の場としても活用されはじめています。

■ヌマオロ地区旧川復元（予定）
　ヌマオロ地区において、次期旧川復元の予定箇所として検討を進めています。

湿原中心部への土砂流出などの軽減 湿原植生の再生 魚類などの生息環境復元・湿原景観の復元

湿原中心部への土砂流入
などの負荷の軽減

氾濫原の再生による湿原植生の再生

湿原景観の復元

湿原河川本来の魚類などの
生息環境の復元

旧川復元
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水循環

釧路湿原の水循環・物質循環メカニズムを解明する　
■目　的
　科学的な評価に基づき自然再生を進めるために 、流域 土地利用 変化や気象条件により水や物質がど ように移動

し、変化していく か把握する必要があります。そこで、釧路湿原 水 ・物質循環 仕組み 把握により湿原再生事業 手法

検討や評価を行えるようにすること、湿原や湖沼、河川に流入する水質が良好に保たれるよう栄養分や汚濁物質を抑制する

手法 検討や評価を行えることを目標として、流域 複雑な水 ・物質循環 仕組みを解明していきます。

■事業内容
釧路湿原 地質構造 把握し、地下水 挙動を数値計算（シミュレーション）で求め、湿原域 水収支を検討して、釧路湿

原 水 動きを明らかにしました。

　さらに、水 移動に伴う物質循環を把握するため 検討を実施しています。釧路湿原 植生に影響する代表的な栄養塩

（窒素 ・ リン）に着目し物質循環 解明に向けた検討を行っています。

■これまでの成果
　釧路湿原 水収支 、流入量として

河川からが８８％、降水量が９％となり

ます。流出量 ９８％が河川となり、

２％が蒸発散となりました。

　また、自然再生事業へ 活用事例と

して 、幌呂地区湿原再生（8ページ）

実施計画検討にあたり地下水位

分析や再生後 回復予測に活用され

ました。

　現在 、水 移動に加え、水と一緒

に湿原に運 れて植生に影響を及ぼ

す窒素やリンなど 物質 移動 解

明を進めています。

〈より詳しい情報は〉　☞　水循環小委員会　［検索］
〈事業実施者〉　　　　☞　国土交通省北海道開発局
　　　　　　　　　　　　釧路開発建設部（連絡先は裏表紙参照）

釧路湿原の水収支

釧路湿原の水循環メカニズム
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土砂流入対策

川から湿原に入る土砂を減らす／久著呂川（標茶町・鶴居村）
■目　的
　釧路湿原周辺では、流域内の開発や河川流路のショートカットにより、川に土砂が流入しやすくなったことや、流速が早ま

ることで土砂を押し流しやすくなるとともに河床の低下が進み、湿原に大量の土砂が流入するようになりました。湿原内に土

砂が堆積することで、ヨシやスゲなどの湿原だった河川周辺にハンノキ林などが発達するなどの影響がでており、流域から

の土砂の流出を軽減するとともに、湿原に到達する前に土砂を堆積させるなどの対策を必要としています。そこで、標茶町と

鶴居村を流下して釧路湿原に達する久著呂川（流域面積148km2、延長60.2km）を対象に、様々な対策を行い、久著呂川か

ら湿原に流入する土砂を4割程度軽減することを目的としています。

■事業内容
①河道の安定化対策

河床低下が著しい中流部で、土砂の

流出を防ぐための工事（床止工）や、川

幅を広げて（河道拡幅）流速を落とすこ

とで河道を安定させ、湿原に流入する

粗い土砂や細かい土砂を軽減します。

③排水路合流部の沈砂池設置
農業用排水路が河川に合流する手前で、川の流路に池

（沈砂池）を設けて流入する土砂を堆積させ、湿原に流出

していく細かい土砂を軽減します。

②河川沿いの土砂調整地の整備
河川沿いに土砂調整地を設け、河川を流下する土砂を

堆積させ、湿原に流入する粗い土砂や細かい土砂を軽

減します。
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土砂流入対策　

⑥森林の再生
土砂の発生を抑えるために、流域の裸地や荒廃地などでの植林を進めていきます。

④湿原流入部　土砂調整地の設置
湿原流入部に人工ケルミ（注）を用いた土砂調整地を整備することによって、上流から流れてくる細かい土砂を貯め、湿原内

部へ流入し堆積する土砂を軽減します。

（注）人工ケルミ ：濁水をせき止めるために設置する、あぜ状の高まりを「人工ケルミ」と呼んでいます。

⑤水辺林・緩衝帯の設置
河川沿いに連続した水辺林を整備 ・保全し、農地との間の緩衝帯とし、川への細かい土砂の流入を軽減します。動植物の

生息 ・生育環境の復元にも有効です。
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土砂流入対策

■これまでの成果
①河道の安定化対策

○河床低下進行の防止
　 国道274号に架かる境橋下流に約

5m 落差があり、上流側に河床低

下が進みつつありましたが、落差

による侵食を防ぐ床止工（落差工）

3基を河道に設置し、橋 被災や

周辺農地へ 被害を防ぎました。

○河床低下による土砂生産の軽減
　 2014年度までに実施した対策によ

り、河床低下による土砂 流出量

、対 策 実 施 前 2,180m3か ら

330m3にまで約85％減少しました。

○水辺環境の復元
　 河道 安定化対策を実施した区

間で 、比較的柔らかい凝灰岩

が河床に露出する単調な流れか

ら、河床に砂礫が堆積して流れや

深さにも変化が生じ、魚類や水生

昆虫などが生息しやすい環境に

戻りつつあります。

〈より詳しい情報は〉 
　　☞  土砂流入対策実施計画（久著呂川）　［検索］　　　　　　　☞  土砂流入対策（沈砂池）実施計画（雪裡・幌呂地域）　［検索］
　　☞  土砂流入対策（沈砂池）実施計画（南標茶地域）　［検索］　　☞  土砂流入対策小委員会　［検索］
〈事業実施者〉　☞　国土交通省北海道開発局釧路開発建設部、北海道釧路総合振興局釧路建設管理部（連絡先は裏表紙参照）

河床低下区間の対策前後の状況

河床低下区間最上流端の対策前後の状況

②排水路合流部沈砂池の設置

　 排水路合流部 沈砂池が久著呂川で 3箇所設置され、標茶町

南標茶地区に7箇所、鶴居村雪裡 ・ 幌呂地域に5箇所設置されて

おり、南標茶地区で 地元酪農家が共同で維持管理に当たって

います（18ページ参照）。2013年度まで 調査によれ 、沈砂池

平均すると流入土砂 約6割を堆積させて下流へ 流出を防いで

おり、定期的な土砂 搬出により安定的に機能を発揮していること

がわかっています。

③湿原流入部土砂調整地

　 土砂調整地で 、左岸人工ケルミが完了し、右

岸人工ケルミを実施中です。2013年9月出水時

による調査で 、26.5ha 土砂調整地で粘土な

ど 細かい土砂を中心に194m3 堆積が確認さ

れました。

排水路合流部沈砂池の設置後の状況

平成25年9月出水による堆積土砂量

出水（越流）期間　　　　　　 ： 平成25年9月16日～ 9月18日

採泥器 平均堆積厚　　　 ： 14.9ｍｍ

土砂調整地（左岸）堆積量 ： 194ｍ3
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地域で取組む自然再生

　釧路湿原周辺には、 古くから続く地域 ・民間による自然再生の取組みがあります。 そのいくつかを紹介します。

～ナショナルトラスト運動による湿原と水源地の保全～
　トラストサルン釧路は、国民（市民）からの寄付金で行政

が保護していない釧路湿原や水源周辺の丘陵地を取得

し、自然保護地として保全しています。湿原周辺の市民を

中心に1989年に発足後26年になります。2017年3月現在

24箇所 ・約425haの保護地を管理しています。2003年に

設置した苗畑で地元産の種苗を育て、市民参加によりこ

れまでに約4万本を植樹してきたほか、湿原の状況に関

する独自の調査とそれに基づく行政への提言などで数々

の成果をあげています。

◆特定非営利活動法人トラストサルン釧路

～市民参加によるタンチョウの生息地の保全・再生～
　長年タンチョウの給餌活動を続けてきた地元の伊藤良

孝氏から敷地の提供を受け、日本野鳥の会が1987年に

設置した、タンチョウとその生息環境の保全のための活動

拠点です。冬季の給餌活動の他、生息地の保全、調査研

究、普及活動を行っています。国民からの寄付により取得

した保護区で、ハンノキを伐採してヨシ原を再生し、タン

チョウの繁殖を成功させてきました。2008年度からはタン

チョウの給餌への依存を減らすため、ボランティアによる

自然採食地整備を進め、2014年度までに整備した15箇所

全てでタンチョウの利用が確認されています。

◆公益財団法人日本野鳥の会　鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ

～沈砂地の維持管理による土砂流出防止と環境教育～
　標茶町南標茶地区の釧路川及びオソベツ川流域では、

国営農地防災事業（2002〜08年度）により湿原への土砂

流出対策として大小7箇所の沈砂池が設置されました。こ

の農地や沈砂地の維持管理のために2008年に地元の農

家が集まって設立し、町と連携して沈砂池に貯まる土砂

の汲み上げや排水路の雑木除去などを行っています。地

元の小学生と共同で川の生きもの調査も毎年実施し、地

域ぐるみで環境保全活動が実践されています。

◆標茶西地区農地・水保全隊

ヤチボウズ保護地看板

タンチョウの冬の自然採食地作り

クンニナイ排水路の沈砂池
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～釧路湿原の保全に配慮した森林管理～
　鶴居村は全域が釧路湿原の上流に位置し、その64％

は森林です。鶴居村森林組合はそのおよそ半分にあた

る約190km2の民有林を管理しています。2010年からは林

業先進国であるオーストリアの技術を取り入れ、重機で

森に入らずにワイヤーで伐った木を運び出す技術や、作

業道の中央を盛り上げ雨水を両脇に逃す工法など、山

を荒らさず土砂の流出を抑える合理的な手法を国内に

先駆けて実践しています。

◆鶴居村森林組合

～校内のミニ湿原における調査研究や環境教育～
　標茶高校は農業を基盤に自然環境や食品製造 ・流通

など特色ある教育で知られ、255haの敷地内の農場や山

林を生かした魅力的な授業や活動が行われています。

2002年から農業クラブの活動として「釧路湿原再生プロ

ジェクト」を開始し、敷地内に整備したミニ湿原において湿

原植物による家畜糞尿や生活排水の浄化実験などを重

ねて地元企業と共同で「標茶高校式水質浄化システム」

を開発しました。現在もミニ湿原での生物調査や標本、写

真による記録、生徒による地元の小学生向けの環境教育

なども行っており、酪農振興と自然環境の両立に向けた

地域の重要な活動となっています。

◆北海道標茶高等学校

～市民の手による自然再生事業の成果モニタリング～
　市民の手による自然再生事業の検証を行うため、2010

年から毎年夏と秋の2回、茅沼地区の釧路川蛇行河川復

元現場で、復元後の河川とその周辺環境の変化を調査し

ています。

夏は蛇行復元された河川の水生生物や河畔林の植生、

砂州の土砂堆積の様子を調べ、秋は復元された蛇行河

川をカヌーで下りながら河川や周辺の自然について調べ

ています。この調査は、専門家の指導のもとに一般の

方々が再生事業のモニタリング調査に参加できる貴重な

体験の機会であり、学童から高齢者までの申し込みがあ

り、毎回の募集定員がすぐ一杯になる人気の事業です。

◆釧路国際ウェットランドセンター

重機を森に入れずに間伐

ミニ湿原での生物調査

復元河川の調査
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自然再生から地域づくりへ自然再生から地域づくりへ

～「ワイズユース」による保全と利用の両立～
　釧路湿原を訪れる観光客 国立公園指定（1987年）頃から急増

しました。そ 楽しみ方 、眺めるだけで なくエコツアー、カ

ヌー、バードウォッチングなど 体験型 活動に広がり、ここだけ

自然や景観が国内だけで なく外国人観光客も魅了しています。

自然 魅力に加えて近年 避暑地として、道外から 長期滞在者

が増え、移住者 誘致も活発に行われています。観光客へ アン

ケートによれ 、「釧路でしてみたいこと」 1位 「釧路川 カヌー

川下り」で、以下、「ノロッコ号」、「木道散策」、「湿原や森 秘境に

入るツアー」が続きます。

　また、古くから湿原 周囲で営まれる農業、湿原東部 湖沼で

漁業、湿原やタンチョウを名称に抱く食材や商品など、釧路湿原

地域産業とさまざまに関わっています。

　こ ように、釧路湿原 たくさん 人々を惹きつけ、地域経済に

貢献するシンボルであり、将来にわたって損なうことなく賢明に利用

（「ワイズユース」といいます）していきたいも です。そこで、協議会

で 自然再生をとおして次 ような取組みを進めています。

◆地域の産業と釧路湿原

～自然再生やエコツーリズムを活用した観光メニューづくり～
　自然再生や地域産業に参加するエコツーリズムなど、釧路湿原を

活用した新たな観光メニューづくりを進めていきます。従来 ビジ

ターセンター等で 観察会やガイドツアーに加え、近年 自然再生

現場を訪れる見学ツアーや自然再生に参加する独身男女限定

イベントなど、新たな湿原 楽しみ方が生まれています。

　協議会で 2014年に鶴居村をモデルとして湿原と人 暮らし 接

点 物語と伝える目的でガイドマップを作成し、ウォーキングコース

など時間をかけて地域を楽しむ観光を提案しています。

◆観光による湿原の賢明な利用

釧路湿原流域ガイドマップ

釧路管内の観光客入り込み数の推移

釧路管内の外国人観光客の宿泊延数

ノロッコ号 冬の鶴見台
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～湿原保全と産業振興の両立～
　収奪型でなく、釧路湿原流域の恵みを保全しながら上

手に利用する地域の産業を推進していきます。

　自然を生かした地場産品づくりや地域ブランドの育成

を応援し、地域の農林漁業をはじめとする産業に貢献し

ていきます。また、湿原と地域の産業のつながりについ

て、生産者と消費者の理解を深め、湿原保全と産業振興

の両立を働きかけていきます。

◆地域の産業との連携

～湿原への影響軽減のためのルールづくりと呼びかけ～
　湿原の生態系は傷つきやすく、訪れる人が増えると、そ

の繊細な自然環境に影響を与える可能性があります。残

念ながら、許可が必要な場所や私有地に無断で入った

り、ごみを捨てていく心無い人がいることも事実です。そこ

で、湿原に人が入ることによる自然環境への影響を調べ

るとともに、湿原利用のルールをつくり、標識やガイドブッ

クなどで訪れる人に知らせていく必要があります。

　協議会ではこれまでに「釧路川保全と利用のためのカ

ヌーガイドライン」を作成し、カヌー利用者に対して、利用

のルール ・マナーとともに、タンチョウなどの水鳥に対す

る配慮を呼びかけています。

◆湿原の利用に関するガイドライン・ルールづくり

～日々の暮らしにおける湿原保全の推進～
　流域の河川は全て湿原に流れ込み、ごみや汚れを運び

ます。したがって、来訪者だけではなく日々の暮らしや仕

事の中でも環境への配慮が望まれます。

　また、湿原や周辺の景観は地域の財産です。この地域

は国土交通省が「シーニックバイウェイ」（景観のすぐれた

道路）に指定するなど、北海道を代表する景勝ルートとし

ても知られています。建物や看板などもこの地の美しい景

色と調和したものであってほしいものです。

◆産業や暮らしにおける環境や景観への配慮

塘路湖ワカサギ漁

カヌーガイドライン

釧路阿寒自転車道「湿原の夢ロード」
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市民が参加する自然再生

　釧路湿原 保全に直接間接に関わる地域 活動を協議会に登録し、情報発信や交流

機会づくりなど 支援をしていく活動です。道外から 参加も含め、魅力的な活動が多

種多様に展開され、湿原 自然体験や保全活動へ 参加機会 こ 10年で確実に増

えています。2015年から 「釧路湿原 応援団」としてより幅広く活動を募集しています。

（注記）「ワンダグリンダ」と 、「Wonderful」（す らしい）、「Only one」（ひとつ ）、「Greenだ！」を

　　　　合わせた造語で、2005年に参加者から 公募で決まった愛称です。

◆「ワンダグリンダ・プロジェクト」

　自然再生実施地で、湿原 今どうなっている か、なぜ自然再

生が必要な か、どう再生する か、成果 どこまで出ている

か、といったことを解説する見学会を開いています。また、事業

進捗を確認するモニタリング調査や、森林再生など、直接自然

再生に参加する機会もあります。18 ～ 19ページ ようなNPOや

企業による自然再生へ 参加機会づくりも支援しています。

◆自然再生の現地見学会・参加機会づくり

釧路湿原国立公園ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾚﾝｼﾞｬｰの会 上智大学 わくわく探検隊『森とあそぼう2014』

ヨシ移植体験

　協議会及びワンダグリンダ ・ プロジェクト参加者を対象に、釧

路湿原をより深く知るツアーを実施しています。専門家 ガイド

により湿原 自然 仕組みや現状を体験的に知り、それぞれ

活動 中で発信していただく目的で、夏冬それぞれ普段触れる

こと ない湿原 姿をご案内します。

◆フィールドワークショップの開催

第16回フィールドワークショップ

～釧路湿原自然再生普及行動計画～　
　自然再生 成果が出るまで数十年 期間を要すること、流域全体を視野　　に自然 持つ

回復力を引き出しながら進めていくこと、モニタリングと評価に基づき事業を見直しながら進め

ることなど、以前 環境政策や公共事業に ない特徴があります。それを進めるに 、流域に

暮らすすべて 人たちが釧路湿原 ことを正しく知り、湿原に関心を寄せ、直接間接に関わっ

ていくことが必要です。こ ため、協議会 当初から多く 人々 理解や参加を広げていくこと

を重視し、自然再生を地域 ・ 市民 理解、支持、協力 もとに進めていくため 5カ年計画「釧

路湿原自然際再生普及行動計画」を作成し、さまざまな取組みを実践、支援してきています。
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学校で学ぶ釧路湿原

～学校とフィールド、専門家をつなぎます～
　流域には、「総合的な学習の時間」などで年間数十時

間かけて湿原をテーマに学習する学校もあります。そうし

た授業の情報を収集しガイドブックやWEBサイトで提供し

ています。また、湿原学習に協力している施設や団体を

紹介し、校外学習や出前授業などを支援しています。

◆湿原を使った授業実践例や協力先の紹介

～湿原学習に取り組もうとする先生を支援します～
　学校の先生自身が湿原のことを体験的に知り、教育に

活用していけるよう、湿原の自然や湿原と関わる地域の

産業の現場をフィールドとする教員研修講座を実施して

います。

～地域学習としての湿原学習の推進～
　理科や社会などの教科学習で釧路湿原を題材とするこ

とは、子どもたちの理解度向上だけでなく、地域の自然

に誇りをもつことにもつながります。湿原の上流から河口

に至るまでの写真や動画などの素材をWEB上で提供し

たり、釧路湿原を題材とするオリジナル教材の貸出なども

行っています。

◆教員研修

◆教材や学習素材の提供

温根内ビジターセンター周辺での湿原学習

幌呂地区湿原再生事業地でのフィールドワーク

釧路湿原の食物連鎖を表すイラスト

　流域のこどもたちが湿原のことを知り、 楽しみ、 学ぶことは、 とても重要です。 しかし、 近くに暮らしていてもこどもたちが直

接湿原に触れる機会は少なく、 学校の授業などで湿原を学んだり訪れたりする機会も限られます。 そこで協議会では、 湿原を

活用した学校教育を支援するためのワーキンググループを設置し、 教員や教育の専門家とともに次のような活動をしています。



釧路湿原自然再生パンフレット
～湿原とともに暮らす未来の子どもたちのために～

発行 　2017年2月
制作・発行　釧路湿原自然再生協議会

編集　釧路湿原自然再生協議会再生普及小委員会

●北海道 釧路総合振興局産業振興部 商工労働観光課●
〒085-8588　釧路市浦見2丁目2番54号

TEL. 0154-43-9180

●北海道 釧路総合振興局釧路建設管理部 治水課●
〒085-0006　釧路市双葉町6番10号

TEL. 0154-23-6118

●国土交通省 北海道開発局釧路開発建設部 治水課●
〒085-8551　釧路市幸町10丁目3番地

釧路地方合同庁舎6階　TEL. 0154-24-7250

●林野庁 北海道森林管理局釧路湿原森林ふれあい推進センター●
〒085-0825　釧路市千歳町6番11号

TEL. 0154-44-0833

●環境省 北海道地方環境事務所釧路自然環境事務所●
〒085-8639　釧路市幸町10丁目3番地

釧路地方合同庁舎4階　TEL. 0154-32-7500



  

33 
 

釧路湿原国立公園指定 30 周年記念事業について（紹介） 

 

 

１．背景 

 

・釧路湿原国立公園は、1987 年 7 月 31 日に指定された。来年度で 30 周年を迎えることか

ら、釧路湿原国立公園連絡協議会を中心に、指定 30 周年記念事業を展開する予定。 
・釧路湿原国立公園連絡協議会幹事会にて検討中（8/31、10/27 開催済み）。 

 
 

 

２．記念式典 

 
・７月？に、釧路市観光国際交流センターでの開催を想定。 
・式典に併せて自然公園関係功労者環境大臣表彰を実施。全国から受賞者が来釧。 
・北海道知事感謝状も検討。 

 

 

 

３．イベント等 

 

○キックオフイベント 
・温根内ビジターセンターリニューアルオープン（４月） 

 
○新宿御苑みどりフェスタ（GW） 

・釧路市を事務局に、釧路湿原ブース出展を検討 
 

○冠事業 

・既存の恒例イベントを含めて、釧路湿原国立公園をテーマに行われるイベントにつ

いて、「～釧路湿原国立公園指定 30 周年記念～」という冠を付けて 30 周年を PR

する。 

 

資料 3 
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