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新年おめでとうございます。昨年は、円山川下流域がラムサール
条約に登録されました。このことは私たちの励みになると共に、さらな
る努力を促されていると考えます。コウノトリ湿地ネットは今年もコウノ
トリの生息環境を整える活動を継続していきます。
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*ハチゴロウの戸島湿地まつり*

復建調査設計㈱ 講演会

城崎小 3 年生ポスター（コウノトリ）

もちまき

ラム歩き（鼻欠け地蔵で）

ワークホーム大地

戸島地区 たこやき

㈱西村風晃園

田結地区 海草・サザエなど

生き物調査（網を上げる）

竹ぽっくりで遊ぶ子供たち

戸島の野菜を売ります

東北で作られた食用油

10 月 8 日、「ハチゴロウの戸島湿地まつり」が開催されました。今年も地元戸島や田結地区他の出店を
頂き、また今年初めて「もちまき」を行いました。東北支援の食用油の販売や、同時企画として、市の
「ラムあるき」も戸島湿地を出発点にして行われました。皆さん楽しんで頂けましたでしょうか。
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今年も地道に取り組みますので、よろしくお願いします
（代表

佐竹 節夫）

あけまして、おめでとうございます。
本年も、よろしくお願いします。
年の始めですので「初夢を」といきたいところですが、何せ課題は次から次と現れてくるのに未解決なこ
とばかり。せめて一つくらい光を見つけてから、今年のアクセルを踏みたいと思います。私たちの関心は、
やっぱり餌場づくりです。

特に冬の餌をどう乗り切るか
これまで懸案事項の一つだったのが、冬期の餌場対策です。まだ、見えてこないのです。コウノトリは本
来渡り鳥ですので、冬期は餌生物を捕食できる南方に移動して越冬するのが通例です。豊岡は積雪地
帯であり、田んぼも水路も雪で覆われてしまうと餌生物を探すことは極めて困難です。積雪のない時でも、
両生類、爬虫類、昆虫などはとっくに姿を消しています。肝心な魚類はというと、水温が低下（５～６℃以
下？）すると水中深く隠れてしまうので、コウノトリは捕食できません。「じゃぁ、通年餌場になるように設け
られたハチゴロウの戸島湿地は浅水域なので役立たずか？」と嘆いてしまいます。
豊岡のコウノトリたちも当地を離れ、南下して越冬すればいいのですが、放鳥個体や野外での繁殖個
体とも大半が豊岡市内で過ごしています。結果、必然的に給餌という問題が発生します。昨年１２月の積
雪時を例にとれば、市内で暮らす４８羽中２５羽がコウノトリの郷公園に駆け込んで、給餌を受けています。
（※１）このままコウノトリたちが南方に移動しようとしなければ、戸島湿地でも給餌を継続すべきなのでしょ
うか。あるいは、福田地区の例（※２）にあるようにアメリカザリガニやウシガエル（彼らは冬でも捕食できる
のです）を意図的に導入すべき？ これはとんでもありません。考え方を整理してみましょう。

過去（明治～昭和４０年代初期）の例はどうだったか
岩佐修理氏が残された昭和初期の記録（※３）によれば、その年に生まれた幼鳥は晩秋に南下し、親
鳥は冬期も営巣地周辺に留まった、とあります。また、昭和１０年の冬に小坂田んぼで越冬していた個体
（親鳥か幼鳥かは不明）が餓死（その剥製は小坂小学校に保存）したとの片間地区の方の証言もあります。
つまり、餓死して当然の如く厳しい豊岡の冬期間、幼鳥は親のテリトリーから出て行かざるを得ないことと
相俟って南方（場所は依然と分かりません）に越冬地を求めたのに、親鳥だけは豊岡・但馬に留まってい
たようです。この点が通常の渡り鳥と違いますね。
では、親鳥たちはどこで、何を食べていたのでしょう？ これまで何人かの方に聞き取りした話をまとめ
ると、次のようです。
豊岡盆地には冬も雪の積もらない田んぼがあちこちにあった。そこでは水もそう冷たくなく、コウノトリは
そこに舞い降りていた、と。どうやら、その田んぼには湧水があり、あるいは「掘り抜き」と呼ばれる簡易な
汲み上げ機のようなものが設置されていて、そこには常時地下水が出ていたらしいのです。だから、水辺
の生きものもいたのではないかと。ならば、その田んぼは現在でも有効なのでは？ 元々、豊岡盆地はす
り鉢状の地形に土砂が堆積してできており、地下水脈は縦横に走っているはずです。餌場になり得るの
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では？ 残念ながら、教えていただいた方々の答えは一様に否でした。この数十年の間に各種開発、工
場等や消雪装置による地下水の利用などで地下水脈が低下もしくは移動していると思われ、その上に圃
場整備で地盤が１ｍ前後嵩上げされたので、現在の田んぼはその機能を発揮し得ない、とのことです。

山裾の湧水とエビに光明を見たぞ
現在のコウノトリは、その大半が豊岡市内に留まっていますが、コウノトリの郷公園によれば野外繁殖し
た個体の８０数％が一度は市外に出ているようです。それに対して親鳥は過去同様に移動せず、営巣地
周辺に留まり続けています。幼鳥・独身者の課題は別に扱うとしても、親鳥たちが今後も市内で定着する
とすれば、冬期の餌対策は避けて通れません。
コウノトリ野生復帰に取り組む面白さ・醍醐味は、困難と言われているものに挑戦する中にこそあるもの
です。現在の豊岡盆地において、冬期の餌場づくりをいつものように見試し（アダプティブ・マネジメント）
手法で挑戦してみましょう。テーマは、①コウノトリが舞い降りる地形の中で、湧水箇所を探してより良い餌
場に造成し、その場所にいる餌生物の増加を図る。②水深が浅くても生息している餌生物を割り出し、増
加を図る、です。（積雪の少ない市内の南部・出石町には、給餌に頼らず自活している個体が約１０数羽
おり、主に農業用水路で採餌しています。これについては今回は触れません）
①湧水箇所とその利用について
●まずは、私たちの職場・ハチゴロウの戸島湿地の
状況報告です。
湿地内には山裾からの湧水が流れている箇所があ
ります。これまでは水深３０数㎝の池で受けていたた
めに、せっかくの好水温でありながらコウノトリの採餌
不能にしていました。もったいないことでした。そこで、
昨年９～１２月、池の面積を拡大し、浅水域を多く設
けました。〈写真１〉
造成間もないため生きものの姿はまだほとんど見ら
れませんが、１年後の様子を期待しています。（水深

写真１ 湧水池の拡大 平成 24 年 12 月 3 日

を浅くすれば、今度は草との戦いが待っているでしょ
うけど）
●田んぼでも
山裾にある未圃場整備の田んぼには、今でも湧水
がある箇所があります。昨年２月、なんと神鍋高原の
麓で２羽のコウノトリが過ごし、そのまま春を迎えました。
採餌していたのが写真の田んぼです。湧水のため、
そこだけは積雪がありません。多分、市内にはこのよ
うなところがまだまだ残っているのではないでしょうか。
見つけて生物調査し、ビオトープにしていくことが望ま
れます。 〈写真２〉
●河川でも
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下鶴井地内の円山川右岸の干潟は、ハチゴロウをはじめとする個体が代々よく利用している箇所です。
やはり湧水があるようです。注意深く調べれば、いろいろな河川にもありそうです。既に国交省や郷公園・
佐川先生によってより良い環境づくりの検討が行われているとのことですので、大いに期待しています。
〈写真３〉

写真３ 円山川の干潟

写真４ スジエビ

②餌生物について
水温の低下と共に魚類がいなくなる１２月初旬の戸島湿地。コウノトリのつがいが盛んに水辺で採餌して
います。居合わせた W 氏にタモを入れてもらうと、多数のスジエビと１匹のタモロコでした。なるほど、エビ
なら浅水でもいいのか。これなら湿地が４年を経過し無数にいるようになった。採餌しやすいよう水深を浅
く調整したこともあって、初旬以降もコウノトリ夫婦はずっと１日中湿地内で採餌しています。「エビくらいで
お腹一杯になるのかな？」量ってみると３匹で１ｇでした。〈写真４〉
また、スコープで覘くと、エビ以外にも何やら土を突いて食べています。実は、平成２２年１月にコウノトリ
が採餌している箇所の生物調査を実施したことがあります。確認できたのは、エビ、タモロコ、メダカ、カ
ダヤシ、ヤゴ、ウシガエル幼生、サカマキガイ等の稚貝などでした。もしかしたら、私たちが確認していな
いもの、例えば生きもの以外の想定外のもの（例えば植物？）も食べているのではないか？ あぁ、また課
題持ち越しです。
いずれにしても、冬期のエビは重要視に値すると思われます。また、基礎代謝量が未だ不明ですが、
郷公園に駆け込まないところを見ると、冬期は１日１００ｇ程度の餌量でもＯＫかもしれません。そこで当会
では、今冬の給餌は行わず、様子を見ることにしました。（と言っても、大雪になり湿地全体が埋まってしま
うと悩むに決まっていますが・・・）
今年もこんな調子で、コウノトリと共に過ごしていきたいと思います。時間があれば、気軽にハチゴロウ
の戸島湿地にお立ち寄りください。
※１ 先月 23 日現在、市外に出ているのは、京丹後市４羽（給餌あり）、加古川市１羽、倉敷市１羽、
南さつま市１羽、和歌山県１羽、香川県１羽の、計９羽です。
※２ 平成 20 年３月「福田地区コウノトリ生息状況調査報告書」（復建調査設計㈱）では、同年１月 13、
14、28 日における採餌生物は、アメリカザリガニ 18.8％、ウシガエル 2.4％、ドジョウ 0.4％、特定できず
78.4％でした。
※３ 岩佐修理「カフノトリ（Ⅱ）」昭和 11 年７月兵庫県博物学会誌第 12 号
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２０１２年のコウノトリについて思う
（会員

宮村さち子）

野外での繁殖が始まって昨年で６年目となり、

てしまったようだ。まわりの採餌環境もあまりよく

昨年は１４羽のコウノトリが巣立った。昨年の特徴

ないように見え、繁殖は無理ではないかと思わ

は初めて兵庫県外でコウノトリが営巣、巣立ちし

れていた。しかし、昨年は無事産卵し、３羽も巣

たこと、そして野外の繁殖で巣立ったコウノトリた

立ちさせることができた。相変わらず、巣材は少

ちが繁殖行動を行い、野生第３世代が生まれた

なく、卵が転がり落ちるのではないかと心配した

ことである。

りしたが。コウノトリたちは１年、１年学んでいく。

放鳥２世のペアである京都府京丹後市での

未熟と思われるペアも経験を積み、繁殖に成功

昨年の営巣は、地元の方たちの熱意と愛情があ

していく。

って実現したといえる。２０１１年から京丹後市に
飛来しているコウノトリたちを、温かく迎え、見守
る人たち。「コウノトリネット京丹後」を作られ、昨
年は電柱に営巣しようとするペアのために、３基
の巣塔を建てられた。最初に建てられた巣塔を
コウノトリたちが好まず、営巣しようとしている電
柱の傍らに新たに巣塔を建てられたのだ。これ
は全部市民の力だけで成し遂げられた。この巣
塔にペアが営巣し３羽のヒナが巣立った。２羽は
現在豊岡市出石町で他の幼鳥たちと過ごし、１

20120524 山本巣塔

羽は遠く和歌山で長期滞在している。

豊岡市福田では、京丹後市と同様、放鳥２世

親鳥は京丹後市内で過ごすことが多く、今年の

のペアから１羽が巣立ちした。こちらもまだまだ

繁殖も期待できそうだ。

未熟なペアに見えたが、彼らは隣接する森津地
区から福田地区を縄張りにして採餌し、無事ヒ
ナの巣立ちを迎えることができた。残念なことに、
ペアのオス（伊豆 B）は昨年秋、足環付けの為の
捕獲時、事故で亡くなった。巣立ちした幼鳥は
現在加古川市に飛来し、そこで長期滞在してい
る。加古川市の方々に見守られ、無事に過ごし
ているようだ。
あと、戸島、伊豆、野上などの巣塔では、無事
にそれぞれヒナが育ち、巣立ちを迎えた。これら
のペアは関係も安定し、これからも継続して繁殖

20120711 京丹後市久美浜町の巣塔で

できるだろう。
次に豊岡市日高町山本の巣塔で初めて３羽の

最後に豊岡市百合寺の巣塔で孵化した１羽

ヒナが巣立ちした。このペアはメスが放鳥コウノト

のヒナだが、孵化し育っていたが、巣立ち間近に

リ、オスが野外で生まれたコウノトリのペアである。

巣塔内で死亡した。この巣塔での繁殖の成績は

２０１１年からペアとなり、卵を産んでいたが繁殖

他の巣塔に比べ、とても悪いように思える。野外

には至らなかった。２羽が揃って巣塔を留守にす

で最初に繁殖を成功させたペアであるが、その

ることも多く、卵の段階でカラス（？）に食べられ

後、巣塔内で死亡したり、巣立ちしても１ヶ月た
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たないうちに死亡するなど（事故ではない）育た

伊予市、福井県越前市・若狭町、岡山県倉敷市、

ないのはなぜか。大変気になるところである。

鹿児島県南さつま市、京都府京丹後市、その他
あちこち。

（戸島ペア）
年
２００８
２００９
２０１０
２０１１
２０１２
総計

巣卵数
３
４
４
４
３
１８

孵化数
３
４
２
４
２
１５

孵化数／巣立数 73.3％

巣立数
３
２
２
２
２
１１

生息数
２
２
２
２
２
１０

昨年は年明けに、伊予市で豊岡との交流会
（鶴見カフェＩＮせいよ）が開かれ、兵庫県立コウ
ノトリの郷公園、豊岡市と共に湿地ネットも参加し
た。地元の方たちのコウノトリに留まってほしいと
いう願い、そのための様々な工夫、努力に思わ
ず奮起を促され、その後、コウノトリの飛来する

巣立数／生息数 90.9％

ため池、たくさん建てられた巣塔（９基あり。これ

（百合地ペア）
年
２００７
２００８
２００９
２０１０
２０１１
２０１２
総計

巣卵数
３
５
６
６
６
６
４
５
４１

孵化数
２
５
４
３
５
０
４
１
２４

孵化数／巣立数 37.5％

巣立数
１
２
１
０
３
０
２
０
９

は豊岡に次ぐ日本で２番目の数だそうです）など

生息数
０
１
１
０
１
０
１
０
４

を熱心に案内して頂いた。（案内して頂いた先
でコウノトリに出あいました！）福井県越前市・若
狭町、岡山県倉敷市などとも、相互の交流がここ
数年続いている。それでもコウノトリたちの飛来
先は年々増えてきており、交流はとても十分とは
言えない。コウノトリの飛来先での滞在がさらに
そこでの繁殖、巣立ちへとつながってほしい。湿

巣立数／生息数 44.4％

地ネットが各地との交流を進め、情報交換を密

（百合地巣塔では
2010、2011 年は 2 度の産卵があった）
今年の巣立ちで野外でのコウノトリは５７羽と

に図ることがその一助となるのではないだろうか。

昨年の巣立ちで野外でのコウノトリは５７羽と

滞在のニュースに、できることならとんで行きた

なった。この中には昨年飛来した野生のコウノト

いというのが正直な気持ちだ。各地でコウノトリを

リの幼鳥１羽が含まれる。昨年の秋には、岡山に

見守る人たちと、湿地ネットの連携がもっと強い

１羽、豊岡に１羽のコウノトリが大陸から飛来して

ものになるよう頑張って行きたい。

いる。野外で繁殖するコウノトリたちの中に、野

鶴
見
カ
フ
ェ
に
参
加
さ
れ
る
伊
予
の
方
々

生のコウノトリが加わり、新たなペアを作ることが
期待される。
巣立った幼鳥たちは、昨年も秋になると各地
に飛び去っていった。毎年秋は幼鳥たちの遠出
の季節のようだ。その遠出した幼鳥たちの一部
が日本のあちこちで長期滞在している。愛媛県

た
め
池
の
近
く
に
作
ら
れ
た
観
察
小
屋

20121219 出石町田多地での幼鳥たち
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日韓国際環境賞を受賞しました

（事務局長

森 薫）

今年で第１８回目となる日韓国際環境賞を受賞し、１０月２５
日（木）ソウル市で行われた表彰式（主催・毎日新聞社、朝鮮
日報社 ）に参加しました。同賞は、東アジアの環境保全に貢
献した団体・個人に贈られる賞で、日本と韓国で一団体ずつが
選ばれます。佐竹代表は、「この賞は、コウノトリ野生復帰の取
り組みが認められたもので豊岡市民がみんなで受賞したと思っ
ています」とお礼の挨拶をし、「韓国でも放鳥が成功し、いつの
日かコウノトリが日本と韓国を行き来する姿を見たい」、「（コウ
挨拶する佐竹代表

ノトリ野生復帰に取り組む者が）互いに連携すれば未来は開け
る」と話しました。韓国側は雨水利用の研究や普及に取り組む

韓武榮（ハン・ムヨン）ソウル大学・雨水研究センター所長が受賞されました。韓所長は洪水や水不足に対
応するため「雨水の活用を制度化した『レインシティー』を広めよう」と話され、会場には大勢のソウル大学の
学生さんが参加されていました。
表彰式に出席させていただき、日本と韓国の新聞社が手を取り合って環境保全活動に支援されているこ
とは、とても意味のあることだと思いました。毎日新聞社、朝鮮日報社のみなさまありがとうございました。

～イエサン郡を訪問しました～
表彰式の翌日（１０月２６日）早朝にソウル駅を発ち、かつてのコウ
ノトリの生息地.・清南道礼山（イエサン）郡を、当会３名と通訳の家族
を含め６名で訪問しました。イエサン駅で、役場と大学の方がバスで
迎えに来てくださり、車中から湖や川の説明を聞き、建設中の『コウ
ノトリの故郷』へ向かいました。コウノトリ保護増殖・放鳥拠点となると
ころです。規模は豊岡のコウノトリの郷公園を一回り小さくした感じで、
郷公園を参考にして設計されたとのことです。
韓国では、すでに国立教員大学コウノトリ復元センターで飼育下保

建設中の『コウノトリの故郷』

護増殖が成功しており、１２７羽にも増えています。その中には豊岡か
ら送られた６羽が３組のペアを形成・繁殖した個体も入っています。２０１３年８月に６０羽のコウノトリが『コウノ
トリの故郷』へ移される予定で、放鳥は２０１４年４月４日だそうです。
放鳥拠点周辺の田んぼでは、早くも無農薬の米作りが１００ha で行われていて、今年には１５０ha に拡大
するそうです。各種コウノトリグッズも発売済みで、行政、研究者、農家とも熱い想いを感じました。国立韓国
教員大学、イエサン郡長をはじめとする役場の方々、地域の代表者や工事関係の方々から丁寧な説明を
受け、情報交換もできました。滞在時間は短かったのですが、韓国でコウノトリに関わっておられる方々と、
密にお話ができたこと、放鳥拠点に立てたことはとても嬉しく、待ち望む時間（とき）を韓国の方たちと共に
有していきたいです。
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福祉・医療・教育の側面から見た水辺の利用
（復建調査設計(株) 代表取締役会長 福成 孝三）
はじめに
近年、単純に治水を目的とした洪水時の水を流す川から、
広大な河川空間や水辺を福祉・医療・教育の場として利用
する計画が全国に広がっています。主な事例を内容毎は下
記のとおりです。
（１）

水辺に福祉・教育等の複数の施設と住民活動

（２）

水辺に自然教育施設（活動・宿泊施設）

（３）

「道の駅」と「川の駅」を一体化

（４）

医療に水辺の活用を

（５）

水辺を活用した福祉

写真-1 戸島湿地の管理棟で講演する筆者

１．水辺に福祉・教育等の複数の施設と住民活動
茨城県取手市の小貝川では、「小貝川の三次元プロジェク
ト」として河川敷内と河畔を一体化した総合公園が完成し、
活用されている。この出発点は市民の夢、それを実現させ
た人々がいます。「まちづくり協議会」による荒れた小貝川の
河川敷に花を咲かせようとして完成したフラワーカナル（花
の運河）が出発点となり、イベント利用から常時利用（１年３６
５日）に変わっていきました。三次元利用とは、河川敷地
（陸）・水面・空で構成されています。
・「河川敷」は、多数のポニー乗馬、サイクリングで利用

写真-2 小貝川での河川敷利用状況

・「水面」は、ボート、カヌー、安全訓練などに利用
・「空」は、紙飛行機、パラグライダー、気球などで利用
また、土曜学校やクリーン大作戦＆やきいも大会など複合的なプログラムも開催されています。

写真-3 小貝川での水面利用状況

写真-4 小貝川での空の利用状況

２．水辺に自然教育施設（活動・宿泊施設）
茨城県真岡市の鬼怒川では、広大な鬼怒川河畔に「自然研修センター」と「老人研修センター」
が設けられ、真岡市の全小・中学生の小学校３年から中学校３年までの７年間で、毎年１週間程度
「自然研修センター」に宿泊して川の自然体験が行われています。常設施設であり、平日は毎日利
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用できます。これを計画し、実践してきた前市長は「川にはあらゆる教材がある」との考えから進め
られたものであり、自然教育は義務教育のカリキュラムに組み込まれています。
子供達の自然学習は、登録された多くのボランティア（メニューに対応したプロフェッショナルのボ
ランティア）の支援を受けて、子供達の考えたメニューで実践されています。この活動は約２０年にわ
たり、川での自然体験を義務教育に組み込んだ先進的な事例です。
３．「道の駅」と「川の駅」を一体化
北海道恵庭市の茂漁川・漁川（千歳川の支川）では、まちづくりの中で「道の駅」と「川の駅」
を一体化することにより、様々な空間を創りだしています。道路の整備で行われる、交通バリアフリ
ー法の整備区域の移動経路に河川を組み込み、道と川との接点に「川と道の駅」を設けています。
河川では茂漁川の再生を実施し、多自然型川づくりと公園等との一体整備を行っています。また、
朝夕の高齢者等の散策を考慮したリバーウォークの整備、河畔のトイレの整備を行うとともに、河川
での環境学習（千歳川の川塾の開催）が行われています。

写真-5 全体計画資料

写真-6 河川のバリアフリー化整備状況

写真-7 河川の整備状況

４．医療に水辺の活用を
秋田県の子吉川では、「癒しの川構想」として、本荘第一病院では医療面での河川利用を行って
います。医療的な効果計測も実施されています。河川利用の形態にはイベント方式、散発的な憩い、
リハビリ、作業療法、フリーアクセス（市民生活の中での利用）等があります。施設はユニバーサルデ
ザインが取り入られています。将来は予防医療、介護予防にも役立てることが期待されています。
医学的に「川からの癒し効果」を裏付ける研究として以下の項目が行われています。
・マイナス／プラスイオンの計測、唾液アミラーゼによるストレス評価
・アンケート調査
→「川の景色」、「心地よい風」、「草木・花」、「川のきらめき」に癒しを感じられるとの意見。
これらのことからリハビリテーション、心のケア、慢性病の予防等への効果もきたいされています。

写真-８ 病院と子吉川の風景

写真-9 子吉川の利用風景
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他地区では、富山市の神通川と富山日赤病院、旭川市の石狩川と旭川市立病院、盛岡市の北上と
岩手日赤病院等でも、川とのつながりを行える施設が整備されています。
５．水辺を活用した福祉
島根県雲南市の斐伊川支川深野川では、福祉施設「ケアポートよしだ」を中心に小学校、保育所、
診療所等が一体化し「まち」が誕生しました。「ケアポートよしだ」は地域に開かれた小規模・多機能
な高齢福祉施設あるとともに、深野川の水辺を活用すると共に、地域の生活道が施設内に計画さ
れています。

写真-10 「ケアポートよしだ」と周辺施設

写真-11 「ケアポートよしだ」と水辺

他地区では香川県の土器川では、福祉施設と温泉施設が一体となった整備が行われています。
また、豊岡市では円山川と「特別養護老人ホームコウノトリ荘」では、河川へのアクセス用のスロー
プが整備されています。

写真-12 香川県土器川の事例

写真-13 円山川とコウノトリ荘

６．先進的な事例の特徴
全国の事例の特徴として次のことが挙げられます。
① たまのイベント利用ではなく、日常的な利用、拠点を持った常設的な利用。
② その多くは、単一目的ではなく福祉、医療、教育などが複合した水辺の利用。
③ 水辺は福祉、医療、教育などの地域課題に、連携・統合して取り組める「地域の貴重な素
材」。
７．今後の取り組み
これまでの事例を考えたときに、今後の取り組みとして下記の３者の連帯と協力が必要になると思
われます。
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① 福祉・医療サービス（福祉施設、病院など）、学校・教育サービス
② 地域社会からの参加と協力
③ 水辺空間の整備（河川管理者）→福祉の川づくり
８．水辺の新しい機能・価値の発揮のための提案
事例やこれからの取り組みなどを考慮し、福祉・医療・教育の視点から水辺の利用に必要なこと
を提案します。
（１）

水辺への拠点施設の配置と日常利用
① 子供達から高齢者、障害者、健常者も日常的に、誰もが、いつでも利用できるような水辺
空間を創出する。
② 特定の福祉施設だけではなく、一般住民の日常的な利用も視野に入れて、「にぎわいの
ある空間」づくりを進める。

（２）

水辺と街が一体となった地域のデザイン
① 「水辺」へのアクセスを容易にするなど、河川を利用しやすい計画とする。
② 「水辺」と「まち」を結ぶネットワークを構築する。

（３）関係者との連携と交流
① 行政と市民の円滑な連帯
特に市民側に熱意と行動力のあるリーダー、スタッフがいること。
② 病院などの運営の視点からも、水辺の利用を視野に入れて、医療スタッフとの充実と支援
体制の整備を図る。

忙しい医療・福祉サービス

③ 水辺と水辺、地域と地域、人と人の情報交換のために、全国規模のネットワークを作る。
（４）その他
①医療・福祉の視点から、実践事例に基づいた実証的な検証を行い、水辺利用の具体的な効
果を明らかにする。
②提案・計画の段階から日常的な管理に至るまで、主体的かつ意欲的に水辺へ行き、楽しめ
るような仕組みを作る。（花壇、休憩場所など・・・）
③トイレや坂路、ベンチなどユニバーサルデザインとした施設の整備を進める。
④河川管理用通路をサイクリングや散策、ウォーキング、ジョギングなどに積極的に活用する。
さいごに
水辺の利用には危険が隣り合っていますので、アクセスの容易さや水深、流速、気候などを考慮す
ることが大切です。施設の維持管理、活動の継続などは、地域の連帯やモチベーションを常に維持
する必要があるため、水辺の利用計画に際しては十分な時間を掛けて、一過性とならないよう福
祉・医療・教育などの施設と地域住民、行政が一体となって計画を進めることが必要です。
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ハチゴロウの戸島湿地便り（８～12 月編）

（戸島湿地管理棟

森 薫）

～戸島のコウノトリの様子～
戸島人工巣塔から巣立ったヒナ２羽は、例年のように夏の間
は気比地区の田んぼや京丹後市のため池で過ごし、秋以降は
豊岡市南部の出石町周辺で過ごしています。巣立ち直後に足
を怪我した１羽（戸島幼鳥Ｂ）も、今では歩行にも支障のないよ
うで元気に過ごしています。怪我をした当初は皆で心配してい
ましたが、会員の O さんが怪我の特徴（瘤）を見つけたので、こ
の個体の識別が（足環がなくても）可能となり、皆の観察にとて
も役にたっています。こんなコウノトリの識別名人を頼もしく思っ
ているこの頃です。
戸島ペアは、これも例年のように、夏場は湿地に顔を見せませんでしたが、10 月中旬には帰ってきて湿
地で餌を探し、巣塔にとまりはじめました。テリトリーに戻って翌春の繁殖に備えるという行動パターンなの
でしょう。だから、他のコウノトリが飛来（侵入）すると血相変えて追い払っています。１０月２９日には交尾行
動をし、巣塔でのねぐら入りも確認しました（これも例年どおり）。
当会では、今期から冬期に行っていた給餌は止めることとし、状況に応じて考えていくことになりました。
今までの経過や、コウノトリ（生きもの）との関係を思うと、給餌についても自然が豊かになるまでは、緩やか
な対応をと心がけていきたいものです。
冬に向かうにつれて潮位が下がってくるので、淡水域の水位を下げることが可能になります。少しでも餌
を採りやすいようにと、毎朝起きるとパソコンを立ち上げ円山川城崎水位を確認し、潮位が下がっていると
一足早く出勤して、水位調整ゲートを開けて淡水湿地の水位
を下げています。水位を下げると、呼応するように戸島ペアは
淡水域に入り採餌をしています。
１１月２８日～１２月５日には、ドジョウ池を広げ斜面をなだらか
にし、その周辺の土を集めて汽水域南側の改良工事をしまし
た。復建調査設計㈱の指導を受けて汽水域の地盤を１０～１５
㎝嵩上げし、潮位の下がったときには一部が干潟になり、コウノ
トリが餌を採りやすいように工夫しました。

～１０月には、『ハチゴロウの戸島湿地まつり』を開催しました～
『ラムサールを歩く・食べる・つかむ』が今回のまつりのテーマです。大勢
の方に来ていただきたいと『ラム歩き』や『講演会』『餅まき』を企画し、周辺
地域からは戸島地区と田結地区の皆さんが新米や、海の幸の販売で、まつ
りを盛りあげてくださいました。また、１１時ごろには湿地上空を７羽のコウノト
リが舞っていて、多くの方にコウノトリの舞う姿を見ていただけたことは嬉し
いことでした。当会は、『ささやかな、恩返し』のこころで①グリーンオイルプ
ひまわり油となたね油

ロジェクト（民間稲作研究所）のひまわり油となたね油②城崎温泉麦藁細工
の絵葉書③当会員自慢の会員フォト絵葉書の販売をさせて頂きました。収

益金は、管理棟内での一年間の販売と集計して、有益に使いたいと思っています。
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～１１月は、ボランティア作業に １３５名の方が来てくださいました～
１０月下旬、トヨタ部品共販（株）から「今年も、何かお手伝いすること
はありませんか」と管理棟に電話がかかってきました。同社は毎年秋に
作業に来てくださり、その都度タイムリーな作業をしていただきとても助
かっています。今年は県道沿いのセイタカアワダチソウの駆除をお願
いしました。
（株）川嶋建設は、「今年はどんな作業をしましょうか」と担当者が管
理棟に来られて打ち合わせをして、毎回６０名を超える大人数ならで
はの作業をお願いしています。今回は淡水域に繁茂しているヨシとガ
マを刈り、農道まで運んでくださいました。全身泥だらけになっても気
にされず、颯爽と帰っていかれる姿は頼もしくカッコイイです。
京セラドキュメントソリューションズ㈱は、隣接山のモウソウチク駆除
を毎年継続で行なっていただいています。『京セラの森』づくりのように
なってきました。毎回帰りには城崎温泉に入られ、温泉街を散策して
お買い物もされ、地元の経済にも貢献してくださっています。
尼崎小田高校の SSH（サイエンスリサーチ科）の皆さんには、毎年テ
ーマを決めて実習をかねた作業をしていただいています。今年はモウ
ソウチク駆除だけに絞ってお願いしました。先輩から頼まれたと、実験
に使う竹を持って帰られました。どんな実験をされたのでしょうか･･･将
来が楽しみですね。
こうして、継続して作業に来てくださり顔なじみの方が増えると、毎日
眺めている湿地の景色に作業をしてくださった方々の姿が重なり、感
謝を糧として私も頑張りたいと思っています。
ボランティア作業に来てくださった皆様、ありがとうございました。
（写真上から） トヨタ部品共販㈱・㈱川嶋建設・京セラドキュメト
ソリューションズ・尼崎小田高校の皆様

～コウノトリの飛来先から声の便りが届きます～
「森さん、キューちゃん（J0009）が帰ってきました。諦めとったんですけど、いつものビオトープに帰ってき
ました」と西予市のＫさんから穏やかな優しい声が。若狭町の前公民館長さんからは、「家のそばの電柱に
えっちゃん（J0016）がとまっています」と、それはそれは嬉しそうな声で。倉敷のＨさんは、「ロクちゃん
(J0006)が帰ってきた！」と、はちきれんばかりの歓声。加古川市のＳさんからは、「福ちゃん（２０１２年福田人
工巣塔から巣立ったヒナ）は元気にしていますよ。地元の方も静かに見守っています」と優しい声が弾んで
います。松山の K さんは、「９時２５分に４８番（Ｊ0048）を確認しました。ちゃんと餌を食べていますよ」とハミン
グするようにコウノトリの様子を話してくださいます。コウノトリの飛来先からの便りの声はみな明るくあたたか
です。当会に知らせたいと思ってくださる気持ちがとても嬉しく、早速に目撃情報を送る手元が踊ります。声
の便りがあった日には、日頃の悩みも吹き飛んでしまうほどです。
今年は、コウノトリはどこへ飛来するのでしょうか。定着を望んでおられる方の努力に、当会としても担えると
ころを探しながら歩んでいける一年でありたいと思っています。
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コウノトリ湿地ネット賛助会員名簿（新規入会）
個人会員
加古川市
千葉県

澤田 賢一

神戸市

樋口 ちはる

武井 澄人 ・ 逆井 重男

東京都

豊岡市

寺内 一起

加山 淑子
（２０１２年８月１日～１２月３１日）

有難うございました。これからもよろしくお願いいたします。
昨年末、会員の皆様に会費納入のお願いをさせていただきましたところ、早速に収めていただきまして
ありがとうございました。これからも引き続きよろしくお願い致します。

思うこと

（事務局より）

（代表

佐竹節夫）

先月、「サシバの里づくり」を進められている栃木県市貝町に行ってきました。私（と磯崎氏）は当地を訪
れるのは初めてだったので、シンポジウムが始まる前に NPO オオタカ保護基金の方に町内を案内してもら
いました。サシバが 20 カ所以上も営巣する谷津田の様子を見ることが目的です。
谷津田とは丘陵地 が浸食されて形成された谷状の農地 を言い、関東平野のあちこちに見られます。以
前、千葉や茨木でも見たことがありますが、車で巡ったここの感想は、まず「景色がなんと美しい！」でした。
どこを走っても、田んぼの畦は言うまでもなく、道路沿いの隅々まできれいに草が刈ってあります。聞くと、年
に４～６回刈られるそうです。こうして谷津田が維持されることで、サシバの繁殖地が保全されています。市
貝の里山文化の豊かさを目の当たりにし、豊岡の道路沿いを思い浮かべて大いに反省するばかりでした。
しかし、ここでも谷の奥の方では少しずつ放棄田が見られ、併行してサシバの営巣も減少傾向があるそう
です。どこも同じなんだなあ。だから「今」なんだし、だから交流・連携が大切なんだなあ。
編集後記
毎年楽しみにしている但馬信用金庫のカレンダー（鸛暦）、今年は J0003 が飛んでいる。J0003 は、２００７
年自然界で初めて百合地人工巣塔で巣立ったヒナで、ニッタンと親しまれ大勢の人に見守られて巣立った。
あの時の感動を忘れてはならないというメッセージのような気がする。ニッタンの無事を祈り、リビングに掛
けていつも見つめていよう。

(森)

パタパタ発刊が遅くなってしまいました。年間４回の発行予定が、昨年は３回になってしまいました。今年
は、このようなことがないよう、精進します。
１２月上旬から豊岡は積雪でしたが、年明けの雪はどうなるのでしょうか。鳥インフルエンザもとても気に
なります。今年の冬がコウノトリたちにとって厳しいものになりませんように。
（宮村）
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～戸島湿地の野鳥たち～
本格的な冬になりました。戸島湿地には冬鳥たちが訪れています。今年は例年に比べ数が少ないような気も
するのですが。
戸島湿地では毎月第３月曜日に、当会会員で、但馬野鳥の会会長の早川さんによる、野鳥観察会が行われ
ています。季節ごとの野鳥の訪れを細かく観察されています。早川さんに教えて頂きながら見て回ると、新し
い発見がたくさんあります。ぜひ、第３月曜に戸島湿地までお越し下さい。時間は変更がありますので、戸島
湿地管理棟までお問合せ下さい。℡ ０７９６－２０－８５６０
観察結果（２０１２年）
９月：アオサギ・ダイサギ・チュウサギ・カルガモ・コガモ（今年初）・ミサゴ・トビ・セグロセキレイ・スズメ・アマツ
バメ・ハシボソカラス
１０月：トビ・ダイサギ・アオサギ・コガモ・ヒドリガモ・カワセミ・イソヒヨドリ・ヒヨドリ
１１月オオバン・カイツブリ・カワウ・アオサギ・ダイサギ・コサギ・コガモ・カルガモ・トビ・セグロセキレイ・ハシボ
ソガラス・コウノトリ・ハヤブサ・スズメ
１２月：カワウ・ダイサギ・アオサギ・コサギ・コウノトリ・コガモ・カルガモ・トビ・モズ・セグロセキレイ・スズメ・ヒヨ
ドリ・ハシボソガラス・ハシブトガラス
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