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夕張市　水 尾　君 尾

はじめに

　夕張岳にスキー場建設計画が持ち上

がったことを契機に夕張市民が中心と

なって夕張岳のお花畑の保護と天然記念

物化をめざして活動を始めて 20 年以上に

なりました。

　ユウパリコザクラの会は 1989 年に山を

守りたいとの一念で発足し、試行錯誤を始

めました。1997 年には前年に天然記念物

に指定されたにもかかわらず起こった大

量盗掘に衝撃を受け、パトロールなどの保

護活動に力を入れるようになって今に続

いています。

　今回、サクラソウ類特集を組むに当たっ

て、会の名前にユウパリコザクラを付けて

いることからぜひ活動の様子を紹介して

ほしいとのご依頼がありましたので、これ

も何かのご縁と思い、日頃からお世話に

なっている方たちへのお礼の意味も含め

て簡単に近況を報告させていただきます。

コザクラ会の活動

　植生の保護と荒れたお花畑の回復を進

めるためいくつかの活動を継続して行っ

てきました。

　活動を始めた当時の夕張岳は、花の山と

して有名になっていたことから多くの人

が訪れていたものの、登山道の整備が進ん

でおらず、登山者は湿原のぬかるみを避

け、幾重にも登山道を広げてしまった状態

でした。回復力の弱い高山植物は踏み荒ら

され、固有種が多いことも仇となって盗掘

の被害も度々受ける状態となり、保護対策

が急務となっていました。

　会を立ち上げて活動を始めたものの、私

を含めて会員のほとんどはまったくの素

人である一般市民だったので、何ができる

のか、何をしなければいけないのか誰も答

えを持っていませんでした。それでも何

事もまずやろうという前向きな人たちが

多かったことが長く続いてきた理由かも

しれません。体験し、学習し、交流登山を

し、何でもやりながら考えてきました。ま

た、いろいろとご指導くださる先生たちも

現れてくださったので、なんとか会の活動

を間違いなく方向付けながら地道に進ん

ユウパリコザクラに魅せられて
～「ユウパリコザクラの会｣ の活動～

ユウパリコザクラ

荒廃した登山道とお花畑 (1994 年、木道整備前 )
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で来られたと思います。

　最近の活動の柱は三つあります。ひとつ

は木道の設置・維持管理です。登山道があ

まり整備されていなかったころは、登山道

周辺の荒廃が目立ちましたが、その後は天

然記念物に指定されたこともあり、空知支

庁や森林管理署が木道を整備し、今も新設

や補修が続けられています。湿地の多い前

岳の麓から吹き通しまでの区間は木道によ

る保護がうまくいっていて、前岳湿原は特

によく回復しています。写真では植生の様

子がよくわからないかもしれませんが、以

前のように登山道の周辺が踏み付けによっ

て荒れることは少なくなりました。

　二つめは盗掘防止パトロールです。会員

は職業を持つボランティアであるため休日

が中心となりますが、スケジュールを調整

してできるだけ切れ目のないように誰かが

夕張岳に登っているように努めています。

その効果もあってか最近では大きな盗掘は

なくなり、かつてのお花畑が回復してきた

ところもあります。

　もう一つは木道の設置やパトロールと平

行して植生の変化、いわば活動の効果をつ

かむための定点観察を進めてきました。植

物には素人同然の会員が見ただけのつたな

いデータではあるかもしれませんが、毎年

こつこつと積み上げた記録はいつしかお役

に立てることもあるかと継続中です。例え

ばお花畑でつぼみのうちからピンク色がと

てもきれいだったエゾシモツケソウやシナ

ノキンバイソウの黄色が見られなくなって

きました。これはここ２、３年の変化です

が、ハイマツやササが増え、夏にはほこり

が立つほど乾燥した時期もあり、植生はあ

る程度周期的に変化することも考えられる

ので、定期的な観察を続けてデータを増や

していくことが大切だと思っています。

　活動を進めていくうちに、夕張岳を管理

している北海道森林管理局や地元の空知森

林管理署から大きな協力を得られるように

木道整備後に植生が回復してきている様子 (2010 年 )
上 : 前岳湿原
中 : 1,400 ｍ湿原
下 : ガマ岩崩壊地
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なりました。1998 年には当会が林野庁と

協定を結び全国初となる森林パトロールボ

ランティアが発足しました。また、2002

年からは北海道自然環境課から、毎年高山

植物パトロールの委託を受けるようになり

ました。両機関からいただいた腕章をつけ

てパトロールするようになったため、ア

ピール効果は以前より数倍も大きくなりま

した。また、これらのことは、会の活動が

行政的にも認められ、市民活動としての認

知度が上がってきた証明であるとも思いう

れしく思っております。

新たな課題

　増えすぎたエゾシカによる農作物や森林

の被害は全道的に広がり、深刻さを増して

いますが、ここ夕張岳周辺でも最近はシカ

を見ない日がないほどの密度になってお

り、高山帯でも足跡や踏み跡が日常的に見

られるようになりました。パトロールを続

けているうちに、だんだんとお花畑の高山

植物の様相が変化しているのにも気づきま

した。蛇紋岩地のようなもろい土壌、弱い

植生の場所では、食害だけではなく踏み付

けによる被害も発生しており、このままで

は植生が変わってしまうのではないかと危

惧しておりました。以前から専門家の方々

からはシカによる高山植物の食害が訴えら

れていましたのでコザクラ会もパトロール

しながら食害の観察などを行ってきました

が、近年はエゾシカの痕跡が急に増え、山

頂近くまで食痕が見られるようになってし

まいました。これは大変な問題だというこ

とで、酪農学園大学の先生や学生さんが調

査することになったので私たちも同行しま

した。パトロールでは登山道の周辺しか見

ていなかったので、広い範囲で被害を受け

ている実態を知って驚きました。夕張岳の

保護に関わっている先生たちも同じ考えで

あったようで、対策を求める声が上がりま

した。

　また、2010 年にはタカネエゾムギとエ

ゾコウボウという 2種のイネ科植物が人

の影響だけでなく、エゾシカの食害などに

よる生育環境の変化により絶滅の危険性が

高い種であるとして道条例による指定希少

野生動植物に指定されました。

　そこで道庁は、既に指定されていたユウ

パリコザクラなど 3種とともに保護対策

を行うことを決め、主な群生地を電気牧柵

上 : エゾシカの踏み跡
下 : 電気柵設置後のパトロール
いずれも吹き通し (2010 年 )
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で囲むことになりました。必要な資材は

200kg あまりとなりましたが、人海戦術

で現場まで運ばなければなりません。幸い

学生さんたちやボランティアの人々がたく

さん協力してくださり、思ったより順調に

運ぶことができました。その後設置作業を

経て 8月末からこの年の実験が始まりま

した。

　設置後は、電線に障害はないか、また内

部にシカが入り込んでいないかなどを調べ

るためのパトロールを続けました。

　今年は 8月末に設置し、10 月 9 日に撤

収しました。今回は初の試みということで、

どのような問題があるかわからない中での

試行錯誤でした。始めのうちはうまく機能

していたようですが、植物が接触すること

による漏電や強風による電線の障害が起こ

りました。それでも初年度は設備が機能し

ていればシカは近づかないことがわかりま

した。

　このような限られた対策が万全だとは思

いませんが、何もしないわけにはいかない

状況に至っているので、できることをやり

ながら次の対策を考えていきたいと思って

います。すぐに解決することはできないま

でも、今後とも大学と連携し、山に登って

現地を見ながら考え、できることは協力を

惜しまないつもりです。

　予想外の成果もありました。電気牧柵の

パトロールを続けることにより、エゾシカ

は雪が降り始める 10 月に入っても高山帯

まで来ていることが足跡からわかりまし

た。課題と対策は思っているよりも大変な

ものかもしれません。

次の時代へ

　電気牧柵のパトロールをするようになっ

て、これまでと違って登山道以外を歩かざ

るをえない機会ができました。できる限り

登山道を出ないように、そして目立たない

ようにと気をつけてはいても、一般の登山

者の目に触れることがあるようです。中に

は登山道以外に立ち入っている者がいると

「通報」してくれる方もいて、思わぬとこ

木道設置などの保護対策による植
生回復で再び足元で花が見られる
ようになったユウパリコザクラ
(右端は木道．ガマ岩崩壊地 2010
年 6月 )
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ろで多くの目が監視役をつとめてくれてい

ることも知りました。登山道の整備ととも

に、登山者がお互いに注意しあうことで高

山植物が増え始めているということもある

ようです。

　さらにうれしいこともあります。これま

では荒れていく夕張岳、減っていく高山植

物に心を痛めながら、少しでも悲しい現実

を減らそうと努めてきました。それでも最

近は保護活動の成果があがったのか写真の

ように木道のすぐ脇にユウパリコザクラが

芽生え、花を付けるまでに育ってきている

のを見ることができるようになりました。

自然は大切にすることで確実に応えてくれ

ているのを実感することができます。この

小さな活動の積み重ねで、昔のような花の

夕張岳を将来の子供たちに残してあげた

い。その思いで山に登る日々です。

　ひとつ新しい活動をご紹介します。

2009 年から「産炭地域こども交流事業」

を始めました。子どもたちを夕張岳に連れ

て行き、ヒュッテに泊まって、豊かな自然

に触れ、感じてもらって、将来地域の宝物

を大切にしようという気持ちをもって育っ

てもらいたいという願いをこめています。

今後とも、ヒュッテを拠点にして楽しんで

もらうことをメインにした行事を組んで続

けていきたいと考えています。

　そのヒュッテですが、現在の夕張岳

ヒュッテは、開設以来登山する人たちに

愛されて 40 年あまりを経過しています。

2006 年に夕張市が財政破綻してからはコ

ザクラ会が市から管理・運営を受託し、ボ

ランティアで任にあたっております。訪れ

る方々に少しでも心地よい滞在を提供しよ

うと、素人ながら改装や露天風呂の設置な

ど工夫を凝らしてきました。しかし、施設

の老朽化が激しく、私どもの手による維持

では限界が見えてきたため、2010 年 8 月

夕張市、北海道森林管理局その他関係機関

にヒュッテの「建替要望書」を提出いたし

ました。幸いにも各方面のご理解を得て、

建て替えることとなり、用地関係などの手

続きを始めました。

　話はすぐに決まり 2010 年から 3年間で

建て替えることにしました。皆さんに資金

の寄付をお願いしながら、11 年に工事に

取りかかり、12 年中の完成をめざして材

料となる取り壊された学校の廃材を貰い受

けたり、地元の木材工場の協力を得たりし

てできる限り経費がかからない方法を見つ

けながら進めています。

　建て替え資金は補助金などはなく、勝手

ながら皆様からの寄付が頼りです。寄付は

「一口千円一万人から」をキャッチフレー

ズに１千万円を目標としております。ご寄

付をいただける方は最後にご案内を掲載さ

せていただきましたのでどうかよろしくお

願いいたします。建設資金の寄付は 3年間

現在の夕張岳ヒュッテ ( 撮影：藤井純一 )
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ですが、その後も運営基金に切り替えて継

続することも考えております。夕張岳を愛

される一人でも多くの方のご協力をお願い

いたします。

ユウパリコザクラのこと

　あまりサクラソウとは関係のない会の活

動内容ばかりになってしまいましたが、最

後にユウパリコザクラのことを少し書いて

終わりにします。

　夕張岳の自然の象徴としてユウパリコザ

クラを会の名前として活動してきました。

皆さんはきっとコザクラへの大きな想いが

あると想像されることでしょう。

　丈が低く可憐なユウパリコザクラは毎年

6月中旬になると、雪が融けるのを待って

咲き出し、まもなく満開を迎えます。しか

し再び雪が降るまではわずか 3か月。この

短い間に実を結び生命を全うしなければな

りません。小さな花が見せてくれる精一杯

の輝き、その姿に魅せられた仲間が集まっ

たのがコザクラ会です。

　大雪山などの派手なお花畑とはまた違っ

て、夕張はこぢんまりとしていても地域に

根ざした特徴があります。私たちも同じで、

会を発足させた当時は夕張岳を守りたいと

いう思いだけで動き出したのであり、何か

を派手に主張するのではなく、市民が集

まって地域の問題に対してやわらかな対応

をしていきたいとの考えを持ち続けていま

す。そのような集まりですから、やさしい

感じを受ける花の名前が似合っていると自

画自賛しています。

　それでもこれまでの 20 年間の活動を振

り返ってみますと、小さなユウパリコザク

ラが多くの人たちを集め、その魅力が人々

を動かしてここまで来られたのかなと思い

ます。この花がこれからも、未来永劫変わ

らぬ美しさを私たちに見せ続けてくれるこ

とを願ってやみません。

（ユウパリコザクラの会事務局長）

寄付のご案内

　夕張岳ヒュッテ建替募金に協力をお願い致します !

郵便振込み先

口座番号：０２７５０－６－９７６３４

加入者名：夕張岳ヒュッテ管理運営委員会

　おところ・おなまえと夕張岳ヒュッテ建替募金 1000 円×何口と書いてお振込みく

ださい。

　夕張岳の自然を守る拠点であり、非難小屋としても重要な施設である夕張岳ヒュッ

テを未来へ遺すために、たくさんの方々のご理解とご支援を賜りたいと思います。是

非一万人の輪に加わっていただき、ヒュッテ建て替えのためにご協力をお願いいたし

ます。

　　林野庁長官賞受賞記念夕張岳ヒュッテ建替一万人委員会　委員長　藤井　純一


