
	  

	 	   2013 年度「い・ろ・は・す“地元の水”応援プロジェクト 」 

   	 	 トラストサルン釧路植林実施報告書	 

 

はじめに 

 NPO法人トラストサルン釧路は、2013 年度「い・ろ・は・す“地元の水”応援プロジェクト	 」

の支援を受け、釧路湿原の水源地域の一角、達古武沼に面する丘（釧路町達古武 24）で別

紙計画書（資料 1参考）に基づき植林活動を行った。	 

	 釧路湿原周辺域の自然林は落葉広葉樹が本来植生となっていることから、トラストサル

ン釧路では地元樹(地域樹)を達古武流域単位で種を採取、苗畑で育苗し、その苗を地域の

丘陵地域の荒廃地に植林して自然林の再生を進めている。	 

	 平成 24年現在、苗畑で約 2万本の苗を管理し、その中で約 6,000 本が植林可能苗となっ

ていた。植林場所が広く存在し、植える苗も揃っていたが植林するための人手と資金が無

く、苗が育ちすぎるなど対応に苦慮していた。今回、「い・ろ・は・す」の応援によってこ

の問題が基本的に解決することになった。	 

	 国連は 2011 年から 2020 までを「生物多様性の 10年」と位置づけ、世界に向け多様な生

物種を保全する活動を世界に呼びかけている。トラストサルン釧路の苗木は生物多様性の

視点に基づいて生産されており、国連の呼びかけに呼応できる活動にもなったことで「い・

ろ・は・す」の支援に感謝している。	 

	 今回、苗畑からこれらの苗を地域に植林することができたことで自然界に自立させ、野

生動物の被食や自然災害などの｢自然の掟」に直面しながらも自然界に適応し生き延び、森

として育つことに期待している。今回の植林はトラストサルン釧路の担当理事が植林設計

と現場作業に加わり、助成金の約 1/3 を使い、山仕事（造林など）の経験のある高齢者の

住民団体（標茶町高齢者事業団）に委託し、苗木の掘り取りを含む植林作業を行った。	 

	 植林活動は、当地域で植林に最も適している 5月に集中的に行い、約 3,500 本を植栽し

予定数を超えた。樹種は約 20種であった。	 

	 

1、植林場所	 

	 北海道釧路町達古武24に保有している自然保護地の放棄農地跡地（別紙資料2地図参考）	 

①植林場所の状況と自然界のゴミ撤去活動	 

 植林対象地の釧路町達古武 24 は釧路湿原･達古武沼に隣接し、対象地内には達古武沼に注

ぐ湧水と小川が認められている。しかし、対象地は 30 年ほど前まで牧畜のための放牧地として使

用されていたが放置され、その後ササが侵入し疎林と無立木の荒廃した自然となっている。 

 今回の植林活動では対象とした地区に過去の営農活動による家畜舎があって、廃棄物が土中

に埋没している部分があった。それらの廃棄物(枕木、ビニールシート、家電製品、化学繊維。ガ

ラス等）の掘り起こし･回収も同時進行でおこない、これらのゴミの撤去と収集など自然界の清

掃を進めながらの植林となった。 

②ササ地・原野に 3,500 本の植林	 



	 植林対象地の一部は過去にシカの被食が少ないケヤマハンノキを中心に植林を進め一部

は順調に育っている。しかし、その他の樹種はシカの強い被食によって順調な生育が見ら

れていない場所にもなっている。	 

  今回、植林したのは達古武沼に面し無立木地となり、森林を失っている部分で集中的に植林

を行った。植林場所は資料 2 に示した。植林面積はＡ～Ｅの各地区合計で約 0.3ha となってい

る。 

＊(植林数約 3,500 本/㎡約 1本）	 

	 

2、植林実施日と参加人数	 

	 植林は当地で樹木苗が最も良く活着(根付く）する時期である 5月末に完了させる予定で

取り組んだ。2013 年 5月の天候は気温が低く、雨の多い日も目立った。苗木の活着には悪

い条件ではなかったが植林労働に参加する高齢者の皆さんには厳しいものであった。しか

し、仕事が少ない時期でもあったことから仕事の発注に感謝され熱心に活動を進めてもら

った。	 

	 植林日は 5月 7 日の地拵えに始まり、10 日、13 日、17 日、22 日、24 日、27 日、29 日

の延べ 8回/日で延べ 36人がこれに従事した。	 

	 トラストサルン釧路の担当理事 1 名が 8 回/日この植林の全てに関わり、現場設計と指

導・作業にボランティアで参加した。また、この植林実施中に社会福祉団体の施設「はば

たき」の通所者延べ 9人が植林に参加したほか、植林現場の清掃・ゴミの掘り出しなども

行った。(植林実施写真資料 3)	 

	 

3、植林苗数・樹種一覧	 

	 トラストサルン釧路は生物多様性に基づく植林用苗を同地で生産し、平成 25年 4月まで

に約 2万本を管理（これまでの苗生産数は約 4万で順次植林）し、この中で約 6千本が植

林可能苗となっていた。トラストサルン釧路の苗作りは平成 15年から本格化し苗作りの失

敗もあった中で有志が苗の蘇生に取り組み、平成 20年までには 3万本を管理するに至り、

完成苗から順次植林してきた。しかし、植林時期が 5月の一ヶ月に制約され、植林に参加

する人の不足や経験者が少ないなどで植林苗が存在しても人と資金不足によって植えるこ

とができないという現状となっていた。今回のいろはすの支援は現状を打開する支援とな

り問題の解決となった。	 

	 今回の植林で植林した苗木本数は 3,561 本、樹種数は 18種となった。	 

（詳細は別紙資料 3）	 

	 

4、植林方法	 

①密植（㎡ 1 本～3 本)	 

	 植林は自然林作りを目指す植林手法として提唱されている密植手法を取り入れた。参考

としたのは北大名誉教授の東三郎氏（㎡ 1本、㌶当り 1万本)と横浜国大学名誉教授の宮脇

昭氏(㎡ 3本、㌶当り 3万本）である。密植手法としたのは㌶当り 3千ほどで疎らに植える

と植林苗にシカが固執し、苗ごと食べつくす傾向が見られることから密植することで食べ

残しが生まれ、残されて苗が生長していくことに期待したことによる。また、多種類の苗



を植林することで現状の自然界に対する適応も検証した。	 

②大型苗	 

	 苗木は平成 15年から 20年までに種を採取し育苗した苗を使った。多くの苗は一時期苗

管理の放置により生長不良となったがこれを蘇生し完成させたもので、5 年から 9 年もの

長期にわたり管理していたことから植林苗としては大型のものが多く、平均 1.5ｍから 2

ｍであった。植林作業の労力が過大となった。	 

	 植林の対象地の北側と東側に防鹿ネットが設置されていて、今回の植林地にエゾシカが

集中し被食されやすい条件に置かれていることから、シカが被食しやすい高さの 1ｍを超

える大型の苗を使い生長点や葉が被食されにくいことを想定して行った。また、多種類の

苗を使いエゾシカの樹木の嗜好を検証するものとした。	 

	 対象地では過去に植林した苗(ミズナラ)1.5ｍ～2ｍの苗が被食を受けながらも生長点の

被食を免れ順調に生長しているものがあり、シカの被食を受ける地域では大型苗の植林が

有効となる可能性も検討した。	 

③シカの被食対策	 

	 植林樹種は多種類を用いたが苗木がヤチダモ、ハルニレ、ミズナラが主力苗となった中

で特にハルニレ、ヤチダモはシカの嗜好性が高い樹木となっている。このため一部のハル

ニレにはジュート縄を巻きつけ被食の抑制効果を試行した。また、一部に 3ｍ×3ｍほどの

簡便な防鹿ネットを設置した。簡便な防鹿ネットは網は目合 5㎝以下で支柱は女竹、女性・

子供でも管理可能なものとした、また、先行植林し生長しているケヤマハンノキを支柱と

して使い林間に他樹種を植林して多様な樹林に誘導する試みも行った。	 

	 

5、6 月 15 日までの活着率とエゾシカによる被食状況	 

	 5 月 29 日に予定した植林予算(約 25 万円)に達したため植林を終了させ、植林苗の活着

（植えた苗が枯れ死せず生長を始めている状態）とエゾシカによる被食・害を観察した。

その結果、6 月 20 日現在で植林苗の約 80 ㌫が活着し葉が伸長していることを確認した。

大型苗の使用で活着率の低下を予想したがこの結果から植林作業は成功したと言える。	 

	 この中で、ハルニレ、ヤチダモ、ナナカマド、エゾヤマザクラは植林直後からシカによ

る強い被食が見られ、ハルニレは軒並み樹皮剥ぎされ植林後に枯れ死したものが目だって

いる。ナナカマド、エゾヤマザクラなどでは葉が強く被食されているが樹皮剥ぎは認めら

れていない。	 	 

	 植林数の多かったヤチダモ、ミズナラ、ダケカンバなどは葉の被食が見られるものの樹

皮剥ぎは少なく、生長しているものが多くなっている。いずれも 1.5ｍ～2ｍ前後の苗高で

あった。一部はシカが立ち上がって葉を被食し、幹が折られた(ヤチダモ)ものも目立って

いる。	 	 

	 

6、終わりに 

 2013 年度「い・ろ・は・す“地元の水”応援プロジェクト	 」の支援を受け行った今回
の植林は、苗畑で植林によって自然界で「自立」することを待っていた大量の苗木を植林

することができた。「い・ろ・は・す」の支援に感謝し報告書を作成している。	 

	 釧路湿原周辺をはじめ全道的にエゾシカによる樹木被害が深刻化している中で、多様な



落葉広葉樹を植え込んだ今回の植林がどのような結果となるか見守りたいと思っている。

その結果は数年先になると思われるが、植林対象地内では植えた木（ミズナラ・平成 19

年植栽）が度々シカの被食を受けながらも生き残り現在、2.5ｍにも達している例や、シカ

の被食で残らないと思われた天然更新のシラカンバが多数生き残り高さ 2ｍを超えている

など自立的に森林化の営みを続けている事例もある。過去、自然な森は動物や自然災害の

被害を受けながらも豊かな森を作り上げてきたとみられる。	 

	 今日、人の営みで森が消失し豊かで美しい水・大気という人に欠かすことのできない存

在が危うくなっている中で、人の営みで苗を作りそれを植え、森の自立的再生のお手伝い

で森林再生を促すことが必要になっている。自然は自立的に再生する能力を持つ存在であ

る。しかし、荒廃した森林が広がる中でその再生を期すためには先ず木の種を蒔き、苗を

作ることが求められる。苗が無くては植林もできない。「苗が多すぎる」｢植えられない苗

は作るのは無駄」という意見もある。しかし、懸命に地元の樹で苗を作り、植える努力を

続けるなら、社会が見ているということを今回の支援で実感している。	 

	 今後も地元の樹の苗木作りに汗を流し、辛抱強く知恵と工夫を凝らし森林の自立的再生

の「お手伝い」を続け、水資源保護の活動を進めていきたい。	 
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（資料 1）	 

-------------------------------------------------------------------------------	 

	 ‘おいしい’と‘環境にいい’を両立させた日本生まれの天然水ブランド「い･ろ･は･す」では、日本全国の地元

の水資源の保護活動を支援する、「い･ろ･は･す “地元の水”応援プロジェクト」*1を、2012年 3月5日（月）より

12 月末まで実施いたしました。このプロジェクトは、日本全国 7 箇所に採水地を持つ、日本の地元が育てたお

いしい天然水「い･ろ･は･す」ならではの、日本国内の水資源保護を目的としたドネーションプログラムです。 

2012年3月5日（月）～12月31日（月）の期間にご購入いただいた「い･ろ･は･す」の売上の一部が、コカ・コー

ラシステム全国47都道府県で選出された水資源保護のための植林・間伐、水源の緑化・清掃等を行う NPOや

自治体に、2013年まで随時還元されていくというものです。 

-------------------------------------------------------------------------------	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 2013 年度「い・ろ・は・す“地元の水”応援プロジェクト	 」	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 トラストサルン釧路植林活動計画書	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2013 年 4月 23 日作成 

	 

はじめに	 

	 NPO 法人トラストサルン釧路は釧路湿原の水源地域で森林再生を図り、良質な水を釧路

湿原に供給し保全する活動を進めています。そのために、平成 14年秋から地域樹・落葉広

葉樹の種を採取し苗木生産(生物多様性に基づいた地域樹)を進めてきました。これまで約

4万本を超える苗を育て、完成した苗から順次植林を続けてきました。	 

	 トラストサルン釧路はナショナルトラスト活動で釧路湿原の水源地域の土地を取得し、

荒廃している森林ではその再生を期している団体です。トラストサルン釧路が管理してい

る土地の中でササ地などの無立木地や疎林など荒廃している山林地域が 100 ㌶にも及び釧

路湿原に良質な水の供給のためにこれらの森林域の再生が急がれています。	 

	 トラストサルン釧路は釧路湿原流域の釧路町達古武に苗畑を設置し、平成 24年現在、約

2万本の苗を管理し、この中で約 6千本が植林が急がれる完成苗となっていました。	 

	 今回、「い・ろ・は・す」の「地元の水・応援プロジェクト」の支援を受け、ササ地や疎

林で植林を進め、地元本来の自然の姿である落葉広葉樹林の再生を目指します。	 

	 北海道、特に道東ではエゾシカの爆発的増加で植林樹の被害が深刻になっています。自

然界ではシカだけでなくウサギ、ネズミ、昆虫など様々な動物が樹を餌にすることで生態

系をつくり、時には異常な増加によって生態系への被害をもたらします。さらに津波や火

山などの自然現象で大きな打撃を受けることもあり、その中で、生き残った木々が豊かな

自然･森林を構築してきました。	 

	 自然は自立的に再生する能力を持つ存在ですが、人為的な破壊によって失った自然に対

しては「自立的再生」の「お手伝い」として人が苗木を作り、その植林によって再生を促

すことが求められ、責任ともいえます。苗木がなければ植林も不可能です。	 

	 エゾシカによる被害が目立つ中で植林を続け、被害を乗り越え育っている樹も生まれて

います。辛抱強く知恵と工夫を凝らし多様な森林として成立していくために自然の自立的

再生の「お手伝い」を続け、水資源保護の活動を進めていきます。	 



2、活動実施計画	 

①植林対象地区	 

北海道釧路郡釧路町達古武 24のトラストサルン釧路○号保護地内の約 1㌶。	 

②植林対象地の現況 

 当該地は釧路湿原達古武沼に接する丘陵の一角で、周辺に残存している林は皆伐後 30 年ほ

ど経過している萌芽二次林で、主要な樹種はミズナラを中心とした落葉広葉樹林となっていま

す。 

 対象地は過去に農地利用されていましたが 30 年ほど以前から放棄され、ササ地・疎林が広が

っています。ここに 10 年ほど前から植林を開始し、一部でシカの被食の少ないケヤマハンノキの

林が生まれました。しかし、他樹種は生き残りはあるものの生長が進んでいません。裸地となって

いた所では密植状態で天然更新し生長しているシラカンバが認められ、また、1.5ｍほどにまで育

苗したミズナラの植林苗は一部で生長しています。エゾシカの嗜好性が高くシカを集めるキクイモ

(外来植物）の繁茂地も見られその対策も必要になっています。 

③植林実施計画 

 植林対象地に隣接し、トラストサルン釧路の苗木畑があり、現在 2 万本の苗を育苗し、このうち

6000 本が植林可能苗となっています。管理している苗の樹種は約 25 種で主な苗はミズナラ、ハ

ルニレ、ヤチダモ、アオダモなどとなっています。植林数は約 3000 本を予定。 

 これらの苗を今回、植林し、植栽方法は対象地でエゾシカの被害を受けながらも天然更新して

育っているシラカンバの育ち方などに学び密植で植林し、生長を観察していきます。密植は「㎡ 1

本･㌶当り 1 万本」(東三郎･北大名誉教授)、「㎡ 3 本・㌶当り 3 万本」(宮脇昭・横浜国大名誉教

授）などの提唱も参考にしました。エゾシカの被害対策として樹の下枝を使った囲いのほか、簡便

な小型の防鹿ネットの使用も検討します。 

④植林実施期間 

 2013 年(平成 25年）5 月 5日～5月 31日 

 実施スケジュール 

5 月 5日  植林地点実地検分・場所決め・ 

5 月 7日  地ごしらえ 

5 月 10 日 第一回植林 

以下、天候を見ながら 5月 31 日まで順次植林 

⑤植林実施主体と参加者 

植林管理･実施主体 NPO 法人トラストサルン釧路。ボランティアによる市民参加、社会福祉法人

アシリカの施設「はばたき」通所者、標茶町高齢者事業団（山仕事・植林作業経験者･有償）等。 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                         

                        「い・ろ・は・す」助成植林実施計画書立案・実施担当者 

                           NPO法人トラストサルン釧路理事 杉澤拓男 

 

 

 

 

 



 

（資料 2) 

                     植林位置図・植林地点 

      

 

      

 

 

 



 

 

（資料 3） 

                   樹種・日別植林数 

	 

	 

	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

樹種 10 日 13 日 17 日 22 日 24 日 27 日 29 日 樹種本数 

ケヤマハンノキ   87 23    110 

ダケカンバ   153   1  154 

ハルニレ 200 190 70 30 100 11  601 

ミズナラ 260 120  180 90 290  940 

アオダモ 200 190   264 60  714 

ヤチダモ  220  112 190 190 90 802 

エゾヤマザクラ  10      10 

シラカンバ    3    3 

ナナカマド    7    7 

キハダ    9    9 

カツラ    49    49 

ハリギリ    1    1 

ミツバウツギ    60  10  70 

シナノキ      10  10 

ミヤマハンノキ       5 5 

マユミ       31 31 

ヤマモミジ       20 20 

ノリウツギ       25 25 

合計植林数 660 730 310 474 644 572 171 3561 

         



 

(資料 3)                    

                 い・ろ・は・す助成植林実施写真集 

                                                   №1 

             

    植林予定地 E地点のササ地                   地拵えした E地点 5/7 

         

    植林予定地D地点、通路脇の疎林                    荒廃地の植林予定地 B地点     

                      

     植林予定地 A地点 疎林の空き地              B 地点のゴミの掘出し作業・枕木等  5/8                                                                                                                

          

       苗木の掘り取り        5/10                B 地点の植林作業      5/10 



  

                                                                                                                                                              

№2  

         

   B 地点の植林作業         5/10                 B 地点の植林        5/13 

             

       E 地点の植林              5/17             E 地点の植林作業         5/22                                                    

          

      苗木の掘り取り作業        5/22                 D 地点の植林         5/24 

 

          
         A 地点の植林          5/24          社会福祉法人の皆さんの植林  5/27 



           

  

                                                   №3 

       

       苗木の掘り取り       5/27                C 地点の植林       5/29 

 

        

       D 地点大型苗の植林       5/29            作業休憩の一時         5/10 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

       

        植林木の状態(6 月 23 日）シカによる葉の被食がみられるがほぼ活着 

 



  

資料 4    

         「い・ろ・は・す地元の水応援プロジェクト」植林活動計算書 

     科   目 金額（円)   備  考 

Ⅰ 経常収益  354,000 い・ろ・は・す助成の前期分 

  1、受取寄付金（注 1)・経常収益計 354,000  注記 1  

               

Ⅱ 経常費用   

 1、事業費 259,580 植林委託高齢者事業団請求額 

 （1)人件費 225,800 地拵え、苗掘り取り・苗整理・植林作業 

       

                    人件費計  225,800   

 (2)その他経費        

 諸経費（草刈機等使用料・通信費など） 22,580 軽トラなどの使用料も含む人件費の 10 ㌫ 

 旅費交通費(標茶市街-達古武) 11,200 1400×8回 ワゴン車乗り合わせ 

            事業費計 259,580  

 2、管理費           

 (1)人件費（注記 4）  0 植林管理・現場作業担当理事 1 名 

   植林設計・報告書等作成費  0 現場調査等含む 

   人件費計     0  

 (2)その他経費     0  

           消耗品費 796  女竹・大型苗の支柱用 7尺 2束 

    298   強力土嚢袋・ゴミ処理用 

           旅費交通費     0  

           その他経費計     0  

            管理費計  1,094    

   いろはす資金経常費合計 260,674  注記 2 

   いろはす資金前期受取残高 93,326 前期予定支援金 354,000 の残高 。注記 3 

              

注記1、「い・ろ・は・す」からの助成金は708,000円が予定され、前期分として6月末まで354,000

円が振り込み予定となっている。 

注記 2、植林計画書では予算を 248,080 として見積もったが 12,594 円の超過となった。 

注記 3、残高は前期助成分から植林活動の経常費（支出）を引いた金額 

注記 4、管理担当者の管理・人件費は計上せず全てボランティア 

 

 


