
「帯広の森」のいま

帯広の森に関するお問い合わせは、

帯広市都市建設部みどりの課まで

TEL：0155-65-4186( 直通 )

E-mail:park@city.obihiro.hokkaido.jp

オオバナノエンレイソウ

帯広の森の誕生帯広の森の誕生       
　『帯広の森』は、面積が406.5ha、幅が約 550m、

延長は約11kmになります。

　帯広の森の誕生は、今から50年ほど前にさかのぼ

ります。　当時の帯広市長である吉村市長は、「近代的

田園都市」のまちづくりを進めており、昭和44年に

訪れたオーストリアにある

「ウィーンの森」に感銘を受

け、帯広市にもこれをモデル

とした人工の森を作ろう、と

立ち上がりました。

　帯広の街の南西部に森を作ることで、十勝川と札内

川の河畔林と連携して緑のネットワークを形成、森が

街をすっぽり包み込む、そんな想いを受け「帯広の森

と街を造るグリーンプラン」が昭和４５年に発表され

ました。

　その後、「帯広の森造成計画」が策定され、昭和50

年6月1日に記念すべき第1回帯広の森市民植樹祭

が行われました。

ウィーンの森

第１回　帯広の森市民植樹祭
(吉村、田本新旧市長による記念植樹)

第１回　帯広の森市民植樹祭

帯広の森構想は、開拓された畑をふるさとの森

に戻すという大プロジェクト。森づくりには、計

画を先導した市民運動、その後に続く植樹祭や育

樹祭などたくさんの市民の方々が参加しています。

そして、この森づくりのリレーは今も続いています。
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また、公害の抑制や都市災害の防止、微気象･

環境の緩和、生物生息環境の保全などの機能も

期待されています。さらに、緑による安らぎ、余暇

利用のための空間確保なども重視しており、快適

な都市環境を確保することを目的としています。

近年では、森の生長により CO2 の吸収源として地

球温暖化防止の役割も注目されています。

帯広の森完成予想図(昭和57年発行「帯広の森造成計画」より)

　『帯広の森』は、都市部への人口や産業の過度

な集中が進むことによる宅地の郊外部への無秩序

な拡大 (スプロール化 )を防ぎ、都市部と農村部

を区分し、双方の交流の場としての役割を果たす

ことが期待されています。

　

帯広の森の役割帯広の森の役割       

CO2

排出ガスや騒音などの公害 洪水や火事などの都市災害 微気象 (熱などの大気現象 )
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帯広の森づくり 帯広の森づくり
①苗作り
＊どんくりの種まきは終了し今後は

　おびひろマザーフォレストで育苗。

＊苗が草に覆われないように草刈り

　は年3回行います。

実生苗の移植

②植　樹
＊5月中旬～6月上旬頃、乾いた

　土地にはカシワやミズナラなど、

　湿った土地にはハルニレやヤチ

　ダモなど、土壌条件に適した樹

　種を植樹します。 植樹風景

④間　伐
＊生育の悪い木、混みすぎている

　木を間引き、残った木の生育を

　促します。また、林内に光を入

　れて次世代の苗木や草花の生育

　を良くします。

植樹5年目

間伐体験風景

おびひろマザーフォレスト事業

　帯広の森では、植樹した木々が親木となり、今では森の中に

多くの実生苗が育つようになりました。しかし、その多くは

日照不足や競争に負けたり病気などで枯れてしまいます･･･

一部の苗木を堀上げ

苗畑へ移植

3年ほど育成

公共用地、民地等へ苗木を

供給し緑化に役立てます

＊種まきなどの手間が少なくてす
　みます。
＊しっかりとした苗(根)ができ
　ます。
＊自然の仕組みを理解することが
　できます。

◎実生苗を使う良い点

実生苗：森の中で自然に種から発芽
　　　　した「木の赤ちゃん」

②下草刈
＊苗木が草で覆われて負けないよう

　に草刈りを行います。

＊植樹から5年ほど(苗が草丈より

　大きくなるまで)年1回行います。
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帯広の森生き物ごよみ 帯広の森生き物ごよみ
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オオバナノエンレイソウ

ベニバナイチヤクソウ
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タチギボウシ

ツユクサ

ガガイモの実

ナナカマドの実

カシワの実
オオウバユリの実

　僕らは、冬で
も活動している
よ♪
　雪上の足跡を
探してみてね。
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帯広の森の楽しみ方 帯広の森の楽しみ方
　帯広の森には、陸上競技場やスケートリンク、

野球場などのスポーツ施設が充実しています。

また、ウォーキングやパークゴルフ、冬場のク

ロスカントリースキーなど森の中で楽しめる

スポーツもたくさんあります。

　

　平成22年には、帯広の森の育成管理・利活用

の拠点として「帯広の森・はぐくーむ」が建設

されました。はぐくーむでは、間伐などの森づ

くり体験や自然観察会、クラフト体験などの行

事を行うほか、帯広の森に関する様々な情報を

発信しています。
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ウォーキング冬の散策

薪割りリース作り

カゴあみバードウォッチングボランティア活動

月１回程度、登録してい
るボランティアの方々が
森のごみ拾いや、行事の
サポートなどの活動を
行っています。

帯広の森･はぐくーむ
〒080-0856　帯広市南町南9線49番地1
TEL 0155-66-6200　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://haguku-mu.net/

木工



帯広の森の帯広の森の生きものたち生きものたち
 帯広の森では、森づくりに役立てるため、構想

段階からたくさんの調査が行われています。

■ 帯広の森で確認された生きもの ■

哺　エゾリス 鳥 センダイムシクイ 両 エゾサンショウウオ

底 エルモンヒラタカゲロウ 甲　ニホンザリガニ 植 ベニバナイチヤクソウ

■ 貴重な生きもの ■

エゾシマリス トラフズク クロミサンザシ

■ 外 来 種 と 在 来 種 ■

　外来種とは、もともとその地域には住んでいなかったのに人

間活動によって他の地域から入ってきた生きもののことです。

外来種は、もともといた生物(在来種)を追い出したり、食べ

たりするなど、生態系に悪い影響を与えます。帯広の森では、

オオアワダチソウなどの外来種が生育す

ることで在来種が生育できず、自然の姿

に近づこうとしている森の動きを妨げて

います。どうすればこれら外来種の侵入

・分布拡大を防げるか、みんなで考えてい

く必要があります。 オオアワダチソウ

　帯広の森には、水辺や草地、森林など様々な環境があるため
たくさんの生きものが生息・生育しています。ニホンザリガニや
エゾサンショウウオも、市内では珍しい貴重な生きものです。

   * 哺 乳 類：6科 13種

   * 両 生 類：2科 3種　

   * 底生生物：30科 44種

* 鳥    類：28科 75種

* 甲 殻 類：1 科 1種　

* 植    物：82科 441種
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生物多様性ってなに？生物多様性ってなに？
　生物多様性とは、「すべての生物間にある違い」をさ

します。この違いについて、もう少し詳しく表現したの

が、種の多様性、遺伝子の多様性、生態系の多様性です。

地球上の生きものは、それぞれに個性を持ち、それらが

森から海まで生活し、食う･食われる、花粉を運ぶといった

さまざまな関係でつながっています。これら生物多様性

にとって、壊して良い関係、いなくなっていい種はひと

つもなく、いずれも大切で守っていく必要があります。

■ 種の多様性 ■

■ 遺伝子の多様性 ■

■ 生態系の多様性 ■

　地球上には、たくさんの生きもの「種」が暮らしており、存在

が知られている種だけでも150万種といわれています。これは

長い時をかけて、遠い祖先の生きものから少しずつ枝分かれし

てきた結果なのです。 

　同じ「種」の中にも、違いがあります。これは、私たちの顔
がそれぞれ違うのと同じで、個々の生きものが持つ個性であった
り、蛍の光り方の違いであったり、生きものの集まりがもつ
違いであったりします。 

　生きものは、高山や森林、海などいろいろな場所に住んで
います。そしてその環境にいる生きものは、食う・食われる
や、利用する・される、といった関わり合いによって「生態系」
というつながりを作っています。 

は虫類 6000 種

哺乳類 4500 種

魚類 約 2万種

両生類 3000 種植物 約 26万種

鳥類 約 9000 種
代表的な生きものだけでも
こんなにたくさんいるよ

昆虫類 約 75万種

テントウムシは、同じ種でも模様が異なります。

全て同じ種

テントウムシ

♪♪
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帯広の森のこれから…帯広の森のこれから…

　帯広の森では、これらのなやみを解消し、もと

もと帯広に広がっていた「郷土の森」に近づくよ

うに、間伐などの適切な育林活動を続けていきます。

① 帯広の森造成計画や利活用計画で目指した森の姿と実際

　作られた今ある帯広の森が少し違う場所がある。

② 帯広の森の天然林を、どのように育て守っていくか、まだ

　決まっていない→天然林は、多くの生きものにとって貴重

　なすみかであり、適切に守っていく必要があります。

③ 森と森の連続性(つながり)が保たれていない→連続性

　がないと、住めなくなる生きものや、移動中に交通事故に

　あう動物が増える危険性があります。

④ その土地に適した樹木が植樹されていない→湿った場所

　や乾いた場所には、それぞれ異なった植物が生育します。

⑤ 外来種が植樹されたり林床にも侵入している→外来種の

　生育は、在来種の生育や生態系に悪影響を与えます。

⑥ 十分な間伐が追いつかず、林床が暗くなっている→林床

　が暗いと、植物が生育できず、動物にも住みづらい環境

　になります。　

きょうど

ぞうせいけいかく りかつようけいかく じっさい

　帯広の森は、市民の皆さんと一緒につくり、育

てていく大切な森です。誰もが気持ち良く利用で

きるように、ルールを守りましょう。

ゴミは投げ捨てず、必ず持ち帰りましょう。

たき火やタバコのポイ捨ては、火災の原因になり

ますので、絶対にやめましょう。

動植物を捕獲・採取したり、樹木を無断で伐採す

ることはできません。

他の土地の樹木を植えたり、動植物を持ち込んで

はいけません。

ベンチやトイレなどの施設は大切に使いましょう。

決められた場所以外に、許可無く車を乗り入れる

ことはできません。

森の利用は自由ですが、自然を大切にし、他の利

用者の迷惑になることはやめましょう。
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　帯広の森には、いくつかの「なやみ」があります。

■ 帯広の森のなやみ ■
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■ 帯広の森のルール ■
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※掲載内容は、平成24年2月現在の状況です。

帯広の街も、開拓前はカシワやハルニレなどのうっそうとした原生林

に覆われていました。しかし、その後の開墾や都市化によって、豊か

だった緑は消えてしまいました。帯広の森は、帯広の街がもう一度緑

を取り戻し、自然との調和をはかるための「マチづくり戦略」のひと

つです。

森のステージ

育 林 期 森林形成期植 樹 期 成 熟 期

0年 20年 40年 60年 ･･･100年

帯広の森は今ココ

　帯広の森では、第 1 回市民植樹祭から 30 年をかけて約 23 万本の

樹木が植えられました。長い時間をかけて育ててきた森は、最も古い

場所で植樹後37年をむかえ、新たなステージへ移ろうとしています。

帯 広 の 森 の 今帯 広 の 森 の 今

　植樹から 30 年以上経過した森ではいろいろな良い変化がみられました。でも、まだまだ

天然林にはおよばない部分があります。

帯広の森の設計図である「帯広の森造成計画」では、帯広の森を

どんな木々で育てていけば良いかを決めています。その後森の利活用

と今後の方向性を決めるために、「帯広の森利活用計画」が作られま

した。

■ 帯広の森造成計画 ■

＊森のはたす役割をはっきりさせた

＊計画地域の現状と特徴を調査した

＊立地条件などから植樹樹種を決定した

＊ふるさとの森のづくりを目指した

＊樹種はできる限り郷土種とした

＊森全体を8つのブロックに分けた

＊ブロックごとに整備の方針を決めた

■ 帯広の森利活用計画 ■

＊植樹開始から20年後の森の姿を調査した

＊森の問題点を整理し今後の方針を決めた

＊防災管理計画を合わせ森の配置を計画した

＊森の育成と利用の進め方を森のステージ

ごとに示した

＊施設計画では活用の拠点づくりを示した

＊森を知ってもらうための方法を示した

消失 再生

エゾリスの密度高

エゾリスの密度高

両生類の生息確認

両生類の生息確認

エゾシマリス記録あり 帯広の森最大の自然林

底生生物の生息確認

キタキツネの生息は、植樹地の

広がりにより増加しました。

エゾユキウサギの生息は、天敵

(キタキツネ )の増加により減

少しました。

鳥類の生息は、植樹後 10 年

で 3.5 倍以上個体数が増加、

その後も森林性の鳥類が増加

しています。

針葉樹の植樹が密で

林床の回復が進まない

外来種の植樹を確認

林床にも外来種が生育

エゾリスの生息は、春から
秋の頭数は増加し、冬から
春は一定の増減を繰り返し
ています。

カラマツの防風林も

帯広の森にとって重要

植樹を行った森は、徐々に

天然林に近づきつつありま

すが、林床の状況はまだ良

好とは言えません。

外来種の植樹を確認

林床にも外来種が生育

樹洞の住人エゾモモンガ樹洞の住人エゾモモンガ

植樹当初

現在の
帯広の森

どこが変わったかな？

＊樹木が大きく成長した！

＊周辺から新しい植物が入ってきた！

＊エゾリスが生活するようになった！

＊森林性の鳥類が増えた！

＊樹洞を作るキツツキ類が増えた！

＊貴重な生物が生活するようになった！

　でも・・・
　△ 林床などに外来種が生育

　△ 樹洞のある木や枯死木が少ない

　△ 生きものの多様性がまだまだ低い

　などの、問題もあります。

　木にできた穴(樹洞 )は、

小型の哺乳類や鳥類、コウモリ

などたくさんの動物が利用し

ているよ。樹洞がないとその

森に住んだり、子どもを育て

ることができない動物がたく

さんいるんだ。天然林には、

樹洞がたくさんあるんだよ。

帯広の森･
はぐくーむ

売買川

ウツベツ川

帯広の森通 <南 9線 >

19 条川第 2柏林台川

栄
通

緑園中学校

森の里小学校

南商業高校

中
島
通

第3柏林台川

帯広川

つつじが丘霊園

帯
広
・
広
尾
自
動
車
道

明治北海道
十勝オーバル

帯広の森陸上競技場

帯広の森野球場

八
千
代
線

中島通

かいたくまえ げんせいりん

かいこん

ちょうわ せんりゃく

せっけいず ぞうせいけいかく

ぞうせいけいかく

りかつようけいかく

りかつようけいかく

しょく　 じゅ     き いく    りん     き し ん り ん け い せ い き せい　 じゅく    き

じゅどう

かいらいしゅ

じゅどう

たようせい

じゅどう

ほにゅうるい

じゅどう

じゅどう

てんてき

せいそく

せいそく

りょうせいるい せいそくかくにん

ていせいせいぶつ せいそくかくにんがいらいしゅ

がいらいしゅりんしょう

ぼうふうりん

じゅうよう

がいらいしゅ

りんしょう がいらいしゅ

りんしょう かいふく

りょうせいるい せいそくかくにん

りんしょう

せいそく

せいそく

りんしょう

じゅどう

おお と　し　か

しょくじゅさい

しょくじゅご

やくわり

けいかくちいき げんじょう とくちょう

りっちじょうけん しょくじゅ

きょうどしゅ

せいび ほうしん

しょくじゅ

せいり ほうしん

ぼうさいかんりけいかく はいち

しせつ きょてん

てんねんりん


