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　石狩平野の随所に広がっていた総面積
55,000 ～ 70,000ha の石狩大湿原は、明治
以来の開拓で低層湿原から順次農地化さ
れ、高層湿原も戦後に系統的かつ大規模な
土地改良事業の的となり、現在ではほぼ壊
滅しています。辻井ほか (2007) では、往
時の石狩湿原の名残を留める湿原として、
美唄湿原 ( 美唄市 )・月ヶ湖湿原 ( 月形町 )・
越後沼湿原 ( 江別市 ) の 3 ヵ所が挙げられ
ています。
　村の中北部を中心に随所に見られた新
篠津村の高層湿原のうち、 最後の生き残り
は、同村北西部の西高倉地区、現在の高橋
ピートモス工業採掘場 ( 図 1) に相当する
場所にありました。正式名称は無く、  梅沢
(1982) では「学田湿原」との仮称で紹介さ
れています ( ※ 1)。同書の出版時点では排
水やピートモス採掘がかなり進行してい
て、記事末尾に「今後の状況、散策の可否
は不明」とのコメントが付いており、改訂
版の梅沢(1992)では記事自体が削除されま
した。以後は、当会の狩山俊悟氏が 2004

年にホロムイツツジを確認しておられる
(URL；http://www.kct.ne.jp/~kariyama/
shungo/fieldnote04.html) のと、斉藤ほか
(2006) で「実験用のミズゴケを 2004 年初
夏に学田湿原と美唄湿原から採取した」旨
述べているのを除けば話題にすらならず、
新篠津村では高層湿原の植物は湿原もろと
も滅びたものと思われてきました。
　高橋ピートモス工業採掘場へ周囲の公道

から進入する私道の入り口には、ことごと
くロープが張られるか「立ち入り禁止」の
看板が立てられるかしています。しかし、
その南側に、西側から 2 ヵ所、東側からや
や北にずれた形で 1 ヵ所、荒れ果ててはい
るもののロープも看板も無く車が進入でき
る道があります。但し、どの道も反対側ま
では貫通せず、藪の中へと掻き消えていま
す。
　東西方向に走るこれら 3 本の私道跡とそ
の周囲約 7ha が、1973 年末から翌年春に
かけて原野商法によって切り売りされた地
帯です。「間もなく電化される国鉄石狩金
沢駅から至近」「最寄に新篠津村立第五小
学校があり、学用品店を兼ねた売店がある
ので、 通学や買い物にも便利」などの宣伝
文句で積雪がまだあるうちに急いで売った
後、業者は共用私道の名義変更もしないま
ま頬っ被りを決め込んだ模様です。実際に
は土地売買から 10 年と経たずに学校は過
疎化で閉校し、軟弱な地盤に阻まれてまと
もな建物は建たず、家屋らしき建物は現在
2 軒しかなく、それも朽ちるに任せている
状態です。地主が自家菜園をしている区画
やその跡地を合わせても、ある程度地主が
手を入れた痕跡があるのは 200 強の全区画
のうち一割にも届きません。
　この区域の西半分はササ原のところどこ
ろでヤチヤナギが背伸びするように顔を出
しているだけですが、東に行くにつれてカ
キツバタやノハナショウブが見られ、サワ
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ギキョウやサワシロギクがちらほら咲いて
います。私道の側溝の縁にはアリノトウグ
サが這い、ところどころミズゴケが細々と
生えていました。しかし、防風林の縁や排
水溝の法面などでミズゴケが生えてきてい
る場所を幾つか見てきた私は、さほど気に
留めていませんでした。

　10 月上旬、自家菜園の手入れに訪れた
老夫婦と遭遇し、この一帯が原野商法に
よって切り売りされていると初めて聞きま
した。同時に、奥さんから「ミズゴケの地
面が残っているところは傷めないようにし
ている」とも聞きました。
　「ミズゴケの地面 ? それ、何年くらい前

図 1　新篠津村の残存湿地の位置関係図 ( 上が北 )
TP；高橋ピートモス工業採掘場 ( 旧「学田湿原」主要部 )、A；残存湿
地 A地区 ( 原野商法売買地東半部 )、B；残存湿地 B地区、5th；新篠
津村第五地区体育館・たかくら保育所 ( 旧第五小学校 ) グラウンドお
よび旧高倉中学校校舎跡．5th南側の林地は旧湿原植物公園（NPO法
人「篠津泥炭農地環境保全の会」による泥炭保全対策地 )
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に見ましたか ?」
　「今もありますよ」
　10 月 17 日、それまで身の丈を超えるク
マイササに怖気づいて探索をためらってい
た東寄りの区画に、足を踏み入れてみま
した。ヨシ群落や木立を抜けると、いきな
り視界が開けました。ヌマガヤが繁り、ヤ
チヤナギ ( 図 2) やハイイヌツゲが疎生し、
ところどころサワシロギクやヤマドリゼン
マイが群生しています。やや乾燥気味だけ
ど月ヶ湖湿原と似た光景だなぁと思いつ
つ足元を探ると、ヌマガヤの枯葉の上をツ

ルコケモモ ( 図 3) の枝が這っているのを
見つけ、思わず歓声を上げました。更に探
すと、数ヵ所でエゾシロネなどを交えたミ
ズゴケの群落が見つかり、ツルコケモモを
伴うケースもありました ( 図 4)。 そして、 
シュレンケが一つも残らないほど地下水位
が低いにもかかわらず、たった 2 本とはい
えモウセンゴケ ( 図 5) が確認できた時に
は、またしても歓声を上げました。後日の
踏査で、ほんの数本ずつながらヒメシャク
ナゲの子株やホロムイツツジの開花株も発
見できました。

　新篠津村の高層湿原は、原野商法でバラ
バラに売り飛ばされた地帯の東半分に、辛
うじて生き残っていました。後述する「新
篠津ツルコケモモを守る会 ( 仮称 )」準備
会では、この区域を「A 地区」と仮称して
います。
　この残存湿地の南西側に、南北に長い
約 1.9ha の原野が残っています。水田化す
るために大正時代から昭和初期にかけて施
工されたと伝わる畔状の土塁で周囲を囲ま
れ、かつ同様の土塁で正方形の区画に区切
られています。周囲から見るとノリウツギ

やハンノキが点在するササ原にしか見えま
せんが、Google の空中写真でササ原の中
にイネ科植物の混交を示唆する茶色いぼか
しが認められたため、10 月 18 日に探索を
かけてみました。
　果たせる哉、土塁では背丈ほどに繁って
いるクマイザサは、土塁の下では急に背丈
を低くし、高さ 40cm に満たない場所が随
所にありました。そういう場所ではサワシ
ロギクやヤチヤナギやヌマガヤが顔をのぞ
かせ、根元をかき分けるとスゲ類やツルコ
ケモモやミズゴケがところどころで生き

図 2　A地区のヤチヤナギ 図 3　A地区のツルコケモモ
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残っていました。最も湿潤な区画では、花
芽をつけたホロムイツツジ ( 図 6) 数株と、
同じく花芽付きのイソツツジ ( 図 7) が 10

株強、かなり元気に育っていました。南端
の区画ではツルコケモモは見られないもの
のミズゴケのマットは順調に生育してお
り、ヤマドリゼンマイの群落やサワギキョ
ウも見られました。
　恐らく、畔状の土塁のおかげで春の雪融
け水やその他天水の流出が他の原野よりも
わずかに緩やかで、かつ他から富栄養質の
水が流れ込まないためにアワダチソウ類や
ハンゴンソウ類の侵入が北端と西端に限ら
れていることが、上記の植物が辛うじて生
きながらえている要因だと思われます。こ

の地区にも A 地区同様に高層湿原が生き
残っていると判断し、「B 地区」と仮称し
ます。
　A 地区は私道跡の中途半端な路盤を足掛
かりにクマイザサが繁茂し、ヌマガヤやヤ
マドリゼンマイなどの群落にも少しずつ侵
入してきています。また、自家菜園に施さ
れた肥料や、自家菜園耕作や山菜採りに訪
れる人間の排泄物によって、私道脇の側溝
を中心に富栄養化し、一部はヨシ群落に退
行しています。また、サワギキョウは花序
のすぐ下で鋭利な刃物で切られており、人
目につかないのを良いことに植物の乱獲が
行われている気配があります。
　B 地区は前述のように富栄養化の恐れは

図 4　A地区のツルコケモモとムラサキミズゴケ 図 5　A地区のモウセンゴケ

図 6　B地区のホロムイツツジ 図 7　B地区のイソツツジ
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殆ど無いものの、クマイザサにほぼ全域が
覆われており、速やかに刈り取らねばツル
コケモモやミズゴケがあと何年持ちこたえ
られるか全く保証できない状態です。A 地
区に隣接した北端を除く 3 方が農地の排水
溝に囲まれており、周辺の農家が排水溝法
面に用いる除草剤の影響も心配なところで
す。
　また、今年の探索では、どちらの地区で
もツルコケモモの結実が確認できませんで
した。
　11 月上旬、岩見沢在住の知人らととも
に「新篠津ツルコケモモを守る会 ( 仮称 )」
準備会を立ち上げました ( ブログ URL；

http://ameblo.jp/shinshinotsu-cranberry )。
新篠津村民を含めて多くの方々が入会する
までは、準備会として活動していく予定で
おります。
　当面、上記両地区の残存湿地の見学会 (6
月 12 日、 7 月 3 日、 8 月 28 日 ) を計画しつ
つ、より踏み込んだ保護策 ( ササの除去、
私有地内の排水溝の埋戻しなどによる地下
水位の回復措置 etc.) の前提となる地主の
了承を取るべく、地権者の割り出しと交渉
を順次行っております。A 地区とその西隣
併せて 200 人以上の不在地主がおられ、A

地区のコアゾーンと目される区域に限って
も地主が 40 人以上になることを考えると、
険しい道のりです。並行して、「両地区の
保全の可否や成否が不確かな現状では、よ
り環境が安定した湿地 ( 極力、新篠津村内
で ) への植物移植も、次善策として視野に
入れるべき」との準備会メンバーの意見を

受けて、移植に適した湿地探しや地主との
交渉にも着手しております。
　準備会の発起人として、北方山草会会員
の一人として、石狩大湿原の最後の欠片の
一つというべきこの湿地の保全のために、
できる限りのことをしていきたいと考えて
おります。

※ 1：新篠津村 (1996) では「金沢湿原」と
いう呼称も紹介されている。外山雅寛氏は
外山 (1982) をはじめ随所で「新篠津湿原」
なる呼称を用いているが、地元ではこの
呼称では呼ばれておらず、かつ外山 (1982)
p.32 の地図上では誤った地点を指示してい
る。
（グリーン・インスピレーター Napraphyto）
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