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2008年版小清水原生花園生態系管理マニュアルのご利用にあたって

　網走国定公園小清水原生花園（以下「小清水原生花園」という）は，次世代に引き継ぎたい北海

道の宝物として，2004 年 11 月に北海道遺産に指定されました．小清水原生花園がさまざまな攪乱

要因の存在下で維持されてきた二次的な草原であったことから，これまでのような「ただ放置して

おけば自然は守れる」という「保護」の考え方では，小清水原生花園の美しい景観を次世代まで維

持していくことはできないと考えられます．

2008 年版小清水原生花園生態系管理マニュアル（以下「管理マニュアル」という）は，適切な

管理をおこなうことによって生態系をよりよい状態に保つ「保全」の考え方にたち，小清水原生花

園の生態系管理方法・運用条件などを定めるものです．

　この管理マニュアルは小清水原生花園の生態系にのみ適用できるように作成されておりますので，

他の生態系の管理には使用できません．また，2008 年版の発行時点では，国道よりも南側（濤沸

湖側）の後背湿地部分については管理の方針が定まっていなかったため，ここでは国道より北側（オ

ホーツク海側）の砂丘部分だけを対象にしています．

　この管理マニュアルは，津田智（岐阜大学），冨士田裕子（北海道大学），安島美穂（東京大学）

が発案し，津田が作成した草案をもとに，津田，冨士田，安島，および間所一公（網走支庁）と安

達直哉（小清水町）を加えた 5 名で繰り返しの議論を重ね，2007 年 12 月に原案として第25 回網

走国定公園小清水原生花園風景回復対策協議会（以下「対策協議会」という）に提案されました．

その後，協議会を構成する関係各機関での検討をおこない，2008年3 月の第26回対策協議会の承

認を得て，同年4月1日付けで対策協議会から発行されたものです．著作権は対策協議会に帰属し

ます．
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■はじめに

　小清水原生花園はオホーツク海と濤沸湖とを隔てる長さ約7キロメートル，幅数百メートルの砂

州上に発達した植物群落である．細長い砂州上には，それを縦断するように国道(244号)と鉄道(JR

北海道釧網本線)が並行して敷設されている（図1参照）．国道を挟む南北で地形や植生は大きく異

なっている．国道の北側（オホーツク海側）は幅200メートルほどの砂丘帯になっており，ほとん

どの場所では比高数メートルの砂丘が2列に発達している．国道の南側（濤沸湖側）は後背湿地に

なっていて，主に平坦な湿性草原が湖岸まで続いている．

　小清水原生花園は人の干渉が始まるはるか昔からオホーツク海岸の砂州に成立した海岸草原だっ

たと推定される．近世になって人が入植した後も草原の植生は維持され，その後，エゾスカシユリ，

ハマナス，エゾキスゲなどの鮮やかな色彩の花が咲き誇る景勝地として，1951年に北海道の名勝，

また 1958 年には網走国定公園に指定された．この頃の植生景観はとくに何も対策をとらなくても

自然に美しい景観が維持されていたことから「原生花園」と呼ばれるようになっていった．ところ

が，原因は特定できないが，小清水原生花園の全域で 1980 年頃からナガハグサ（ケンタッキーブ

ルーグラス），オオウシノケグサ（レッドフェスク），オオアワガエリ（チモシー），コヌカグサ（レ

ッドトップ）などの外来牧草が目立つようになり，小清水原生花園の景観が損なわれはじめた．1990

年代に入るとほとんど美しい花が目立たない状況になっていった．

　名勝や国定公園に指定された頃と，1990 年頃の小清水原生花園の置かれていた状況との比較か

ら，いくつかの違いが見つかった．小清水原生花園が美しい花で満ちていた頃は，漁船を浜に上げ

るための馬が番屋付近を中心に放牧され，一時は牛の放牧もおこなわれていた．また，小清水原生

花園内を縦断している釧網本線の蒸気機関車が 1975 年に廃止されるまで，機関車からこぼれる火

の粉が原因の野火が頻繁に発生していた．さらに，具体的な数字や年代は特定できないが，昔は周

辺の河川から大量の砂が砂州に供給されていたのが，河川改修が進んだことで海から砂州への砂の

供給量が減ってきていた．野火，家畜放牧，飛砂など小清水原生花園を痛めつけているように見え

る要因（攪乱）が，そのころを境にしだいに排除されたことが原因となって原生花園の衰退を招い

ているのではないかと考えられた．

　この地域の重要な観光資源である小清水原生花園の景観が荒廃してしまうことの危機感から行政

や地方議会の場で小清水原生花園の再生がたびたび議論されるようになっていった．そのような危

機意識の高まりにより，小清水町は1983年から1987年まで伊藤浩司北海道大学教授(当時)に小清

水原生花園の植生回復について調査を委託した．委託を受けた伊藤教授のもとでは，小清水原生花

園のうちの濤沸湖側にひろがる湿地部分の野焼きをおこなったが，砂丘側の野焼きは実施されなか

った．長年にわたって野焼きを繰り返して維持されてきた阿蘇や秋吉台などの多くの半自然草原と

は異なり，小清水原生花園には火を入れた実績が無かったため野焼きの実施には科学的な根拠が必

要だったが，この時の野焼き試行では科学的なデータが十分には得られなかった．その後，野焼き

のアイディアは北海道からの調査委託を受けた辻井達一北海道大学教授(当時)に受け継がれた．
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　小清水原生花園は，優れた自然景観，観光施設の充実，交通アクセスの良さなどの要素により，

多くの観光客を集めている．そのため，網走国定公園や北海道の名勝に指定されており，自然公園

法と北海道文化財保護条例によってさまざまな行為が規制を受けている．また，森林は未発達な部

分がほとんどを占めているが，国有林の飛砂防備保安林と保健保安林になっているため，森林法に

よっても管理方法が規定されている．これらの法律や条令では北海道知事や北海道教育委員会の許

可を受けなくてはならないが，このマニュアルは，許可申請する前の段階で管理方法や管理の実施

要件を整理しておくために使用するものである．

■火入れ実験と事業野焼き

　辻井教授のもとでは，10m×10mから20m×40m程度の小面積で，1990年から3年間の火入れ実験

が実施された．小清水原生花園景観が美しかった頃には釧網本線の蒸気機関車が原因で野火が発生

していたことから，人工的に野火を起こすこと（火入れ）で，かつての攪乱の要因を再現しようと

いうもくろみがあった．3 年間の実験火入れでは，火入れ時の地上および地下の温度変化が測定さ

れ，地上ではある程度の高温になることがわかったが，地下にはほとんど温度が伝わらないことも

明らかになった．また，火入れをすると植物の生長が多少遅れることや牧草類の繁茂が抑制される

ことなどがわかった．これらの研究結果に基づいて2 回目の実験終了後の1992 年 3 月に研究グル

ープの私的な報告書を作成し，3 回目の実験終了後には，「小清水原生花園における火入れ実施へ

の提案」（付録 1）を作成した．それらは北海道網走国定公園管理事務所（現在は北海道網走支庁

環境生活課）や小清水町等の関係機関に提出した．この提案により1993年から北海道網走支庁（以

下「支庁」という）が事業主体となった野焼きが開始されることとなった．最初の事業野焼きは，

小清水原生花園の東端に近い約10 haの地域で1993年5月11日に実施された．その後，1994年11

月には対策協議会が設立され，事業野焼きの体制が整った．（付録 2「網走国定公園小清水原生花

園風景回復対策協議会設置要綱」参照）

■管理地域区分

　小清水原生花園はオホーツク海と濤沸湖とを隔てる長さ約7キロメートルにわたる砂州上の植物

群落である．国道よりも海側はハマニンニク群落を中心とした砂丘の植生が発達しており，国道よ

りも南の濤沸湖側はヨシ群落を中心とした後背湿地の植生が発達している．小清水原生花園の中央

近くには JR 釧網本線原生花園駅（臨停）と売店，インフォメーションセンターなどからなる観光

拠点があり，天覧ヶ丘と呼ばれる高台からは，小清水原生花園植生景観はもとよりオホーツク海を

隔てて遠く知床半島が一望できる．
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　ただ単に放置しておくだけでは景観が悪化してしまう小清水原生花園を良好な景観のまま維持し

ていくためには，その場所に最も適当な管理方法を選択し，適切に実施する必要がある．広大な小

清水原生花園全域をすべて同じ管理方法によって管理することは事実上困難であることと，小清水

原生花園内でも場所ごとに適切な管理方法が異なる可能性があること，および，問題点に対してき

め細かく管理方法を選定していく必要があることなどの理由により，管理方法の選定を容易にする

ために小清水原生花園を4段階の管理地域に区分する．

　この管理マニュアルではおもな対象を国道よりも北側の砂丘部分としており，それぞれの配置は

図1の地形図および図2の模式図に示すとおりになっている．東側は浜小清水のフレトイ展望台（キ

ャンプ場踏切:146.2キロポスト）から西側は北浜の濤沸川鉄橋（153.8キロポスト）までの範囲で，

国道よりも南側（濤沸湖側）の後背湿地と牧場については，管理方法の見通しが立った段階でマニ

ュアルの改訂により順次追加するものとする．

　この管理地域区分は管理体制の違いによって分けられたものだが，実際の管理にあたっては法令

に定められている手続きにしたがって実施しなければならない．そのため，それぞれの地域で必要

な管理方法が決定しても，北海道知事および北海道教育委員会の許可が下りてからの実施になる．

詳細は次の管理方法の項を参照すること．

(1)第I種地域

　観光資源としての小清水原生花園景観を維持するために，すべての管理方法の中からそのときに

必要な管理方法のいずれか，または全部を選択して実施することができる．ただし，現在のところ

管理方法として使用することを認めていない播種，補植，放牧については，対策協議会で審議し，

風景回復に不可欠と認めた場合のみ実施することができる．

　観光客の多くが立ち寄る天覧ヶ丘周辺（鉄道149.1キロポストから149.8キロポスト）と，現在

でも比較的景観の優れている北浜駐車場付近（鉄道152.5 キロポストから152.9 キロポスト）の2

ヶ所とする．

(2)第II種地域

　小清水原生花園景観を維持するために，野焼き，不要植物駆除（外来種駆除，景観悪化要素駆除）

などの管理方法を単独，または複数同時に実施することができるが，選択できない管理方法がある．

第I種地域よりも管理方法の選択肢が少なく，より自然の状態での景観維持を図る地域である．

　第Ⅰ種地域に指定されている場所を除く国道と鉄道に挟まれたほとんどの場所．

(3)第III種地域

　野焼きと外来種駆除以外の管理はできない．第 II 種地域よりもさらに自然状態での景観維持を

目指す地域である．

　第I種，第II種，第IV種地域を除く地域で砂丘側の大半を占める．

(4)第IV種地域（無管理）

　基本的には通常の植生管理はおこなわない地域であるが，外来種の侵入などの不測の事態が発生

した場合は，対策協議会の承認を得て一時的な管理をおこなうことができる．
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　キャンプ場踏切からフレトイ展望台を経て転石踏切の間に点在するカシワ林を含む地域と，その

西に隣接する約8ヘクタールの草原は火入れ地の対照地として無管理のまま保存する．なお，道路・

鉄道の用地および施設，番屋，民有地，観光施設ならびにそれらの隣接地などは面積が小さいので

地域指定しないが，対策協議会が必要と認めない限り管理は実施しない．

　

　第 I 種から第 IV 種までのそれぞれの管理地域区分における選択可能な管理方法については，8

ページの一覧表（表2）を参照のこと．

　また，現在は実施されていない管理方法でも，今後の管理方法の提案・改善などに必要な小面積

の実験に関しては，地域区分とは無関係に対策協議会の承認により実施できるものとする．ただし

景観に配慮し，観光客の多い地域や期間での実験では，実施面積や調査者の人数を最小限にとどめ，

場合によっては看板等を設置するなどの適当な措置をとらなければならない．（景観回復事業の実

施に先立つ予備実験の項を参照）

■管理方法

　管理マニュアルでは，下記の8つを管理方法として定める．これらの管理方法のうち，どれを選

択するかは対策協議会のもとで決定するが，小清水原生花園が国定公園，北海道の名勝，保安林に

指定されているため，自然公園法，北海道文化財保護条例，森林法などに則って計画し，また，北

海道知事，北海道教育委員会等の許可のもとで実施するものとする．

(1) 野焼き

　国道よりも北側の砂丘地帯では1993年から野焼きをおこなっている．事業化された頃は火入

れ面積や場所もきちんと定められていなかったが，現在は小清水原生花園全域を 4 分割してロ

ーテーションを組むことにより，雨天等で中止の年があったとしても4~5年に1度は火が入る

ように設定されている．ハマナスの着花状況に基づくインターバル設定だが，今後も4~5年の

インターバルを維持していくものとする．小清水原生花園の砂丘側を図 1（11 ページ）および

図2（12ページ）に示すとおり，第IV種地域を除く小清水原生花園の全域をそれぞれの野焼き

区域の長さがおよそ1.5kmになるように4区分し（東からA区,B区,C区,D区），毎年1ヶ所ず

つ火入れをおこなうものとする．野焼きは東端の A 区から西に向かって毎年 1 区画ずつ移動さ

せ，雨天中止がなければ4年で全域の野焼きが完了する．D区の野焼きを実施した翌年はまたA

区にもどり，この作業を繰り返し実施すものとする．2007 年度の野焼きは C 区で実施している

ので，2008年度の野焼きはD区，2009年度は再びA区という順番になる見込みである．なお，

この野焼き地域区分は，管理地域区分（第I種から第IV種地域）とは独立のものなので，図2

の地域区分の模式図で確認すること．

　火入れの時期は，牧草類以外の植物が休眠している 4 月下旬から 5 月上旬にかけての期間に
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おこなうこととする．日程や人員の調整などは支庁環境生活課と小清水町との協議により決定

し，野焼きの実施には対策協議会の承認を得なければならない．

　野焼きは，自然公園法，森林法，北海道文化財保護条例でそれぞれ「火入れ」として規定が

あるため，支庁環境生活課は火入れ区域の決定後に北海道知事および北海道教育委員会に許可

申請を行わなくてはならない．

(2) 不要植物駆除1（外来種）

　現在の小清水原生花園には多数の外来種が侵入しているが，牧草類については引き抜いたり刈

り取ったりしても完全には駆除できない状況に達しているので，牧草の駆除または勢力の低下に

ついては基本的には野焼きで対応する．牧草以外の外来種は，まだ個体数が少ないので，個別の

駆除が可能である．

　生息環境の限られている在来種の生息地では，外来種の放置が在来種の絶滅につながる場合が

あり，マングース，カミツキガメ，オオクチバス，セイヨウオオマルハナバチなどに代表される

外来種のコントロールが全国的に重要な課題となっている．小清水原生花園の場合は今のところ

植物に限られるが，海岸砂州上の特殊な生育環境に発達した草本群落であるため，繁茂すると在

来種の生育を脅かす可能性が高い外来植物を表1のように区分し，駆除の対象とする．牧草類以

外の外来種については，なるべく短期間のうちに駆除する必要があるため，第I種から第III種

の地域については，支庁環境生活課と小清水町の判断で北海道および北海道教育委員会への許可

申請に入ることができる．北海道知事および教育委員会の許可が下りしだい駆除作業に取りかか

るのが望ましいが，許可の下りる時期が冬季に入ってしまうと見込まれる場合は，翌年に作業が

おこなえるように適宜調整する．この場合，直近の対策協議会において承認を受けなければなら

ない．第 IV 種地域で駆除作業をおこなう必要がある場合は，前もって対策協議会の承認を得な

ければならない．

　2008 年現在で環境省が特定外来生物に指定している植物（付録 5 参照）の侵入が認められた

場合は，通常の管理業務の一環として直ちに駆除し，その旨を対策協議会，北海道，北海道教育

委員会などに報告する．

　不要植物駆除の外来種駆除と景観悪化要素駆除，および刈り払いについては，自然公園法，森

林法，北海道文化財保護条例で規定される「採取」とみなして許可を得ることとする．また，外

来種駆除については特定外来生物法で規定があり，環境省の定める特定外来種（付録5参照）の

小清水原生花園への侵入は未然に防ぐよう監視しておかなければならない，現在のところ，小清

水原生花園への特定外来種の侵入は確認されていないが，小清水原生花園に侵入している外来種

のうちメマツヨイグサ，ヘラオオバコ，アメリカオニアザミ，シバムギ，外来タンポポ種群，セ

イタカアワダチソウ，カモガヤ，オオアワガエリなどは環境省の定める要注意外来生物リスト（付

録5参照）に掲載されているため，拡大することの無いよう注意を要する．

　なお，外来種の駆除作業ではあっても観光客等の誤解を招かぬよう配慮しなければならない．
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表1．駆除方法による対象植物の区分

(3) 不要植物駆除2（景観悪化要素在来種）

　外来種以外の植物は基本的に駆除しないが，一部の在来種は小清水原生花園の景観を著しく

損ねる場合があるため，景観維持あるいは回復のための駆除を認める．2008 年版の管理マニュ

アルではオオヨモギとネナシカズラの 2 種を景観悪化要素在来種とする．これら 2 種について

は小清水原生花園景観が著しく悪化した場合または悪化が懸念される場合に駆除を実施する．

　これら 2 種の駆除は原則として第 I 種管理地域とその年に野焼きを実施した区画のうちの第

II 種地域に限定する．これら 2 種の繁茂を確認してから北海道および北海道教育委員会（自然

公園法，森林法，北海道文化財保護条例に対応）に許可申請していては駆除時期を逸してしま

う可能性があるため，年度当初にあらかじめ第I種管理地域と当年の野焼き地区内の第II種管

理地域を駆除範囲として申請することができる．

　北海道および北海道教育委員会に駆除作業を申請した範囲内の任意の場所においてオオヨモ

ギの密度が 1 m2あたり 50 個体以上になるか，または群落の最上層を 50 %以上の面積で覆うよ

うな場合，その地点の周辺でオオヨモギの駆除作業をおこなうことができる．観光のハイシー

ズン直前（晩春から初夏）頃を作業の適期とする．

　ネナシカズラに関しては，面積10 m2程度以上のコロニーが第I種管理地域内では20個以上

認められる場合に駆除作業をおこなうことができる．また，当年の野焼き実施区域の第II種地

域でネナシカズラのコロニー（面積 10 m2程度以上）が国道沿線の 100m あたり 10 個以上確認

できる時に，その区間で駆除作業をおこなうことができる．花をつけてから種子散布にいたる

前の，晩夏から晩秋の頃を作業の適期とする．

　オオヨモギおよびネナシカズラの駆除作業の日程や対象地域の範囲などは支庁環境生活課と

小清水町の協議により決定し実施することができる．

(4) 薬剤散布

　鱗翅目昆虫の幼虫によって原生花園の重要な景観構成要素になっているエゾスカシユリやハ

マナスの花序が食害を受けることが近年になってしばしば認められる．そこで，観光客の大

半が訪れる第 I 種管理地域に限り，自然環境に配慮した上で必要最小限の範囲内で薬剤散布を

植物
a 牧草類 個別の駆

除は困難
野焼きや草刈りで勢力を低
下させる

ケンタッキーブルーグラス（ナガハグサ），
レッドフェスク（オオウシノケグサ），チモ
シー（オオアワガエリ），レッドトップ（コ
ヌカグサ），オーチャードグラス（カモガ
ヤ）など

マーガレット（フランスギク），ペルシア
ジョチュウギク（アカバナムシヨケギク），
アメリカオニアザミ，アラゲハンゴンソウ，
ヒメジョオン，セイタカアワダチソウ，メマ
ツヨイグサ，ムラサキツメクサ，シロツメク
サ ，外来タンポポ類など

オオキンケイギク，オオハンゴンソウ，アレ
チウリなど，外来生物法で特定外来生物に指
定されている植物，およびヘラオオバコ，シ
ナダレスズメガヤなど，要注意外来生物に指
定されている植物など

侵
入
未
確
認

侵
入
を
確
認

区分 駆除方法

牧草類以外b 個別の駆
除が可能

可能な限り早急に引き抜く
（法令に則って手続き後）
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実施できる．具体的には天覧ヶ丘（B-I区）では遊歩道沿いの場所，北浜駐車場（D-I区）では

国道の歩道沿いの場所の狭い範囲だけに限り，使用する薬剤も環境に影響の少ないものを選ば

なければならない．薬剤の散布を実施するかどうかは前年の鱗翅目幼虫の発生状況から，支庁

環境生活課と小清水町の協議により決定し，対策協議会の承認を得て実施するものとする．薬

剤散布については北海道文化財保護条例に幼虫防除の規定があるのでこれに従う．

(5) 刈り払い（樹木種の伐採を含む）

　野焼きが春先の枯れ草除去に有効であるのに対し，植生の刈り払い（草刈り）は植物の勢力

を低下させる効果があると考えられる．とくに外来牧草類を刈り払うことは在来種の増加に効

果がある．第 I 種管理地域で牧草類が圧倒的に優勢になった場合は，景観維持を目的として通

常業務の範囲内で植物の刈り払いを実施できる．

　小清水原生花園にはエゾノコリンゴ，ハマナス，マユミなどの木本植物（おもに低木）が生

育しており，これらの木本植物は長い年月の間には次第に増加していくだろうと予想される．

小清水原生花園の景観を草原状態のまま保つためには，多くなりすぎた木本種を必要に応じて

伐採しなければならない場合が出てくる可能性がある．また，病害虫や野焼きにより枯死した

木についても，景観保護の観点から伐採する必要が出てくる可能性がある．これらの木本種伐

採は，対策協議会で必要と認められた場合に実施できるものとする．なお，伐採木等は可能な

限り搬出しなければならない．

　木本植物の伐採については自然公園法で「木竹伐採」，また，森林法と北海道文化財保護条例

では「伐採」として規定されているため，対策協議会の承認後に北海道および北海道教育委員

会に伐採申請をおこなわなくてはならない．

(6) 播種（道路緑化を含む）

　小清水原生花園では基本的に播種は認めない．災害や予期しない攪乱（人為的なもの）のた

めに，小清水原生花園の植生景観が著しく損なわれた場合にのみ，対策協議会の承認のもとに

局所的な播種を認める場合がある．但し播種が認められた場合でも，種子の供給源は小清水原

生花園の範囲内とし，他の生育地からの種子の持ち込みは禁じる．播種に不適切な種子を用い

たことが明らかになった場合，対策協議会はこの行為の責任者に対して播種した全植物個体（種

子および発芽個体）とそれらから二次的に発生した植物のすべてを回収するように勧告するこ

とができる．

　やむなく播種を実施する場合，森林法および北海道文化財保護条例には規定がないため，自

然公園法に則って北海道に許可申請しなければならない．

(7) 補植

　前項の播種と同様に補植は基本的に認めないが，対策協議会が補植をやむを得ず認める場合

でも，補植に用いる植物は小清水原生花園内に生育する植物，またはそれらの挿し木，挿し芽，

株分けなどに限り，他の生育地からの導入を禁じる．補植についても対策協議会で事前に承認

を得なければならない．補植に不適切な植物を用いたことが明らかになった場合，対策協議会
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はこの行為の責任者に対して補植した全植物個体および補植した植物から二次的に発生した植

物個体のすべてを回収するように勧告することができる．

　なお，補植については自然公園法，森林法，北海道文化財保護条例のいずれにも規定がない．

(8) 放牧（牧場以外での放牧）

　牧場以外での放牧は認めない．2008 年度版の管理マニュアルでは，牧場の含まれる国道より

内陸の濤沸湖側を対象としていないので，今のところこの管理マニュアルに規定される小清水

原生花園の全域で放牧は実施できない．小清水原生花園の景観維持のためには放牧が必要不可

欠と考える者は，対策協議会にその必要性と管理方法を説明し，放牧による管理の提案を要請

する．対策協議会では審議の上，放牧を認めることがあるが，小清水原生花園景観維持または

回復に効果がないと認められる場合は，直ちに放牧の中止を勧告することができる．

管理地域区分と管理方法の関係は下の表2のようになっているが，小清水原生花園は自然公園

法，森林法，北海道文化財保護条例によって管理作業を含むさまざまな行為が制限されているた

め，小清水原生花園で実施されるすべての管理作業のうち，法令で規定のある管理方法について

は，上記の法令に則って北海道または北海道教育委員会から許可を受けなければならない．

表2．管理地域区分と実施可能な管理方法，および対策協議会等における手続き

地域区分 場所
網走支庁環境生活課と小清水

町との協議注1）

小清水原生花園風景回復対策

協議会の承認注2）

天覧ヶ丘周辺（B-I区）
第I種地域

北浜寄り駐車場付近（D-I区）

不要植物駆除 1,2 (外来種，オ

オヨモギ，ネナシカズラ)

野焼き，刈り払い，薬剤散布，

播種注3)，補植注3)，放牧注3)

第II種地域
国道と鉄道の間の地域（第 I

種地域を除く）

不要植物駆除 1,2 (外来種，ネ

ナシカズラ)
野焼き

第III種地域
国道より北のオホーツク海側

（第I種，第II種地域を除く）
不要植物駆除1 (外来種) 野焼き

第IV種地域

フレトイ展望台から転石踏切

までのカシワ林とそれに隣接

する草原

　 不要植物駆除1 (外来種)

注1）「協議」とは，網走支庁と小清水町の構成員各課長の協議と合意を意味する。

注2）「承認」とは，案件に対して審議し，協議会構成員（出席者）の全員一致で承認されるものとするが，それに至らない場

合は対策協議会構成員（出席者）の3分の2以上の多数で可決する。

注3）現在は基本的には認めていない。
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■ 試験研究

　小清水原生花園は非常に優れた自然景観であるため，国民や道民の財産であると同時に，さまざ

まな試験研究の材料としても魅力的な場所でもある．小清水原生花園の風景回復対策の一環として

の試験研究は 1990 年以降継続的に実施されているが，それ以外の研究にもフィールドを提供する

ことができる．以下に管理事業関連の予備実験とその他の試験研究に分けて規定する．

(1) 事業化に先立つ予備実験

　小清水原生花園における風景回復事業（生態系管理事業）のうち最も重要な管理方法にな

っている野焼き(草原火入れ)は，1990 年から 1992 年にわたる３回の小面積火入れ実験の成

果をもとに実施されているものである．また，国道より北側の砂丘帯では，現在は放牧が中

止されているが，これも天覧ケ丘（1994年， 1995年）とＡ－III区（1996~1999年）で実施
された 2 度の放牧実験に基づくものである．植生景観の回復や自然の再生を目的とする事業

を開始する前に，適切な予備実験を繰り返しおこなうことは，大規模な事業によって小清水

原生花園景観を逆に悪化させてしまうというリスクを減らせるので非常に重要である．この

ような事業化前の小規模な予備実験は「小清水方式」として，今後とも継続していくことが

望ましい．

　現在は実施されていない管理方法でも，今後の管理方法の提案・改善などに必要な小面積

の実験に関しては，地域区分とは無関係に対策協議会の承認により実施できるものとし，成

果の報告を義務づける．研究の実施にあたっては景観に配慮し，観光客の多い地域や期間で

の実験では実施面積や調査者の人数を最小限にとどめ，場合によっては看板等を設置するな

ど，適切な措置をとらなければならない．

(2) その他の試験研究

　小清水原生花園の風景回復事業とは直接的に結びつかない試験研究で，小清水原生花園を

対象に実施される研究活動については，支庁環境生活課と小清水町で当該試験研究の目的や

方法などを精査し，小規模で小清水原生花園景観に影響が少ないと判断できる場合は，両者

の協議によって研究目的の利用を認めてよいが，小清水原生花園風景回復対策協議会に対し

試験研究が開始された旨を報告しなければならない．また，試験研究が比較的大規模で小清

水原生花園景観に影響がでる可能性があると判断された場合，または影響の有無が判断でき

ない場合は，対策協議会で当該研究について審議する．小清水原生花園風景回復対策協議会

は，研究規模の大小に関わりなく試験研究を実施している研究機関あるいは研究者に対して

いつでも成果の報告を求めることができ，試験研究の継続に問題があると判断された場合は

試験研究を中止させることができる．

　試験研究の実施にあたっては，観光客の目に触れやすい第I種管理地域や第II種管理地域

を避け，なるべく第III種地域での実施を求めることとする．
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■管理マニュアルの改訂

　管理マニュアルは第26回対策協議会(2008 年3月26日)において承認され，2008年4月1日よ

り発効する．本管理マニュアルの失効，改訂，修正には対策協議会の承認が必要となる．協議会の

委員以外からの改訂や修正の要望については支庁環境生活課または小清水町が受け付け，対策協議

会で審議しなければならない．
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図1　小清水原生花園の管理地域区分

火入れ境界

火入れ境界

火入れ境界

火入れ境界

I種

I種

IV種

B区

C区

D区

A区

国道２４４号

火入れ境界

オホ－ツク海

釧網本線
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Dw-III De-III C-III B-III A-III

Dw-II De-II C-II B-II A-II

D-I B-I IV

図2　地域区分の模式図と一覧表

記号 区分 キロポスト

IV 第IV種地域（浜小清水寄りの無管理区） 146.2-147.5

A-II 火入れA区　第II種地域 147.5-149.0

A-III 火入れA区　第III種地域 147.5-149.0

B-I 火入れB区　第I種地域（天覧ヶ丘周辺） 149.0-149.8

B-II 火入れB区　第II種地域 149.8-150.5

B-III 火入れB区　第III種地域 149.8-150.5

C-II 火入れC区　第II種地域 150.5-152.0

C-III 火入れC区　第III種地域 150.5-152.0

De-II 火入れD東区　第II種地域 152.0-152.5

De-III 火入れD東区　第III種地域 152.0-152.5

D-I 火入れD区　第I種地域（北浜寄りのパーキング前） 152.5-152.9

Dw-II 火入れD西区　第II種地域 152.9-153.8

Dw-III 火入れD西区　第III種地域 152.9-153.8

国道

鉄道

至浜小清水至北浜

▲152.0 ▲150.5 ▲149.0 ▲147.5▲153.8 ▲146.2
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付録1「小清水原生花園における火入れ実施への提案」

火入れ実施への提案　　　　　　　　　　　辻井達一，冨士田裕子，津田智，西坂公仁子

　1990年から1992 年にわたり3回の火入れ実験をおこなってきたが、火入れ前の植物の生育程度

や、その時の気象条件などは、実験をおこなった年ごとに異なり、火入れ時の火力を決定する諸要

因が3回の実験ですべて同一になっていたわけではない。したがって、これまでおこなってきた実

験だけでは、火入れが原生花園の植生に与える影響を一般論として確立するにはいたっていない。

しかし、現時点でも以下のような傾向が認められている。

2. 5 月の火入れでも温度上昇は地上部のみで、土壌中の温度はほとんど変化しない。したがっ

て、地下数センチメートルに産みつけられたカラフトキリギリス卵への影響は無い。

3. 火入れにより、ナガハグサ、オオアワガエリなどの牧草の現存量は減少し、イワノガリヤ

ス、ナミキソウ、エゾフウロなどは増加した。

4. ハマナスは火入れ後すぐには着花しなかったが、シュート（苗条）の数は増加した。

　これらのことから、原生花園の復元に対して火入れが多少の効果を持ち、同時に少なくとも悪い

影響を与えることはないと言える。

　今後、火入れが植生に与える影響または効果を一般論として確立していくためには、さらに実験

を繰り返し、データの集積をおこなわなくてはならない。また、原生花園を復元するための最適な

火入れのインターバルについては今後の検討課題として未着手のまま残っている。そこで、火入れ

実験およびその後の植生調査等はこれまでと同様の方法により実施する必要がある。

　しかし、原生花園の衰退は年々進んでおり、実験による最終的な成果が得られるまで放置し得な

い状況まで切迫している。そこで、これまでに得られた成果を根拠とし、植生復元事業としての火

入れを下記の要領で実施することを提案する。

記

以上

火入れ実施日　平成5年5月中旬

火入れ場所　網走国定公園小清水原生花園地域の東端よりの第2種特別地域

1. 実験区：上記地域中の平成4年度火入れ実験区（20×60ｍ）内の20×20ｍ

　　2. 事業区：上記地域の西半分（約9 ha）の地域
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付録2「網走国定公園小清水原生花園風景回復対策協議会設置要綱」

網走国定公園小清水原生花園風景回復対策協議会設置要綱

（目的）

第1条 本協議会は，網走国定公園の小清水原生花園を特徴づける花を咲かせる植物が衰退傾向

にあり国定公園指定当時の風景が見られなくなったため，花が原生花園一帯に美しく咲

く風景の回復を図ることを目的とする．

（名称）

第2条 この協議会の名称を網走国定公園小清水原生花園風景回復対策協議会（以下「協議会」

という．）と称する．

（協議事項）

第3条 協議会は，風景回復にかかる次の事項について協議する．

1 風景回復に係る基本方針に関すること．

2 風景回復に係る方策および環境への影響に関すること．

3 自然環境の調査研究に関すること．

4 その他必要な事項．

（組織）

第4条 協議会は，別表1に掲げる構成員をもって組織する．

（会長）

第5条 協議会に会長を置く．

1 会長は，網走支庁長とする．

2 会長は，協議会を代表し会務を統括する．

3 会長に事故あるときは，会長が予め指定する者が会長の職務を代理する．

（幹事会）

第6条 協議会に幹事会を置く．

1 幹事は，網走支庁，小清水町，網走南部森林管理署とする．

2 幹事会は必要の都度開催する．

（運営）

第7条 協議会の運営は次のとおりとする．

1 会長は，必要の都度会議を招集し，これを主催する．

2 会長は，協議会の運営上必要があると認めたときは，構成員以外の関係者（別表 2）から意

見を聴くことができる．

（事務局）

第8条 協議会の事務局は，網走支庁（地域振興部環境生活課）に置く．

付則 　
　　この設置要綱は，平成6年11月11日から施行する．
　　　平成 9年1月22日　改正
　　　平成10年1月19日　改正
　　　平成10年4月20日　改正
　　　平成11年4月22日　改正



16

付録3「網走国定公園小清水原生花園風景回復対策協議会設置要綱」別表1および2

2007 年度現在の網走国定公園小清水原生花園風景回復対策協議会設置要綱に指定されている構成

機関及び構成員（別表1および2）

別表1 （行政機関）
北海道網走支庁 環境生活課
網走南部森林管理署 業務第一課
小清水町 産業課商工観光係
北海道教育庁網走教育局 生涯学習課社会教育係
小清水町教育委員会 社会教育課

（学識経験者）
辻井達一 (財)北海道環境財団
冨士田裕子 北海道大学
津田智 岐阜大学
小松輝行 東京農業大学
森浩 日本野鳥の会
山田訓二 濤沸資料館

別表2 小清水原生花園風景回復対策協議会構成員以外の関係者
網走開発建設部網走道路事務所 所長
斜里警察署 署長
（小清水警察官駐在所） 所長
網走警察署 署長
斜里地区消防組合消防署小清水分署 分署長，警防係長
北海道旅客鉄道株式会社知床斜里駅 駅長
北海道電力株式会社斜里営業所 副所長
　　　同　　　　　網走営業所 配電課長



17

付録4「網走国定公園小清水原生花園風景回復対策の基本方針」

網走国定公園小清水原生花園風景回復対策の基本方針

網走国定公園小清水原生花園風景回復対策協議会　　H7.4.13　決定

1 風景回復対策の目的

　小清水原生花園は，6月から7月の花の時期にはエゾスカシユリやハマナス，センダイハギ，

エゾキスゲなどの花が咲き乱れ，優れた自然景観を構成している地域として，国定公園の特別

保護地区などに指定され，年間 100 万人以上もの利用者が訪れる地域である．また，当該地区

は文化財保護条例，保安林（国有林）にも指定され，それぞれの目的の中で保護管理が行われ

てきた．国定公園指定当時は，蒸気機関車による野火の発生や牛馬の放牧などにより無意識の

うちに植生が維持管理されてきた．しかし，砂丘地区での放牧の中止（昭和 35 年頃），蒸気機

関車の廃止（昭和 50 年頃），湖畔側での放牧牛馬の減少などにより，ナガハグサなどのイネ科

植物が勢力を盛り返し，原生花園を特徴付ける花を咲かせる植物を被圧するようになり，それ

らが衰退し，風致景観の質が低くなってきている．そのため，花が咲き乱れる景観を楽しみに

訪れる利用者からは不満の声が寄せられ，また，地元住民からは昔のような風景がみられなく

なったのと声が寄せられるようになった．このようなことから，当該地区の自然景観を人為的

により育成し，指定当時の花咲き乱れる景観の回復を図るものである．

2 基本方針

　国定公園指定当時の花咲き乱れる風景の回復のために，次の方針で対処することとする．

(1) 原生花園を特徴付ける植物の繁殖などを阻害しているナガハグサなどの枯れ草を火入れ

で除去し，植生の回復を図る．（火入れによる植生の管理）

(2) 馬などを放牧し，食圧や蹄耕によりナガハグサなどの植物の繁茂を抑制する．（放牧によ

る植生の管理）

(3) 原生花園を特徴付ける植物の病気や昆虫による食害の調査を行い，被害が大きい場合は

それらを除去し，活力ある植生群落地を形成できるようにする．

(4) アスパラガスやペルシアジョチュウギクなどの帰化植物やオオヨモギなど好ましくない

植物を除去し，原生花園を特徴付ける植物の健全化を図る．

(5) 原生花園を特徴付ける植物の播種を行い，群落形成を助長する．

(6) 原生花園を特徴付ける植物のうちで，利用拠点（天覧ヶ丘）周辺で見られるクロユリや

エゾエンゴサクなどの背丈の低い植物の繁殖を助長するために，枯れ草を刈り取る．

(7) エゾノコリンゴなど枯れた樹木は，必要に応じて伐採するなどして風致景観の維持を図

る．
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付録5「環境省指定の特定外来生物と要注意外来生物（植物のみ）」

環境省指定の特定外来生物リスト（植物）

オオキンケイギク キク科
ミズヒマワリ キク科
オオハンゴンソウ キク科
ナルトサワギク キク科
オオカワヂシャ ゴマノハグサ科
ナガエツルノゲイトウ ヒユ科
ブラジルチドメグサ セリ科
アレチウリ ウリ科
オオフサモ アリノトウグサ科
スパルティナ・アングリカ イネ科
ボタンウキクサ サトイモ科
アゾラ・クリスタータ アカウキクサ科

環境省指定の要注意外来生物リスト（植物）

オオカナダモ コカナダモ ホテイアオイ
セイタカアワダチソウ オオブタクサ オオサンショウモ
ハゴロモモ アメリカミズユキノシタ オトメアゼナ
ハナガガブタ ナガバオモダカ キショウブ
チョウセンアサガオ属 ムラサキカタバミ ネバリノギク
タチアワユキセンダングサ ハルジオン オオアワダチソウ
ヒメジョオン ノハカタカラクサ キクイモ
外来タンポポ種群 オランダガラシ ハリビユ
イチビ エゾノギシギシ ハルザキヤマガラシ
ドクニンジン メマツヨイグサ コマツヨイグサ
ワルナスビ ヤセウツボ ヘラオオバコ
アメリカネナシカズラ セイヨウヒルガオ オオフタバムグラ
アメリカオニアザミ カミツレモドキ ブタクサ
ブタナ オオオナモミ アメリカセンダングサ
コセンダングサ オオアレチノギク ヒメムカシヨモギ
メリケンカルカヤ メリケンガヤツリ ショクヨウガヤツリ
ハリエニシダ ランタナ ヒマワリヒヨドリ
テリハバンジロウ サンショウモドキ アメリカハマグルマ
ミリシマアカシア セイロンマンリョウ ヤツデグワ
キバナシュクシャ オオバノボタン カエンボク
アカキナノキ アメリカクサノボタン タマリクス・ラモシッシマ
リグストルム・オブストゥム カユプテ ミカニア・ミクランサ
ミモザ・ピグラ モレラ・ファヤ オプンティア・ストリクタ
フランスカイガンショウ　 プロソピス・グランドゥロサ キミノヒマラヤキイチゴ
イタチハギ ギンネム ハリエンジュ
トウネズミモチ ハイイロヨモギ シナダレスズメガヤ
オニウシノケグサ カモガヤ シバムギ
ネズミムギ ホソムギ キシュウスズメノヒエ
オオアワガエリ


