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突哨山運営協議会 ２０２０年度 第２回協議会 

２０２０年９月２８（月） １８：３０～ 旭川市役所保健所棟 

１．報告事項                         

 

出席者 出羽寛 塩田惇 舟橋健 桐一郎 澤田勇 寺島一男 工藤和彦 

    山本牧 

    旭川市公園みどり課 笹川主査 比布町総務企画課 齋藤係長 

事務局 中村直人 富岡雅志 

以上 個人８名 団体２名 事務局２名 

 

① 活動報告（主催・共催）と写真. ※主催等の表記のないのは「運営協議会」が実施 
 

・８月７日 暴風警報発令により一時閉鎖 突哨山公共駐車場看板倒壊 

  
 

   
   

看板は修復のため一時撤去しています。 

  現在、見積もり依頼中で以下の二つの方法が候補です。 

 

 

 

 

 

 



2020年度第２回突哨山運営協議会 

 

2 

          木枠案               鉄枠案 

   

 

澤田 突哨山の「哨」の字は正しい漢字でしたか。 

中村 正しい字が使われていました。 

澤田 その看板は市で建てたものですか。 

中村 もりねっとが指定管理をする以前のことなのではっきり分かりませんが、 

おそらく市で建てたものだと思います。 

出羽 費用は指定管理者で負担するのですか。 

中村 看板等の施設修繕費は指定管理者が負担することになっています。 

 

・ ８月６、２８、３１日 遊歩道番号看板補修（もりねっと）
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・ ８月７、２８、３１日、９月９日 危険木処理（もりねっと） 

  

 

・ ８月１８、１９、２６、２７日 旭川大学高校 環境学習 参加者１９９名
（旭川大学高校・もりねっと） 

 

・ 8月31日 近文第二小学校１、２年生突哨山活動（もりねっと） 

秋の森、焚き火、焼き芋 
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・ ９月３日 近文第二小学校５、６年生突哨山活動（もりねっと） 

間伐体験 

  

 

・ ９月７日 近文第二小学校３ 、４年生突哨山活動（もりねっと） 

秋の植物、焚き火、焼き芋 

  

 

・ ９月１０日 道道鷹栖東鷹栖比布線ワークショップ（比布町） 
 

出羽 旭川大学高校は４回にわたってどういうことをやったんですか。 

山本 １年生７クラス全員が対象でした。体育館で事前学習を行なって、その後 

クラスごとに現地で学習を行いました。カタクリ広場から再生観察路まで 

の往復コース。生物の実習授業でしたが、歴史的な話もしながら森林を中 

心に話をしました。 

 

② ヒグマ状況報告 
 

今のところ突哨山内でヒグマの動向はありません。 

 

澤田 ぴぴの路のカメラにも自転車が写っていました。 

   今日は袋を持った人が多く写っていました。おそらくキノコをとりに来た 

んだと思います。 

出羽 ヒグマの痕跡は５月にカメラに写ってから、その次は８月でしたか。 

山本 ７月です。写真はありませんでしたが、ぴぴの路入り口で丸太がひっくり 
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返されていました。 

出羽 嵐山では６月と７月に２回目撃情報があって、その後足跡が確認されてい 

ます。２度入山禁止になりました。 

澤田 比布町では２回、水田と蘭留地区で目撃されています。 

寺島 ８月１５日に近文大橋でも目撃されているようです。 

山本 旭川大橋でも目撃情報がありました。 

 

③ 人工林間伐について 
 

今年度の人工林間伐対象は２０１３年度に１回目の間伐をしたエリアになりま

す。１０月から１１月にかけて現況を確認しながら進めていきます。 

 

添付資料１ 

 

２０２０年度間伐対象エリア  
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現況調査GPSオーバーラップ 

 

 

 

舟橋 最近人工林エリアに突哨山での希少種が確認されています。切らずに残し 

ておく場所があってもいいのではないでしょうか。 

中村 そういった場所を教えていただければ手をつけないでおくこともできま 

す。 

出羽 現地検討会でその辺りの場所も確認しましょう。 

 

④ 突哨山の地域運動史作成の現状について 

 

「突哨山運営協議会と市民団体の活動記録誌」から「突哨山の地域運動史」に組

み替えて再構成しました。現在、運営協議会の年表ほか部分的に残っている原稿

がありますが、それらが揃った段階で執筆者に集まってもらい完成に向けて進み

たいと思います。 

 

添付資料２ 

 

出羽 現時点で執筆者としてお願いしているのは私と黒川さん、塩田さん、寺島 

さん、澤田さん、山本さん、中村さんです。このメンバーで集まって進め 

ていきたいと思います。印刷の予算については追って考えたいと思いま 

す。 
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２．協議事項                         

① 突哨山（遊歩道）の愛称検討グループの立ち上げについて 

 

これまで２回に渡って突哨山または遊歩道の名称・愛称について意見が出され

話し合われてきました。前回は検討グループ立ち上げの提案もありました。メン

バーの選定など具体的に進めていただけたらと思います。ご検討お願いいたしま

す。 

 

出羽 前回出た意見としては「突哨山自然遊歩道」などでした。協議会のメンバ 

ーからアイディアを募集するなどしてはどうでしょう。 

中村 公園としての愛称なのか、山全体としてなのか、遊歩道なのか整理が必要 

だと思います。 

出羽 工藤さんはどうお考えですか。 

工藤 男山自然公園も含めて大きい範囲で考えた方がよりいいと思います。ざっ 

くり言うと「突哨山自然公園」でもいいのかなと言う感じはします。駐車 

場の看板を建て替えるのであればちょうどいいタイミングかなと思いま 

す。 

山本 看板の文字は再利用するので、そこを変えるとなるとかなりお金がかかる 

と思います。ガイドマップは毎年作り直しているので変更することは可能 

です。 

工藤 男山さんもこういう会議に来ていただけるといいと思います。 

出羽 愛称が変わった場合ガイドマップはどうなりますか。 

中村 題名が変わるだけで大きな影響はないと思います。看板の名称が変われば 

インパクトは大きいと思います。 

工藤 うちは近くでギャラリーをやっているので、そういう名称があった方が案 

内しやすいです。突哨山に向かってきてくださいと言っても分かりにく 

い。男山自然公園の入り口というと分かってもらえる。 

出羽 歴史的にいうと男山の方が古いですから。そういう意味からすると男山自 

然公園との関係が重要になるかもしれませんね。 

工藤 名称として自然公園という雰囲気は合っていると思います。 

山本 自然公園とすると国の法律で自然公園法というのがあります。もう少し身 

近な意味合いで「森の公園突哨山」という言い方もあると思います。 

桐  突哨山自然公園とすると男山自然公園と二つになり紛らわしいのではない 

か。間違って男山自然公園に行ったという人も実際にいた。どうしたら分 

かりやすいのか。 

出羽 そういう意味では嵐山も二つあることになります。市の公園部分のみをい 

う場合と山全体をいう場合と。その違いが定着していくには時間がかかり 

ます。 

工藤 そう考えると遊歩道に愛称をつける方が手っ取り早いのではないでしょう 

か。 
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寺島 イメージとしては総称が欲しいですね。 

中村 村上山公園も入ってるんですよね。 

工藤 突哨山の名前は知られてきているのでそれは残したいです。 

出羽 いくつか候補が出ていますが、次回までに考えてきてもらえますか。次回 

は１２月の忘年会ですね。次回の案内でお知らせするようにしましょう。 

中村 名称を考えるということですか。 

出羽 山全体でも遊歩道の名称でも構いません。 

山本 誰に向かって伝えるのかも考えた方がいいかもしれません。 

寺島 地質学的にはこの辺りをどういう風に呼ぶんでしょうか。 

出羽 名称の検討についてはいろいろな要素を含んでいると思います。そういっ 

たことも含めて次回までに考えておいてください。 

 

② ガイドマップE地点について 
 

現在ガイドマップ上では村上山公園（トイレ周辺）がE地点になっています

が、現地に「E」の番号看板がありません。また、男山自然公園の「１２」看板も

同様にありません。原因は不明ですが、村上山公園、男山公園それぞれについて

対応について協議願います。※現在「F」看板は破損のため補修中です。 

 

 

 

案１ ガイドマップに合わせ番号看板を設置する。 

   看板作成のため費用が発生します。 

案２ ガイドマップの表示を削除する。 

   「１２」は削除しても影響はありません。 

「E」を削除するとマップ上も現況もA→B→C→D→Fとなります。 

案３ ガイドマップ「F」地点を「E」地点とする。 

   マップの修正と現地看板の交換が必要になります。 
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舟橋 男山自然公園に元々「１２」という看板は設置していないと思います。 

中村 村上山公園の「E」はどうですか。 

舟橋 村上山も元々付けていないと思います。 

出羽 突哨山全体を地図に示すために番号を振っただけで、現地に看板を設置し 

ていないものもあったんではないか。 

中村 元々看板がないのであれば、このまま現地に看板を設置しなくてもいいで 

すか。 

澤田 地図に番号の記載があって、現地に無かったら困るのではないでしょう 

か。 

出羽 村上山公園に関しては比布町として看板を設置することは可能ですか。 

比布町斎藤 担当部署が違って産業振興課になるんですが、おそらく問題はない 

と思います。 

中村 多少費用がかかりますが大丈夫ですか。 

比布町斎藤 多少であれば大丈夫だと思います。看板の設置については協議会で 

話し合ってもらい、それに即した形で対応したいと思います。 

出羽 問題は男山公園の方ですね。さっきの愛称と関わってきますね。 

舟橋 男山公園は公園の範囲外だから番号看板は無理をして付ける必要はないと 

思います。 

中村 今日欠席されている黒川さんとこの話をした時に、黒川さんは、もしマッ 

プ上の男山自然公園の「１２」という表示をなくすとしても男山自然公園 

の案内は載せておいた方がいいのではないか、とおっしゃっていました。 

舟橋 マップの案内ページに欄外で男山自然公園の案内を載せることはできます 

ね。 

山本 少なくとも今まで「１２」の看板が現地にない、という問い合わせを受け 

たことはありません。 

出羽 男山自然公園は看板がなくてもいいのかもしれませんね。 

中村 それでは男山自然公園については現地に看板を設置しないこととして、マ 

ップの「１２」という表記はどうしましょうか。 

舟橋 「１２」という表記はいらないと思います。 

山本 地図上で男山自然公園の場所が分かるという意味では番号があった方がい 

いと思います。 

舟橋 マップ上には男山自然公園と名称の表記があれば大丈夫ではないか。 

山本 マップ上の「１２」表記とマップ下の説明欄に「１２」とあった方が初め 

て突哨山を訪れる人には分かりやすいと思います。 

舟橋 写真の説明のために「１２」と表記するんですか。 

山本 はい。 

出羽 それは看板がなくても問題ないということですか。 

山本 はい。どうしてもと言えば男山さんにお願いをして看板を設置してもらう 

という手もあります。 

澤田 ここだけ看板がないというのも不自然ですね。 

舟橋 マップ上の「１２」表記を無くして男山自然公園の説明を欄外に載せたら 
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いいのではないでしょうか。 

寺島 男山自然公園に「１２」の番号を付けるということはルート的には一体感 

が出ます。男山自然公園も含めて周遊ルートと認識されます。もし男山自 

然公園を近接区域の管理外の場所だと考えれば番号をつけずに欄外で説明 

をつけた方がいいのではないかと思います。 

出羽 まとめますと、男山自然公園に関しては看板を設置せずにマップ上だけ番 

号を残すか、またはマップ上の番号を無くして欄外に説明をつけるか、で 

すね。それではこの件に関してはガイドマップ検討会で検討したいと思い 

ます。 

 

③ 現地検討会の実施について 
 

毎年９月から１０月にかけて現地検討会を実施しています。 

突哨山の現状を見ながら、これまでの作業の確認や今後の課題などを検討してい

ただく場です。今回のテーマはヒグマ調査の現状、看板補修の確認、危険木処理

など遊歩道整備の適正などです。日程の検討をお願いいたします。 

 

中村 希少種などの場所も確認させていただきたいです。 

出羽 まずは日程を決めましょう。１０月２１日（水）９時からにしましょう。 

ルートはどうしましょうか。突哨山口集合にしましょう。ルートは事務局 

で決めておいてください 

 

④ 道道鷹栖東鷹栖比布線工事について 
 

９月１０日に比布町役場において第４回目のワークショップが実施されまし

た。内容はこれまでの協議のまとめと今後の流れについてでした。 

このワークショップで話し合われた内容をもとに、７月２８日開催の第一回協議

会で取りまとめた「要望書Ⅲ」に対する回答書をいただいております。さらにこ

の回答書に対しての協議会からの意見を要望されております。 

 

添付資料３ 

 

寺島 ２項目目の法面緑化について、裸地になれば間違いなく埋土種子が出てこ 

ず早い段階で外来種が入り込んできます。初期の段階で管理としてオオハ 

ンゴンソウのような外来種を排除するべきです。それとあの場所ではむし 

ろササを入れてしまった方がいいのではないかと思っています。その場所 

で外来種が繁茂すると突哨山の方に入ってくる可能性があるので、初期の 

段階で外来種の抜き取りなど対策をして、できたらササを誘導できたらい 

いと思います。 

出羽 前回のワークショップの時に、道路ができてから道の方で外来植物の抜き 

取りを全部するというのは難しい。地域の住民も含めて外来植物の抜き取 
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りをするというのも可能ではないかという意見が出ました。 

中村 具体的には工事後何年間か町主催で外来植物抜き取りのボランティアを募 

ってもらうなどの対策を要望するということですか。 

寺島 いつまでやったらいいの、という風になってしまうが、積極的にササを植 

えなくても、ササが拡大してくるような対策はとった方がいい。そうする 

と抜き取り作業も何回かで終わるし法面緑化もしなくて済むと思います。 

中村 ササが出てくるようにするにはどうしたらいいですか。 

寺島 周囲にササがあるので外来植物を抜き取りしていると範囲が拡大してくる 

と思います。 

出羽 ササを持ってきて植える必要はないですか。 

寺島 本当は持ってきて植えた方がいいと思いますが、それも新たな法面緑化に 

なるので難しいと思います。 

出羽 工事後の外来植物対策を付け加えてもらうよう要望しましょう。 

 

２．連絡事項                         

今後の予定 

  ・現地検討会 

  ・突哨山ボランティア遊歩道整備 １０月 

  ・第３回協議会と忘年会 １２月  昨年は１２月５日（水）ヤマイチ中村 

 

中村 遊歩道整備に関しては扇の沢の水が出る場所に木道を敷く作業です。一般 

にボランティアを募集します。日程に関しては決まり次第皆さんにご連絡 

いたします。 

出羽 忘年会について、１２月１日（火）１８時から。場所は追って連絡しま 

す。他に何かありませんか。 

澤田 １０月２４日（土）に比布町教育委員会主催で秋の突哨山ツアーを行いま 

す。内容は散策と焼き芋です。 

塩田 １０月４日（日）野の花グループの観察会です。 

出羽 芋煮会は１０月１日に打ち合わせをします。日程が決まったらご連絡いた 

します。コロナ対策でどういう形になるか検討します。 

桐  先ほどの番号看板の件について確認ですが、ガイドマップに男山自然公園 

を載せる時に男山酒造に確認はとっているんですか。 

山本 ガイドマップに載せる時に了解は得ています。看板を置かせてくださいと 

までは言っていません。ガイドマップもお渡ししています。 

出羽 他にありませんか。無いようであればこれで終わります、 

 

以上 


