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室蘭市開港150 年・市制施行100年に伴う室蘭市の「花・木・鳥」について

１．議題

室蘭市では、令和 4年に開港 150年・市制施行 100年を迎えるにあたり、各種記念事業の実施
を予定しており、カントリーサインの変更や市のシンボルマークを作成する等の事業が実施され

ますが、室蘭市の「花・木・鳥」についても、選定から 50年が経過し、市民の認知度が低下して
いるのではとの意見があることから、周年を契機に新しいまちのイメージの創出を図るため、既

存の「花・木・鳥」を変更する、または、新たなものを追加するといった見直しを行うべきか検

討を行った結果についてご意見等をお伺いするものです。

２．現状

既存の室蘭市の「花・木・鳥」は、昭和 47年の開港 100年・市制施行 50年記念事業において
選定されました。

①室蘭市の「花・木・鳥」

②選定状況

昭和 47年当時の選定状況の概要は以下のとおりです。詳細は別紙資料をご覧ください。

市の花 ツツジ 市の木 ナナカマド 市の鳥 ヒガラ

一般家庭でも栽培され愛好者

が多い。種類はツツジ類全般を指

定。

7回カマドを変えても燃えに
くいという由来で、庭に植えてお

くと火難を免れるという言い伝

えもある。

姿の可愛らしさと鳴き声の美

しさで室蘭ではコガラとも呼ば

れる。測量山や地球岬一帯で見ら

れ、保護鳥のため飼育には許可が

必要。

選定機関 室蘭市の花・木・鳥選定委員会（26名）
室蘭市議会の他、室蘭商工会議所、室蘭青年会議所、北海道自然保護協会等から

委員を選出。

選定の基準 昭和 47年の選定当時の基準は、基本的に市内に分布、栽培されており、年間を
通して見ることができる種類。

選定方法 選定基準に基づき、あらかじめ選定委員会が選定した花・木・鳥の各候補 10種類
程度を市民に公表し公募を行い、各 1種類を選定する。
市民公募は 443通あった。

選定の目的 広く市民に緑化思想の普及と自然保護の気運を盛り上げること
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③市内の普及状況

室蘭市の「花・木・鳥」は、市のホームページやガイドブック、市内の公共施設等で周知され

ている他、ツツジ、ナナカマドについては、市内の公園や道路の植樹桝に植栽されており、ヒガ

ラは青少年科学館のマスコットキャラクターのモチーフに用いられる等、市内に一定以上普及し

ています。

室蘭市市民会館敷地内に設置してある石碑には、室蘭市の「花・木・鳥・魚」や、市が掲げる

都市宣言が刻んでありますが、平成 29年度にライオンズクラブ国際協会 100周年記念事業のレ
ガシープロジェクトの一環として、室蘭東ライオンズクラブから室蘭市の文化振興のためにと寄

贈されたものです。室蘭市としては、多くの市民が集い、市外からも多くの集客がある市民会館

において、この石碑が街の情報発信に役立っていると考えています。

３．見直しの検討

以上のことから、市の「花・木・鳥」は市の自然の特徴を象徴するものであり、選定の基準は

生態系にも関係しており、基準や目的が急に変化するものではないことから、周年ごとに変える

ものではないと考えます。

また、50年の長きに渡り市民の生活環境の中に浸透してきた「花・木・鳥」について変更や追

加をするよりも、周年を節目に市民の認知度の向上を図るための取り組みを行うことが、選定の

目的を果たす上で重要ではないかと考えます。

４．今後の取り組み

室蘭市としては、緑化思想の普及や自然保護の気運を盛り上げることを目的とし、周年記念事

業として例年行っている市民植樹祭を拡充して実施する予定ですが、その中で改めて市の花や木

に親しみを持ってもらえるよう、ツツジやナナカマドを植樹することを考えています。

また、市民植樹祭は室蘭市民憲章推進協議会と共催しており、開港 140年・市制施行 100年の
8月 1日の市民憲章制定記念日には、広報むろらんでも市民憲章とともに市の「花・木・鳥」に
ついても紹介しており、同様に植樹祭の開会セレモニーの中で周知を図るといった取り組みを行

いたいと考えています。

室蘭市市民会館敷地内 石碑
（ライオンズクラブ寄贈）

市道の植樹桝
（ツツジ、ナナカマド）

室蘭市青少年科学館
マスコットキャラクター

ムッピー
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室蘭市開港 100 年・市制施行 50 年記念（昭和 47 年）

室蘭市の花・木・鳥指定事業について

記念事業審議会専門部会及び、審議機関会議において、記念事業の一環として、室

蘭市の花・木・鳥等を指定することに決定した。

これらの選定のため、26 名の選定委員からなる選定委員会を設けた。

【室蘭市の花・木・鳥選定委員名簿】

所属 役職名 氏名

室蘭市議会 山本 松吉

〃 滝谷 真巳

〃 成田 芳夫

〃 白岩 敬蔵

〃 斉藤 友紀雄

〃 岡島 政悦

〃 秋元 允

〃 鈴木 力三

〃 太田 照国

〃 菅原 政男

室蘭商工会議所 専務理事 田中 秀雄

室蘭青年会議所 理事 大橋 陸男

室蘭地方史研究会 岡本 幹二

室蘭植物同好会 会長 原 松次

室蘭市教育研究会理科部会 部長 寺地 憲一

室蘭高校理科研究会 会長 河上 貢

室蘭猟友会 支部長 灰原 泰広

北海道種苗組合 胆振支部長 金沢 安三

北海道自然保護協会 理事 佐山 励一

室蘭営林署 署長 原 與吉

胆振支庁 林務課長 永井 永蔵

室蘭市 教育長 片岡 賢幸

〃 都市建設部長 小林 恒松

〃 経済労働部長 粟屋 和夫

報道機関 室蘭民報社 安藤 文祐

〃 朝日新聞 佐藤 真司
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【選定の目的】

広く市民に緑化思想の普及と自然保護の気運を盛り上げることを目的とする。

【選定方法】

イ）指定するのは花、木、鳥の 3つと限定する。

ロ）選定基準に基づき、あらかじめ選定委員会が花・木・鳥それぞれ 10 種類程度を

選定してこれを一般市民に公表し、この範囲内で一般に公募する。

ハ）このため、選定委員会の中からさらに専門家からなる小委員会を設け、候補種の

選定にあたる。

ニ）公募結果により、各 1種類を市へ答申する。

【公募要領】

（１）応募資格 室蘭市に居住する人

（２）応募方法 官製ハガキに住所、氏名、年齢、職業を明記し、花・木・鳥それぞ

れの種名は選定委員会があらかじめ公表した種類の中から選び 1枚にそれぞれ

1種を記入のこと。

（３）応募期間 昭和 47 年 5 月 15 日から昭和 47 年 6 月 14 日まで必着のもの（当日

消印のあるものも有効）

（４）公募結果発表 昭和 47 年 7 月

（５）ハガキの送り先 室蘭市役所都市計画課緑化係

（６）花・木・鳥 3つとも採用指定された応募者には記念品を贈呈。

【候補種の選定基準について】

１．花と木について

（１）室蘭市内に分布、栽培される植物で、花が顕著なものの数は 500種以上を数え
られる。花には草で花が咲くものと、木で咲くものがあるが、原則として高さ

3m以下の木に咲くものは草の花と同一に考える。
（２）樹木では花の咲くものもあるが、3m以上のものは樹木の部に入れて考える。
（３）植物種は、自生（野生）種、園芸種とも加える。

（４）園芸種は特別な施設（ハウス、温室）を要しなくとも、栽培できるものを中心

とする。

（５）野生種については、全市に普及可能なものを優先することにする。苗木、種子

の入手可能性、栽培可能性も考慮する。

２．鳥について

（１）年間を通じ市内で見られる種と、過去に多くの記録があり、今後も市内にその

生棲が再現可能な種を考える。

（２）市民一般に、なるべく知名度の高いものを公表する。



別紙

3

花

木

鳥

以上より各一種選定

種名 科名

フクジュソウ キンポウゲ科

カタクリ ユリ科

ツツジ ツツジ科

ナデシコ ナデシコ科

バラ バラ科

アキノキリンソウ キク科

キク キク科

ハギ マメ科

タケギボウシ ユリ科

ハマナス バラ科

種名 科名

クロマツ マツ科

シダレヤナギ ヤナギ科

カシワ ブナ科

ミズナラ ブナ科

カツラ カツラ科

スズカケノキ（プラタナス） スズカケノキ科

ハリエンジュ（アカシヤ） マメ科

サンショウ ミカン科

ナナカマド バラ科

クリ ブナ科

種名 科名

コガラ（ヒガラ） シジュウカラ科

エナガ シジュウカラ科

エゾアカゲラ（キツツキ） キツツキ科

ヒバリ ヒバリ科

コウライキジ キジ科

ウグイス ウグイス科

アオジ アトリ科

オオルリ ヒタキ科

クロツグミ ツグミ科

ハクチョウ ガンカモ科


