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 第5回 （仮称）「あつたふるさとの森づくり」ワークショップ 

  

平成21年7月11日（土） 

 

厚田総合センター 13：30～15：30 

1.松本管理課長開催挨拶  

今日は大変お忙しい中、お集まり下さいま

してありがとうございます。今日は第5回目

と言うことで最終的に取りまとめを行いた

いと思っています。これからの運営方針や治

山事業の関係、それからコンベンションセン

ターの関係などを話しながら今日のワーク

ショップを進めたいと思います。次に建設水

道部長の南から挨拶がございます 

 

2. 南建設水道部長 

皆さん本日はお忙しいなかお集まり下さい

ましてありがとうございます。今回は今まで皆

さんから頂いたたくさんの意見をもとにイメ

ージパースが出来上がりました。今後はこのパ

ースに向かって進んで行くことになるのです

が、まだ具体的にどうして行くかは決まっては

いない段階です。出来れば、小学生や中学生の

記念行事などに取り込んで行きたいと思って

います。今日は最後のワークショップですので、 

会の後半は現地で記念の植樹を行って解散したいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

3.都市整備コンサルタント 宮越 

どうもご苦労さまでした。第１回から総合

的な司会をさせて頂いている宮越です。今回

で第 5回目と言うことで皆さんと一緒にワ

ークショップに参加して丁度 1年がたちま

した。今まで大変楽しく有意義な話し合いを

させて頂いたと思っています。さて、200ha

と言う膨大な面積の中には皆さんからの

色々な意見があって私たち事務局も集約に 
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苦労しましたが、なんとかこの絵にあるようなパースを描くことが出来ました。森づ

くりに造詣の深い方々ばかりなので、特に申し上げることはありませんが、これから100

年とか 200年のスパンで進めていく上でこのパースを実現に向けてどの様にして行くか

と言うお話は後ほど石狩市からお話があると思います。例えば、先ほどお話にでました

治山事業も具体的に取り組まれる可能性があると言うことなど、これは皆さんが色々と

考えた中で非常に馴染みやすく取組やすい雰囲気をこの会合が作ったのではなかと感じ

ています。何はともあれ、ここまで皆さんのご理解、ご協力の元にパースが出来上がっ

たと言う事で本当に感謝を申し上げます。さらに、先ほど南部長さんからお話しがあり

ました様に、今日後で記念の植樹を行います。これは、僅かな行いではありますが、こ

のパース、あるいは実現へ向けての第 1歩になると思います。そうゆう思いを込めて、

今日の記念植樹を皆さんで汗を流して行きたいと思います。その前にやや 1時間位の時

間を頂いて皆さんと話し合いをしますが、具体的な構想につきましては既に 4回のワー

クショップで行って来ておりますので、これから実現に向けてどの様な事を石狩市に要

望するか、どの様に具体的に進めて行きたいかと言う意見を出して頂きたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あつたふるさとの森」鳥瞰図 

 

 

 

 

 

 

 

森の散策路            ビオトープイメージ 
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4. 南建設水道部長 

先に私の方からですが、配布したエリア図

の防風林の予定箇所にそって植樹を行ってい

くことを考えています。現在どの様な状況か

と言ますと、北海道の方に治山事業としてお

願いした結果、測試（測量試験費）は何とか

付きそうであると言うことです。最終的に認

可事業として受けられるかどうかはまだ先の

話ですが、北海道と石狩市の間では前向きに

話が進んでいる段階です。そうなれば、北海

道と国で 1/2ずつの補助事業になります。そ

の際、当然現場に入ることになりますので工

事車両の作業道や作業小屋等の施設の整備が

行われる事になりますが、最終的にはそれら

の施設を残して頂いて森の進入路や休憩所に

利用したいと思っています。エリア図の点線

部分について議会からの質問で出たのですが、

この場所は将来、小学校の入学式や卒業式、

中高校生の記念の式の植樹、企業の設立記念

植樹を行う場所などとして先行して誘導して

行きたいと思っています。それ以降の部分に

ついては、「クマゲラ」さんや「ヤマドリ」さ 

んや「戸田墓苑」さんと個別に打ち合わせをさせて頂いて実施して行きたいと思います。

今回で皆さんとのワークショップは最後になりますが、森づくりはこれからまだまだ続く

ので見守って頂きたいと思います 

 

5.都市整備コンサルタント 宮越  

実施段階では実際どの様になるか我々も

非常に期待しているわけですが、具体的にこ

うゆう動きが出てきたと言う事で私なりに

ワークショップをやってきてよかったと思

っています。今日皆さんに植樹をして頂く樹

種ですが、トドマツとカシワです。カシワは

ワークショップのメンバーの皆さんも盛ん

に植えられているようです。そう言う事で非 

常に大事な防風保安林の植樹に取り組んで頂けると言う事は本当にありがたいと思って

対 象 エ リ ア 図 

トドマツ カシワ 



- 4 - 

います。今の事を含めて皆さん何か意見ありませんか。 

 

6.あつたの森支援の会「やまどり」 小林 

樹種の選定の方法ですが、候補としてカ

シワが挙げられていますが、防風林として

植えるのであれば、もう少し検討をした方

が良いのではないかと思います。カシワは

確かに海岸には強いと思いますが、100年

経ったとしても 1ｍくらいしか成長しな

いので防風林の役目をさせるためには 

300年から400年かかると思います。現在、海岸沿いにあるカシワはどれも100年以上

経ったものばかりですが、それであの状態ですのでもう少し選定を考えた方が良いと思い

ます。 

 

7.都市整備コンサルタント 宮越  

そうですね。前にも話しましたが、現在の日高南部森林管理署、前の浦川営林署に勤

務していた時に襟裳の防風林を手掛けていまして、その時に植樹したクロマツは非常に

成功しました。その理由としては土壌の関係もあると思うのですが、そうゆう事も参考

にして頂いてカシワ垣だけにこだわらない方が良いと言う意見は私も大賛成です 

 

8.あつたの森支援の会「やまどり」 小林 

在来種と言うものがありますから、そうゆう樹種の選定を主体に考える方が良いと思

います。 

 

9.都市整備コンサルタント 宮越  

わかりました。今の貴重な意見はまとめの中に付記させて頂きます。ありがとうござ

いました。他に意見はございませんか。 

10.石狩森林ボランティア「クマゲラ」 関  

関連ですが、樹種の選定は地元で 20種類は

準備が出来るのですが、それらから選定したと

して将来的に山の林相をどの様にして行くか、

例えば広葉樹と針葉樹の比率どうして行くか

などの森林計画を立てる必要があると思いま

す。私たち「クマゲラ」が行っている実施方法

は針葉樹2、広葉樹8の大まかな比率で植林し 

ていますが、それは、厚田山麓の樹種の分布図を見るとだいたい 2：8で分布しているか

らです。 
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11.都市整備コンサルタント 宮越  

針葉樹は多分トドマツだろうと思いますが、広葉樹はどの様な樹種ですか？ 

 

12.石狩森林ボランティア「クマゲラ」 関  

ミズナラとかドロノキとかです。 

 

13. 南建設水道部長 

具体的にどの様な木があるのか何種類か挙げて頂ければと思います。 

 

14.石狩森林ボランティア「クマゲラ」 関  

はい、エンジュ、ミズナラ、ホオノキ、カツラ、エゾヤマザクラ、チシマザクラ、ク

ルミとか地元でもよくある木です。 

 

15.あつたの森支援の会「やまどり」 小林 

今、ミズナラだとかクルミだとかホウノキの名前を挙げて頂いたのですが、先に防風

林の事を考えて思う事は、厚田地区にある在来種であってもどこの場所でも必ず育つも

のではありません。例えば、クルミやホウノキなどは山の中の方に入らないと育ちませ

ん。ですので、一番海岸の近くで育つ木を選定してその木の成長がうまくいけば内陸の

木も育つと思います。そして最後に針葉樹を植樹することになります。厚田の海岸を見

た時に針葉樹やホウノキないと言う事です。 

 

16.都市整備コンサルタント 宮越  

防風保安林の効用を図るにはどのような樹種がいいのか、或いは用材林の育成を目的

とするその前に植えなければならない木はどれかなど、どちらの意見も大事であり、森

林計画を立てる段階で石狩市において十分に検討して頂きたいと思います。ただ、現在

治山事業が具体的に進むと言う段階になってきていますので是非この点につきまして考

えてもらいと思います。他にどなたか意見はありませんか？ 

 

17.藤女子大学 

 人間生活学部人間生活学科 田岡 

2ページ目の構想図に教育林だとか学校林

と言うように色々な名前が付いているので

すが、これは場所の名前なのかそれともどう

ゆう事ですか？ 
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18.都市整備コンサルタント 宮越  

学校林と言うのは、小学生や中学生がこの場所に来て色々な木を植えるための場所の

意味で教育林とはやはりその場所で森の勉強をすると言う事です。 

 

19.藤女子大学 人間生活学部人間生活学科 田岡 

わかりました。 

20.小林 

今までのワークショップおいて皆さん達と

案を出し合って構想図を作ってきました。自

分たちはここまでで、実際の運営には携われ

ないと思いますが、問題は実際に整備して行

く時に現地の地形や土壌などの影響で構想図

どおりに行かない場合が出てくると思います

が、この点についてどの様に考えていますか。 

 

21.都市整備コンサルタント 宮越  

私もこのワークショップの座学の最後に言おうと思っていたのですが、今言われたよ

うに気象や土壌や地形によって構想図と違うところが実際に幾つか出てくると思います。

しかし、今まで継続的にこのワークショップの本来の目的である 200haの市民の森を作

ると言う大前提に立って色々な議論をしてきました。今まで私達が議論してきた内容の

幾つかは埋没されてしまって実現しないかもしれないが、あの 200haの森を作る事の大

きな目的は変わらないだろうと思います。整備に向けて手法、或いは内容が我々と違っ

た方向になるかもしれませんが、5回のワークショップで話した結果は多少の紆余曲折が

あったとしても達せられるだろうと期待を持って答申して行きたいと考えています。 

 

22.小林 

この問題は今の田岡市長が市長になられた時に市長の公約として「環境都市石狩シン

ボルとなる森づくり」を提唱されている訳ですが、その中に森林の超長期的取り組みと

してここの200haのプロジェクトをうまく成功させて行きたいと言う事を言っています。

企業の資金力、大学の知力の蓄積、市民の行動力やその他もろもろを全部合体し、これ

を公式なモデルケースにしたいと言う事を公約にしている訳です。と言う事は、多分そ

の時点から企業か誰かは分かりませんが、どなたかが請け負ってこのプロジェクトを推

進して行こうと言う計画があったのだと思います。それに市民の意見を今回のワークシ

ョップを通じて取り入れようと言う事であって実際の推進母体は別にあるのではないか

と言う気がします。そうすると、その人達の考え方によって基本理念を変わらないにし

ても物事がかなり変わってくる気がするのですが、その辺についてはどうでしょうか？ 



- 7 - 

23. 南建設水道部長 

市長からの詳細な話は特に聞いておりませんが、石狩市としては NPO団体と折衝して

おります。これは、カーボンオフセットを行いたい企業を NPO団体が募っているからで

す。そう言う企業があれば石狩市として認証書を与え、その木を植えた本数分だけその

企業が環境を良くして二酸化炭素を削減していると言う看板等も設置して行きたと思っ

ています。当然、企業ですから自分が環境に良い取り組みをしていると言うアピールに

なる訳でそう言う企業からの資金も森に投入しようと思っています。それと、そう言う

企業がどれ位の数があるかですが、NPO団体の話では結構な数があると言う事です。具体

的には現在、石狩湾新港で行っているライジングサンと言う音楽イベントを主催してい

る団体から植樹の申し出があるのですが、まだ、ワークショップの最中ですので来年度

からこの構想図をもとに植樹してもらうよう要請して参りたいと考えております。従っ

て今の段階から大きく構想図から外れる心配をされていますがそう言う事にはならない

よう努力して参りたいと思っています。 

 

24.都市整備コンサルタント 宮越  

今、南部長よりお話しがありました様に、今の段階から大きく構想図から外れる心配

はないと言う事なので、皆さんと一緒に見守って行きたいと思います。 

 

25.南建設水道部長 

もっと具体的は話を申し上げますと、現在 NPO団体を通じて幾つかの企業が名乗りを

上げてきたのですが、そのうち「消費者金融」の企業も早い時期から手を上げていまし

た。しかし石狩市としては、ワークショップが全部終わって、森全体の構想が出来た上

でどの様に申し出を受けるのか、それと市としてもイメージもありますので、企業を選

びたいと申し上げて今の段階ではストップをかけています。ですので、ワークショップ

が終わって構想が決まれば企業が先に植樹する場所を皆さんに了承を得てから始めて行

きたいと思っています。今力を入れているのは、JTBの旅行に関するカーボンオフセット

です。二酸化炭素を排出する飛行機やバスを利用する旅行者から 500円程度集め、その

旅行者が道内を回る途中で石狩市が提供した場所でカーボンオフセットを意識した植樹

をしてもらう事を考えています。以上の事を踏まえ、皆さんの意見を聞きながら取り入

られるものについては、取り入れて行きたいと思っています。 

 

26.都市整備コンサルタント 宮越  

他に何か意見はありませんか？ 
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27.あつたの森支援の会「やまどり」 小林 

私達のワークショップとしては一つの構想が出来た訳ですが、これがただの絵に過ぎ

ないと言えばそうなのかもしれませんが、これが第一のステップであってそれからの実

施に向けてお金や色々な問題を考えるのは第二のステップと思っています。先ほども話

しましたが、植栽木の選定にしても第二の段階の話になろうかと思います。ですので、

このワークショップとしては、議論して構想の絵が出来たと言う事で満足出来たと言う

気がしております。 

 

28.南建設水道部長 

私もそう思います。まず、ワークショップを通して議論し、構想を決めておかなけれ

ば、皆さんと石狩市の間に森に対するイメージの重なる部分ありません。まず皆さんか

ら意見を取り入れてお互い認識し、それに向かって石狩市も努力して行きたいと思って

います。 

 

29.都市整備コンサルタント 宮越  

他に何か意見はありませんか？ 

 

30.石狩森林ボランティア「クマゲラ」 羽田  

我々が行ったワークショップの成果とし

この構想が出来ました。今までお話があっ

たように恐らくすべてが構想の通りに実現

される事はないと思いますし、実施の事業

もこれから先何十年と言う長いスパンにな

ると思います。我々が一番心配なのは、当

初の森づくりをすると言う理念が、いつか

の時点で変ってしまわないような政策をず 

っと続けてほしいと言う事です。そのためには資料の中の「ふるさとの森実現に向けて」

にあります様に「市民の主体的な参加による森づくりが不可欠である」とありますが、

私はこれが一番大事な事だと思います。一部の市民やNPO団体やボランティアだけが行

うのではなく石狩市を挙げてこの森づくりをやっていると言う所をキチンと押さえて

おけば、ゆっくりであっても森づくりは進んで行くのではないかと思います。もう一つ

感じる事は、今は夢のような話ばかりしていますが、森づくりに至るまでには下準備が

すごく大事であり、その仕組みをどう作るかが課題になると思います。それとこの図の

中に「行政、企業、民間森林ボランティア」とありますが、民間森林ボランティアは数

が限られていますし、相関図にしてもこの様な共同で出来る三角にはならないだろうと

思います。むしろ私は市民と言う言葉を図の中に入れてほしいと思うのですが、市民を
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巻き込んでこの森づくりの下準備から関わる仕組みを考えていく必要があると思いま

した。 

 

31.石狩市環境活動員連絡会議 芳賀  

私もひとつよろしいでしょうか。ワークショップに参加してまだよく分らない部分が

あるのですが、そもそもこの森づくりは市長の公約でスタートしたのですか？ 

 

32. 南建設水道部長 

いいえちがいます。マニュフェストの中にも入っていますが、合併前の厚田村時代の

構想を引き継いでおります。 

 

33.石狩市環境活動員連絡会議 芳賀  

私達も1年間ワークショップに参加して構想

が出来ました。この案が一般市民に広報などで

いつ知らされるのでしょうか、ただ、このワー

クショップの活動自体まったく知らない人も

いると思うのですが、そもそもどの様な根拠で

このワークショップが活動しているのかわか

りません。それなのに実現に一歩を踏み出した

時に、構想が一番の土台になると言うのに、ど 

こかで潰れたり無くなってしまうのではないかと言う心配をしている訳です。ワークシ

ョップに対して随分評価されているところもあるとすれば、このまとめを全市民に何ら

かの形でオープンにする事は必要だと思います。そうすれば私達だけの意見だけではな

くもっと違ったアイデアが出てくる可能性があると思います。そう言う点でこのワーク

ショップの次の動きがどの様に成立されてどの様に市民に明らかにされて行くのか全然

見えない事が心配なのですが、その辺はどうなって行くのでしょうか？ 

 

34. 都市整備コンサルタント 宮越  

ワークショップを行っていることは広報で掲載していると言う事ですし、最終的な構

想が決定した時点でもインターネットに載せると言う事ですので、まったく市民 

に知らしめていない訳でありませんので、その辺でよろしくお願いします。他に意 

見はありますか？ 
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35. 石狩浜夢の木プロジェクト 安田  

私も 1年間ワークショップに参加し

てきたのですが、出来上がったものは

そこにも示されているのですが、考え

や理念はどうなっているのですが、そ

れが明確に言葉になって残った形にな

っているのですか？ 

 

36. 都市整備コンサルタント 宮越  

はい、今までの経過は全部整理して、石狩市に提出します。皆さんの手元には「ワー

クショップニュース」と言うことで要約して配布していると思いますが、今までの 4回

のワークショップと今回の詳細な会議記録はまとめて石狩市に提出します。 

 

37. 石狩浜夢の木プロジェクト 安田  

今までのワークショップの各回の記録が残ってそこに保存されると言う事でが、最後

に全体をまとめて「私達はこう言う理念の森をつくるとか、そのなかでこう言う事を目

指す」という様な総括したものを言葉では残さないのでしょうか？ 

 

38. 都市整備コンサルタント 宮越  

本日、構想図によるパースを皆さんに示す事が出来ましたので、事務局に戻ってさほ

ど長い文章にはならないと思いますが、総括として整理してまとめます。 

 

39. 石狩浜夢の木プロジェクト 安田  

市民に広報などで周知していると言う事ですがやはり理解している人はあまりいない

と思いますので、今後また、市民の声を参考にして実現へのステップを踏み出して行け

れば良いと思います。 

 

40. 都市整備コンサルタント 宮越  

わかりました。先を急ぐようで申し訳ないのですが、これから森に行きまして記念の

植樹を行う予定です。天気の事もありますし、時間通りに行動したいと思っていますの

で、ここで座学は終了させて頂きます。今回で、5回に渡りまして拙い司会で大変恐縮で

ございましたが、皆さんの熱心な議論の結果何とか 5回目の座学を終了させて頂くこと

が出来ました。皆さんからお話が出ておりますように絵に描いた餅にならない様に時々

皆さんも森に足を向けて頂いてどの様にこの事業が進んでいるか確認して頂きたいと思

います。ワークショップは終了しますが、実施の段階に移っても石狩市に対して率直な

意見などを申し上げることが出来ればもっと素晴らしい森になるのではないかと信じて
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います。本日、これから行う植樹が第一歩の現場であります。皆さんで良い汗を流して

この事業が成功に進むように祈念を致しまして私の司会を終わらせて頂きます。本当に

ありがとうございました。（14：30厚田総合センター終了） 
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41. 小谷地区あつたの森移動 14：45 

 石狩市とワークショップメンバーによる植樹風景  
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参加者全員による記念撮影 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

撮影終了後 

42. 都市整備コンサルタント 宮越  

専門家がおりますのに恐縮ですが、私の経験から言いますと、今70本の苗木を植えま

したが、この苗の植えた間隔は2m×2mで1haの広さに換算しますと2,500本になります。

普通これが50年から60年経つとカシワは別ですが、トドマツの場合直径が40cm位にな

ります。60年経って2,500本植えた木が300本残ると300立方といいまして、私みたい

な年寄りは知っているのですが、昔で言う千石山と言います。すなわち、その数だけ残

れば十分価がでると言う事です。それから行くと、今日植えた木が全部育てば皆さんの

技術は大したものです。70本植えた中の 30％、だいたい 20本が残れば大成功ではない

でしょうか。この森は 200haありますから、全部植えるとしたら、50万本の計算になり

ます。森の半分は自然の木が残っていますので、100haをこれからどの様にして行くかと

言う事を先ほど皆さんから色々な意見を頂きましたので石狩市の方も考えて頂だけると

思います。今日植えたカシワは防風林に最も適していると言われていますが、それだけ

ではなく、クロマツや七飯の国道沿いのアカマツもなども植えたり出来ます。ここは、

郷土の木がカシワですのでそれも選んだ理由です。そう言う事なのでここを通った時に

は楽しみに見ていってください。今日はありがとうございました。（15：50終了） 

 


