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渡川水系横瀬川周辺の環境保全勉強会 
＝植物保全に関して牧野植物園との意見交換会＝ 

日時：平成２４年７月４日（水）１３：００～１６：４５ 

場所：中筋川総合開発工事事務所 旧庁舎会議室 及び 庁舎敷地 

講師：牧野植物園 企画広報課 小松加枝課長、研究・教育普及部 田邊由紀さん 

プログラム： 

○開会 

○講師紹介 

○第一部 牧野植物園の紹介並びに他機関との連携事例について 

○第二部 横瀬川ダムの環境保全対策の取り組み状況について 

○第三部 屋外実験の実演 及び 体験指導 

内容： 

13:04～14:07 第一部 牧野植物園の紹介並びに他機関との連携事例について          

○講師：牧野植物園 企画広報課 小松加枝課長 

○はじめに 

・高知県立牧野植物園は、公益財団法人高知県牧野記念

財団が高知県から指定を受けて指定管理者として管理

運営を行っている。この４月から公益財団化した。 

・職員の８０％が女性で、２０～４０代。 

・夜の植物園 パラグアイオニバスに乗ろう（体重１５

ｋｇまでの子供） 

・「植物を知ろう！ ガイドブック」 植物無しでは生きていけないことを分かりやすく説明。 

 

○「まきの１／２世紀」 

・当植物園は、「牧野」という人名が植物園の名前につい

ている唯一の植物園。 

・牧野富太郎は４月２４日 坂本龍馬脱藩の直後に生誕。 

・「高知県立植物園にしろ！」との牧野先生からの手紙も

残っているが、開園直前に亡くなられ、様々な標本を

高知県へ寄贈され、その業績を顕彰しようと「牧野植

物園」となった。 蒐集した標本は４０万枚 植物サ

ンプル１，７００枚 書籍４５万点 

 

○牧野植物園 

・１９５８年４月１日に開演。 

・１９９９年にリニューアル、拡張した。 

・牧野富太郎の業績に触れていただき、植物に 
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○牧野植物園の３つのミッションは 

①植物を系統的に集め植物を研究すること。 

・薬になるような植物を探しに、ミャンマーや北米など世界を巡っている。 

・植物を見るだけのフラワーガーデンではない。 

・５年前から研究部長など、テレビなどに出るよう、また、研究者が来所される祭にはプレス発

表など、積極的に取り組んでいる。 

 

②植物の収集・保存、普及教育・生涯学習の機能を充実させること 

 

③市民に美しい花々を鑑賞していただくこと 

・花を観賞するのが目的の植物園 淡路花舞台、鳥取花回廊 

・植物園協会 １５０ぐらいある中で、５つが研究機能を有する植物園。 

 

○牧野富太郎 

・１８６２ー１９５７ 

・高知県佐川町出身 

・１，５００以上の植物を命名し、沖縄を除く国内を踏査、国内の植物啓発に尽力する。 

 

○園内で増殖・栽培 

（１）ホソバオケラ 

（２）コウホネ 

（３）モンパイノコヅチ 

（４）シャクヤク 

     ↓ 

 中山間地を活用した農業振興へ 

・奈良県の生薬企業が、数キロ販売することができた。 

・栽培も、数年かけ四季折々の栽培技術を伝承することが必要。 

 

（１）ホソバオケラ 

＜外部圃場＞ 

・ヒューマンライフ土佐 ６３５ｋｇ収穫 

・大豊町        １００ｋｇ収穫 

・産地とさやま開発公社 未収穫 

        ↓ 

 収穫量の２割（１５０ｋｇ） 乾燥品５０ｋｇを生薬として販売 

 収穫量の８割は種芋として増殖 
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○海外植物調査 

（１）ソロモン諸島 

  ・調査回数：２回 

  ・採取しゃくよう標本：約３１５０点 

  ・採取生植物株・種子：約２３０種 

  ・化学成分研究用試料：１２０点 

 

（２）ミャンマー 

  ・調査回数：２回 

  ・採取しゃくよう標本：約１３００点 

  ・ミンパイノコヅチの種子を採取 

  ・科学英文研究用試料：約３０種 

 

○高知県の植物 

（１）希少野生植物食害防止対策 

 ・目的 

 

（２）希少植物分布調査 

調査概要 

・ボランティア：１０９名 

 

＜教育普及＞ 

○展示 

・昨年初めて子供向けの展示を夏休みに行い、人気があり、後続の展示を遅らせることになった。 

・様々な取り組みや展示は可能だが、長期的に何を目指し、予算確保をどうするか・・・。 

・高知から第二の牧野富太郎を出したい。 

・自分たちがどうやったら興味を持てるようになるか、それがないと子供たちに興味を持っても

らえない。 

 

○学習支援プログラム 

①植物教室（一般対象） 

②子供自然体験教室（親子対象） 

・ホームページで１ヶ月前から告知だが、けっこう予約が埋まる状態。 

 

○学校向け教育プログラムの開発 

・空飛ぶタネ 

・タネさがし 

・冬芽をみてみよう など 
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○牧野文庫 資料の保存及び活用 

①未整理資料の整理 

②保存及び活用 

 ・中国の薬学の本が多い 

 

○催事 

・春のフラワーショー 五台山 

 花の展示「花皿鉢
さわち

」登場！（商標登録） 

・期間ごとにチューリップや 

・２０１１年 オランダ大使をお迎えし、「オランダデー」開催 

 

○駆け足で植物園を巡ってみましょう！ 

・植物園 標高１４７ｍ 丘の上にある 

・所要時間約２時間 東京ドームの１．２倍ほどの広さしかなく、ただ横断するなら７分間ほど

で横断できるが、見所たっぷり。 

・３月末からゴールデンウィークまで ツツジ 全７０種のうち５０種がここにある。 

・「内藤
ないとう

廣
ひろし

」さんが、最初は高いビルを造ろうと計画していたが、もっと自然にと・・・ 

・三重の海の博物館、ミッドタウンのトラヤの内装をデザインした人。 

・植物園で見る水は全て雨水を使っている。 

・人と自然が継続的に・・・ サスティナブル 

 

・年に数回の企画展 

・いろいろな角度から植物を見られるように、園内の造成を工夫してある。 

・夜の植物園 

・お月見 

・コンサート 

 

・植物園オリジナルグッズ 

・レストラン＆カフェ アルブル 

 

○植物園でのオプショナル 

・ガイド（事前予約必要） 

 常設展示、企画展示、見頃の植物、押花教室、アロマテラピー教室 

・四国遍路 第３１番札所 五台山 竹林寺 

・郵便切手発行（高知県限定解説カバー付き） 

 ８００円 カラーのスケッチが１０点しかない中から５点をセレクト 
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○なぜ日本一！？ ナンバーワンを目指す理由 

・当時５億のお金を使って、９年かけて作った植物園。 

・県民の財産、県民の庭として、どういった活動をしていくか。 

・高知の植物園がなぜ元気なのか。牧野先生の愛弟子が植物園長。橋本龍太郎とご縁があり、着

任することとなった。 

・植物園は成長していくので、古いほど、歴史があるほど良い。 

 

14:07～14:16 休憩  

 

14:16～14:26 第二部 横瀬川ダムの環境保全対策の取り組み状況について           

○報告者：中筋川総合開発工事事務所 調査・品質確保課 山川係長 

・課題 チシャノキ 幼木の移植には成功しているが、高木の移植をどうするかが課題。 

 

○水田生殖物 

・課題 種子が減少している可能性がある。 

 

○ヤイロチョウ 

・生育が維持されていることを確認する。 

・巣を発見し、営巣が確認された。 

 

○オオタカ 

・土居ノ内周辺の繁殖状況の把握 

 

14:26～15:49 現状の課題等について意見交換                        

Ｑ①：貴重種 事業用地以外に、県内、県外に多く生育しているものは、どこまで保全活動すれば

いいか。 

Ｑ②：現場を移動する際に、気をつけるべき、重要な種を教えてほしい。 

Ｑ③：貴重種とはどんなものか、刈ってしまったり燃やしたら罪になるの、法的なしばりがあるの。 

田邊Ａ： 

・私は、２００２年から牧野植物園に来た。 

・標本の整理、調査もしている。保全は前田研究員が専門なので、私

でわかる範囲でお答えする。 

 

・貴重種：その地域を代表する種 

・希少種：個体数が少ない種 特殊な環境にしか生えない植物 

・国の政策として 種としての、遺伝子としての、生態系としての生

物多様性 → 生物多様性を守ることが人類のためになるとの考え 

・特定の植物しか食べない虫がいれば、植物が無くなれば虫もいなくなる。 
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・外来種が繁殖すると希少種が無くなる。 

・県の指定種 採取したり傷つけると５０万円以下の罰金。 

・法律「種の保存法」 種としては限られるが、採取や販売が禁止されている。 

・山道に生えている重要種を判読するのは難しいので、山道を歩き、それないこと、周りを踏み

荒らさないこと。 

・どこまでを保全すべきかといわれると、全てを守れたら理想だが、いっしょに先生と現場を見

て、どこまでするかを検討するか。 

Ｃ：どこで線引きするか迷ってしまう。 

 

Ｑ：ダムが出来ることで水没するところは気を使っているが、それ以外にも風向きが変わる、湿度

が変わるなど、植物に与える影響は様々あるのではないか。植物園の中では、様々な環境で生

息している植物を管理されており、その植物に対して必要な衣・食・住が細かくコントロール

されていると思う。ダムにより、新しい環境が出来るという面もあると思うが。 

田邊Ａ：生物多様性が減るということではマイナス面が多い。 

 

Ｑ１：外来種とは、帰化植物とは何か。 

Ｑ２：喜ばれる外来種もあるのではないか。 

Ｑ３：気をつけるべき外来種は何か。 

Ｑ４：オウキンケイギクの有効な駆除方法を教えてほしい。駆除しなくていいということがあれば

ご意見を聞きたい。 

田邊Ａ：安土桃山時代以降に入ってきた外来種を帰化植物といっている。 

 ソメイヨシノは日本の植物と言っていい。喜ばれる帰化植物は、鑑賞的に見た目がきれいで喜

ばれるが、外来種としては良いものではない。 

 オオキンケイギク、タネを持つ前にその場で焼けばいい。移動はダメ。在来種を駆逐してしま

う。 

 

Ｑ１：地球温暖化の影響とかは 

Ｑ２：地球温暖化や異常気象に対して健在化している植物への影響は、私たちで出来ることは。ま

た、幡多地方で自慢できる植物は？ 

田邊Ａ：土佐清水 ヘゴ が確認された。冬枯れしなくていき続けられたのだろうか。 

ホシザキカンアオイ、中筋川沿いではヒメコウハイ、ガンセキランなど、見応えのある植物。 

 高知県の指定種 マイヅルケンナンショウ 

 宮崎が生息北限だった  が宿毛で見つかった。 

・一番貴重な植物は、ヤクシマ熱帯ラン、キリシマハクジョウ 

 

Ｑ：歩道などの草が生えなくする方法はないか。法面を保護するのに良い植物はなに。 

田邊Ａ：植物園でも答えがでなかった。 
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Ｑ：オナモミが無くなった原因は。 

Ａ： 

 

Ｑ：子供達へのメッセージを。 

田邊Ａ：外に出て遊んでください。花や草を摘んで遊んでほしい。五感を使って遊んでくれると、

自然を好きになってくれるか。 

田邊Ａ：林業がんばって、良い林を保っていただくと、良い植物が育つ。木材住宅を建てるなど消

費活動をすればいいかな。 

田邊Ａ：マイヅルテンナンショウ ボランティアなど、３５０名で植物調査をしている。リーダー

役を土佐植物研究会に務めてもらっている。 

田邊Ａ：オオマリコケムシ  

田邊Ａ：光合成をする葉緑体が緑だから。 

 

15:49～16:30 第三部 屋外実験の実演 及び 体験指導                   

○チシャノキ種子の発芽実験 

 

 

 

 

 

 

 

 


