第２３号 ２０１４年４月１日

２３
今年もコウノトリの繁殖の時期になりました。
市内各地の巣塔で産卵し、すでに孵化したところ
もあります。
そして、豊岡外の各地に目を向けると、昨年度
はコウノトリが広く飛翔した年でもありました。とうと
う、国境を超えお隣の韓国へも飛んで行きました。
私達も足元を固め、コウノトリの前進について行
かなくてはなりません。

右上：20140210 南さつま市の J0022

右下：20140304 和歌山市の J0057

左下：慶尚南道金海（キメ）市の湿地の J0051 提供ファポ川湿地生態公園館長 クァク・スングク氏
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20140314 戸島湿地巣塔
3 個の産卵を確認

20140310 豊岡市一日市鉄塔に巣
材を運ぶ J0384 と J0426 巣材は
後日撤去される

2014 年 2 月 20 日 東大阪市立菱屋西小
学校 5 年生の皆さんの発表。本号の戸島湿
地便りをご覧ください。昨夏、環境学習の一
環として戸島湿地を訪問されました。下記
の手の画は美術の授業の一環として描か
れ、戸島湿地管理棟の職員の手も書いて
送って下さいました。
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韓国に渡ったコウノトリが教えてくれたこと
コウノトリ湿地ネット 代表 佐竹 節夫
●開いてくれた将来展望
３月 20 日に飛び込んできた「コウノトリ韓国に渡る」のニュースは、久しぶりに大きなインパクトのあるもので
した。勇者第 1 号は、伊豆巣塔生まれの JOO５1 で 1 歳 11 カ月の雌。韓国は釜山市の北西・金海市ファポ
湿地で確認されたという。「すごいな」が率直な感想ですが、実は関係者の間では昨年末から予感めいたも
のを感じていました。別項の通り全国各地に飛来しています。南は奄美大島・喜界島へ飛んだ者がいるか
と思えば、対馬でも 4 羽の個体が確認されるなど、コウノトリたちは海を越え出していました。特に対馬は韓
国が眼と鼻の先です。次はいよいよ韓国かと色めき合っていたのです。

20131226 対馬のコウノトリ

撮影：日本大学糸長研究室

この報は、私たちに 2 つの意味で大きな希望と元気を与えてくれました。1 つは将来展望として、「コウノト
リ（Ciconia boyciana）」という種の将来への道筋を自身の体で提示してくれたと捉えています。かつては、ロ
シア極東のアムール川中下流域～中国東南部、朝鮮半島、日本、台湾を分布域としていた彼らです。そ
れを、人間の都合で外周をどんどん狭くされ、現在の範囲に縮小せざるを得なくなっている（しかも、更に縮
小が懸念される）ので、種の存続を図るにはかつての分布域の回復が必須条件だったからです。そのため、
朝鮮半島～日本ルートの復活（あるいは新設）が関係者の一致した課題でした。
もちろん、今でも半島から日本に渡ってくる個体もまれ（かつ単独）にいますが、翌春に帰った後は音沙汰
がありません。後につながっていかなかったのが現状です。それには、日本の環境がまだ魅力的なものに
なっていないこともあるでしょうが、日本が自分の生まれた地ではないことが最も大きな理由と思っています。
だから、単独で未踏の地に踏み入れるためにロシアや中国北部からの南下中に渤海の北から朝鮮半島に
舵を切り、さらに海を越えることは彼ら自身かなり勇気のいることなのでしょう。だからこそ、今回、日本で生
まれた J0051 が渡ったことは大陸～日本のルートを開拓する先駆けであり、種の将来を安定させていく上
での希望への大いなる第 1 歩だと考えています。願わくば、彼氏を連れて里帰りし、豊岡周辺で繁殖しない
かなと思いますが、それは出来過ぎというものでしょうね。（※1）
ともかく、コウノトリ野生復帰は、「一つひとつ順序立てて、段階を踏みながら管理して…」などとの人間の
思惑を飛び越え、一気に東アジアの舞台に突入したことだけは確かなようです。現在の人間の力では、もう
「手に負えなくなった」（本紙第 20 号参照）とも言えそうです。でも、だからこそ、生きものの生命力のすごさ
を頭に入れながら、やるべきことを地道にやっていかねばなりません。
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それには、何と言っても情報の共有をはじめとするお互いの国で取り組んでいる人たちのネットワーク化
です。幸い、豊岡市とコウノトリの郷公園は、コウノトリ保護増殖で成果を上げている韓国国立教員大学や
来年４月に放鳥予定のイエサン郡とは交流・連携が進んでおり、当会もわずかながらも交流があります。今
回を機に行政、研究者、民間の各層での交流、学び合いをぜひ高めていきたいものです。7 月に豊岡で開
催される「第 5 回コウノトリ未来・国際かいぎ」は、その絶好の機会になると期待しています。

●挑戦する姿に学びたい
2 つ目はもちろん私たち市民への影響です。豊岡での野生復帰が、順調な野外繁殖による急激な個体
数増加によって市内のあちこちでコウノトリの姿に出会うことから、巷ではなんとなく「もう成功した」との空気
が流れている昨今です。「もう成功した」は「もう挑戦しなくていい」と同意語です。私たちは「自然再生の取
り組みはまだ緒に就いたばかり。これからですよ」と叫び続けていますが、どうも現状改革へのうねりにはな
っていきません。別に焦ってはいませんが、どんよりとした曇り空の中でこのビッグニュースが届いたことは、
私たちに勇気と希望を与えてくれました。「我々は果敢に前に進むから、人間もがんばれ！」と。
最近、励まされると心中に染み入ってくるんです。
※1 「ペアになって里帰りする」ことは決して妄想ではありません。本紙第 10 号でも述べたように、かつて
出石・鶴山に端を発したコウノトリ繁殖は、親鳥は留鳥化した一方、若鳥は渡って連れ合いを伴って帰り、
近隣で営巣しながら分布域を広げ、但馬個体群を形成していったと考えています。そして、戦争勃発で渡
りルートが断絶したために豊岡盆地で孤立化し、絶滅への階段に乗ってしまったと。
運動公園移設問題のその後の報告
去る 2 月 5 日、当会と但馬野鳥の会が共同で豊岡市に提出した、「生きものと共に生きる豊岡づくりへの
要望書」に対する回答がありました。要望書のときと同じく、回答書の全文を 15～18 頁に載せましたので、
参照ください。
感想は・・、ただ「残念至極」と言うほかありません。豊岡がこれまでコウノトリと接してきた歴史、そして未
来への責任。「大義」のない施策に力は持ち得ないと思うのですが。
残念です。

左から、韓国忠清南道礼山郡：コウノトリのふるさとの看板と放鳥拠点、戸島湿地に来訪された韓国禮山郡、郡長他の皆様
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戸島ペア・2013 年度の抱卵時間等をまとめてみました
ハチゴロウの戸島湿地管理棟

佐竹節夫・森 薫

昨年 2 月 9 日から、戸島人工巣塔上・半径３m 内の範囲を固定カメラで常時撮影し、映像を記録できるシ
ステムが整いました。そこで早速その日から録画し、戸島ペア（♀J0294、♂J0391）の昨年の繁殖記録を
データ化して下記のとおりまとめてみました。
録画（読み取り）期間及び時間
期 間 ： 2013 年２月９日～６月 25 日 136 日間（2 月 22 日はミスで録画データ消去のため除く）
時 間 ：日の出～日没までの毎日、延べ 1,827 時間 34 分
※ 正確には夜間の行動も把握する必要がありますが、カメラは赤外線ではないため、映像を目視で確認
可能な範囲となっています。
※ まとめたものは交尾回数、抱卵時間・雌雄の割合、育雛時間・雌雄の割合、給餌回数、J0017（♀）の戸
島人工巣塔への接近（襲撃）状況です。今回は、そのうちの交尾と抱卵について報告します。
交尾回数
野生動物にとっての交尾は、繁殖期にだけ繁殖のために行うものですが、コウノトリは非繁殖期でも交尾
することが確認されています（全てのペアがそうであるのかは未確認です）。この戸島ペアも、例年、10 月
に営巣地に帰ってくると儀式のように交尾行動します。2013 年は、例年より約１ヵ月早い 9 月 20 日に初交尾
が確認されました。なぜなのか。私たちは、夫婦の愛情確認だと思っていますが、コウノトリの郷公園の研究
者によれば「親和性」と表現するらしいです。いずれにしても人間に近いものを感じて、親近感を覚えます。
その後は徐々に回数を増やし、年明けから本格的な交尾行動となるのが通例です。
2013 年は、２月９日から３月 10 日の間で、交尾回数は合計 199 回（１日平均約 4 回）でした。初卵後は回
数が減少し、最終卵を産む前日で終了しています。
なお、この年は J0017 の巣塔への接近（襲撃）がかなりあり（詳細は次号）、そのことが交尾・抱卵・育雛に
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何らかの影響があった可能性もあります。
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抱卵時間
コウノトリは雌雄が交替で卵やヒナを抱きます。今回の抱卵記録のまとめ作業では、その雌雄の割合が
関心事でした。結果、初卵確認日(2/9)からヒナ孵化確認日(4/9)の間で、♀が 54％、♂が 46％でした。
なお、最初のヒナが孵化した時点では、まだ卵も残っていますが、孵化日をもって抱卵期間と育雛期間を
区切りました。

※2 月 22 日の記録がないのは、当方のミスで録画データを消去したからです。

戸島ペア（J0391,J0294）抱卵時間
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次号では、育雛状況等について報告します。また、今年度分も同じように、日の出から日没までの記録を読
み取る作業を 2 月 1 日より続けています。考えてみれば、国内で野外コウノトリの繁殖状況を観察できる施
設は今のところ豊岡しかありません。豊岡市が経費を工面していただき、ビデオセンタータカさんの協力、
指導をいただくことで今回のデータ収集ができたことを、厚くお礼申しあげます。当会としては、このデータ
を野生復帰の推進に少しでも役立てていければと考えています。
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長野県上田市にも飛来したコウノトリ（Ｊ００４１）
長野県鳥獣保護員（上田市担当）・日本野鳥の会長野支部相談役 小栁守男
2013 年 9 月 30 日午前 10 時頃のことです。猟

ロの中に潜んでいるドジョウをついばんでいるみ

友会長の N さんから携帯電話で嬉しい知らせが

たいでした。さらに、水が少なくなって集まってき

ありました。何と、上田市塩田の北ノ入池にコウ

た魚類も食べているようです。ダイサギとアオサ

ノトリが来ているとのことです。すぐにでも駆け付

ギは魚が寄って来るのをじっと待つ持久型です

けたい気持ちは山々だったのですが、自分は手

が、コウノトリは辺りかまわず捜し歩くタイプのよう

が離せない状況だったので、いつも一緒に探鳥

です。従って、水の量が多くなると、獲物に巡り

会の案内人をやって貰っている S さんに連絡し、

合える機会が少なくなってしまいます。底樋の点

急いで確認に向かって貰うようお願いしました。

検が済むと、一部のため池を除いてまた元の水

間もなく S さんから電話が入り、紛れもなくコウノト

位に戻しますので、コウノトリが餌を獲る機会が

リのようです。私もその日の夕方、5 時頃になっ

少なくなり、やがて、ため池を去ることになるでし

てから北ノ入池へ行ったのですが見当たらず、

ょう。

あきらめて帰りかけたその時、池の端の水溜まり

次に心配されたのが水面の結氷です。上田

に一羽のコウノトリがいるのを発見し、思わず夢

市は最低気温がマイナス 10℃ぐらいにはなるの

中で写真を撮ってしまいました。それからが大変

で、ほとんどの水面は凍ってしまいます。そこで、

です。知人がいるテレビ会社や新聞社へ、上田

私がかつて勤務したことがある県上小地方事務

へコウノトリが飛来したことを連絡したのです。2

所農村整備課（ため池に関する事業はここで行

日後に長野放送テレビとＮＨＫテレビで放送さ

っている）に、水面が凍らないように常に水を動

れ、3 日後に発行部数 48 万部を誇る信濃毎日

かす冬水（ふゆみず）田んぼを造成し、そこにコ

新聞にも掲載されました。新聞で紹介された北ノ

ウノトリの為にドジョウを放して貰うよう提案しまし

入池には、アマチュア写真家と見物人が車で押

た。予算の工面はどうやらついたのですが、肝

し掛け、農道にも停車したので交通渋滞を起こ

心の田んぼを貸してくれる人がいないとかで、こ

し、パトカーの出動もあったようです。長野県に

の案はとうとうボツになってしまいました。豊岡市

おけるコウノトリについての過去の記録を見ると、

と姉妹都市である上田市土地改良課と森林整

日本野鳥の会長野支部 1999 年発行の「長野県

備課にも同様なお願いをしたのですが、残念な

鳥類目録３」には、1985 年～1990 年にかけて、

がら取り上げて貰えませんでした。

佐久市浅科、佐久市中込、佐久市杉ノ木に飛来

後になって、上田市でも市民ホールにコウノトリ

したとの記録が載っていました。また、信濃毎日

のコーナーを設け、市民にコウノトリのことを紹介

新聞のデータベースによると、04 年 4 月に飯田

したり、コウノトリの情報を寄せて貰うお願いの掲

市、09 年 11 月に安曇野・辰野町、10 年 7 月に

示がされました。（写真参照）

白馬村、13 年 1 月に大町市、今回の 13 年 9 月

私達の予想では、ため池の水が回復するか、

に上田市と、最近では 5 回ほど飛来していること

水面が凍ってしまえば、コウノトリは餌が獲れなく

が分かりました。

なって、やがて上田を離れるものと思っていまし

上田市塩田平には 60 ケ所に及ぶ大小のため

たが、この予想に反して、約 4 ケ月半も上田市に

池があって、秋になると、底樋（そこひ）の管理の

居続けたのです。水の少ない池を見つけては

為に池の水を一旦抜いて、池底を天日干しする

次々と移動し、いよいよ池が駄目になってくると、

習慣があります。どうやら、コウノトリはこれに目

今度は水が流れていて、結氷しない浦野川の床

を付けたようです。コウノトリは、干上がったヘド

固め堰堤の水溜まりで餌を獲っていたようです。
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さらに、上田から 30ｋｍも離れた佐久市の千曲
川へ行ったという情報も寄せられたのですが、じ
きに上田の浦野川に舞い戻り、魚の居そうな場
所で見かけられました。しかし、2 月 16 日に浦野
川で確認されたのを最後に、とうとう姿を見せな
くなってしまいました。それにしても、J0041 はど
こへ行ったのでしょう。安否が気掛かりです。
3 月 13 日の夕方、今度は、かねてから知り合
いの新聞記者の方から嬉しい電話がありました。
千葉県香取郡の多古町で確認されたとのこと。

2013.10,1 北ノ入池のコウノトリ（中曽根久子さん撮影）

やれやれ、一安心です。ことに、3 月 9 日から気
象台始まって以来の大雪が関東甲信地方一円
に降ったものですから、何処かで野垂れ死にし
ていないか、大いに心配されたところです。
私の場合、8 年前に「コウノトリの郷公園」へ見
学に行こうかと計画したこともあり、また、「日本
の希少鳥類を守る」の中で、コウノトリについて
書かれた中貝豊岡市長の文章を読んだり、第 3
代山階鳥類研究所長の山岸哲氏が編著された
「保全鳥類学」「Ｂｒｄｓ Ｎｏｔｅ」などを読んだりし
て、ある程度のコウノトリに関する知識は持って
いましたので、コウノトリに対する思いは人一倍

2 月上旬 浦野川でのコウノトリ（上田市森林整備課）

あったような気がします。
J0041 個体の今後の健勝を祈ると共に、これか
らも、コウノトリが信州を忘れることなく、来年以
降も来てくれることを願って止みません。

2014.1.15 千曲川でのコウノトリ（上田市森林整備課）

上田市役所市民ホールのコウノトリコーナー

今回投稿頂いたコウノトリの J0041 は、前号（22 号）の水嶋さんの投稿にあった「ヒロちゃん」です。豊岡か
ら上田市へ、場所は遠く離れても同じように皆さんにかわいがってもらっている J0041、次はどこの地域へ繋が
りを広げてくれるのでしょう。
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コウノトリが初飛来して
喜界町役場 企画課 広報担当 八木敏文
今回コウノトリが初飛来した喜界島は、鹿児島県本土から約 380 ㎞離れ、奄美大島本島の東（北緯 28 度
19 分、東経 130 度）の地点にあり、総面積 56.94ｋ㎡、周囲 48.6ｋｍの小さな島です。気候は亜熱帯海洋性
気候により、 一年を通じて温暖多湿で、年平均気温は 22℃です。人口は約 7,600 人、サトウキビ作などの
農業が中心で、白ゴマは生産量日本一を誇る島です。
私は、町の広報誌「広報きかい」（毎月発行）作成を業務としており、昨年 12 月中旬、新年１月号の表紙
の題材を探しに島内を巡回していると、ある野鳥愛好家から「島にコウノトリが来た！」というニュースを耳に
しました。「幸せを運ぶといわれるコウノトリを表紙として掲載できたら、新年早々縁起がいい」と思い、すぐ
に現場に駆けつけ写真を撮りました。
最初は近づくと逃げると考え、約 50ｍ離れた場所から撮影していましたが、コウノトリは昆虫類などのえさ
を捕食しながら約 10ｍの所まで私に近づいてきました。「この鳥は人に慣れている」と思い、今度は私の方
から約 5ｍ付近まで近づくと、やはり警戒しているのか、こちらの様子を伺う感じで動きが止まったため、夢
中でシャッターを切り続けました。正直、こんなに近づけるとは思わなかったのですが、そのおかげで新年 1
月号の広報誌の表紙を飾るに相応しい写真を収めることができました。
島内では、初飛来がＮＨＫニュースで全国放送されたことにより、一目見たさに多くの町民が見学に訪れ
たり、島外の方からも電話で「様子を知りたい」などの声を多数いただきました。
広報誌発行後は、「新年早々、表紙に載っていたので、今年はいい年になりそうです」などの声もいただ
き、多くの町民が喜んでくれたことを本当に嬉しく思っています。
飛び立ってしまったと聞いたときはとても残念
に感じましたが、豊岡市役所コウノトリ共生課の
方が「魅力を感じたら、また戻ってくるかもしれな
いですよ」と言われていたので、再飛来を期待し
ていたところ、3 月中旬、前回と同じコウノトリが
再び訪れたという待ち望んだニュースが飛び込
んできました。正直、こんなに早く再飛来すると
は思わなかったのですが、この喜ばしいニュース
を早く広報誌に掲載し、町民に明るい話題を伝
えたいと思っています。
また、コウノトリ効果として、本町のビデオ愛好
家がＮＨＫに初飛来を投稿した映像が、昨年寄
せられた１万２千本以上ある映像の中から「ＮＨ
Ｋアマチュアビデオ映像賞奨励賞」に選ばれ、
東京・渋谷のＮＨＫ放送センターで表彰され、町
民に明るいニュースが届けられたこともありまし
た。
コウノトリは渡り鳥であるため、一定期間過ご
した後に再び飛び立つことになりますが、今度は
つがいで訪れ、いつの日か毎年コウノトリが飛来
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する島として定着し、町民に幸せを運ぶ「幸（コウ）ノトリ」となる日が訪れることを期待せずにはいられませ
ん。
以下、本町に訪れたコウノトリ情報をお知らせします。
１２月１０日 「見たこともない鳥がいる」との情報が、島内の獣医師に寄せられる。
１２月１１日 海岸沿いにある公園で発見される。情報をもとに探していた獣医師よると、コウノトリは海辺でカ
ラスに追い立てられていた様子とのこと。
ある役場職員も小学校横の畑でじっとしている様子を目撃する。
１２日 高台にある公園周辺の牧草地にコウノトリがいると野鳥愛好家から連絡が入る。現場に駆けつ
けると、昆虫のようなものを捕食しながら周辺を飛び回る様子が見られる。見学に来ていた町
民が豊岡市役所コウノトリ共生課に連絡をとり、豊岡市で育ったコウノトリ（Ｊ００６７）と判明する。
この日は終日、公園周辺の畑でえさを捕食したり、休憩したりしていた。
１３日～数人の町民からコウノトリが公園周辺の畑を移動する様子を見かけたとの目撃情報が入る。
ＮＨＫの全国版のニュースで放送されたことにより、島内外から役場にコウノトリ情報や問い合
わせが寄せられる。
１月 ４日 初飛来後、観察を続けてきた野鳥愛好家から「ここ１週間くらい姿を見ていない」と連絡
が入る。
１月 ７日 「喜界島に飛来したコウノトリは昨年末に奄美大島北部に移動した」と地元の新聞社によ
り報道される。
コウノトリの郷公園のホームページに、本町に飛来したコウノトリ（Ｊ００６７）と同じ
巣で育った兄弟のコウノトリ（Ｊ００６６）が、鹿児島県大島郡で確認されたと掲載される。
３月１０日 夕方、車で通りかかった町民が牧草地で、えさを捕食するコウノトリを発見する。豊岡市
役所コウノトリ共生課に写真を送り、再飛来を確認した。
３月１７日 午前、牧草畑でえさを捕食するコウノトリを確認したとの情報が入る。
３月２４日 現在、１７日の目撃証言から役場に情報が入らない。でも、まだきっと島内のどこかにいるので
は・・・
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これなんだ？

（番外編）

コウノトリ追っかけの旅
パタパタ編集長 宮村さち子

●南さつま市 Ｊ0022 と対面する
2014 年 2 月 10 日、南さつま市に行って来ました。3 年前から滞在して
いる J0022 を見つけることができるでしょうか。南さつま市は鹿児島県の
西の端、東シナ海に面しています。そのなかでも、Ｊ0022 が目撃されてい
る笠沙町は海岸沿いの町です。鹿児島市から車で約 1 時間、笠沙町に
やってきました。よく目撃されている赤生木小学校を目指します。小学校
の周りは水田が広がり、笠石川という川幅 5ｍくらいの浅い川が流れてい
ます。この笠石川でも目撃されています。しかし、人が見当たらない。人
家もほとんどありません。どうしよう、と車を勧めていくと、あ、人だ。地元の方のようです。急いで車を止め
尋ねます。「ここらあたりでコウノトリを見ませんでしたか」「コウノトリ？ツルのことかな？」「いや、嘴が長くて
体は白くて・・・」「ああ、羽根の端が黒くて、おっきな鳥か」「そうです、そうです」「ここらあたりでよく見るよ。
2～3 日前にもこの上を飛んでいた」「私達、そのコウノトリが生まれた兵庫県の豊岡から来たんです」「そう
なんか。でも昨日今日と見てないなあ」何か、どこにいるか分らないのが申し訳ないようなあわてようでした。
お礼を述べて、ぐるっと一周しようと農道に入ると、また、人だ！ハウスの手入れをしている方にまた聞きま
した。「このあたりの水田でよく見るよ。今日もこの上を飛んでいたよ」
さあ、きっと会える、と嬉しくなり、農道を走りながら念入りに探していきま
す。海の近くまで行くとそこは干拓地でした。一周し、入り江の様になったと
ころに進むと、そこにコウノトリが。J0022 でした。ちょうど踵までぐらいの深さ
の水につかり、一生懸命採餌行動をしています。そこは、笠石川の河口に
あたり、すぐそこが海でした。背後は丘陵状になっていて、葦もたくさん生え
ています。アオサギやたくさんのカルガモがいました。カルガモは数百羽は
いたでしょうか。早速、目撃網に発信します。発信できたことが嬉しくてたま
りませんでした。
ここに来るまでは会える確率は 2 割ぐらいかなと思っていましたので、30
分ちょっとの捜索で見つけることが出来たのは本当に幸運だったと思います。
もしかしたら、J0022 に呼ばれたのかも。

13：30 j0022 発見、岸沿いの水の中で採餌中
13：35 20m ほど飛んで移動する。休息
14：09 また 30m ほど移動。葦の奥に入り、採餌行動。
14：15 飛び立ち、背後の丘を越えて、最初に探した水田方向へ飛び去る。
14：21 最初に捜索した水田の電柱に止まっているのを確認する。
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●和歌山市 J0057 と対面する
2014 年 3 月 3、4 日と和歌山市へ J0057 を訪ねて行きました。J0057
は 2012 年 9 月から当地に滞在しています。時々届く便りを見ると、ここ
豊岡では考えられないような採餌環境で、ぜひ一度現場を訪れたいと
の思いが実現しました。
とても遠く感じていた和歌山ですが、車で 4 時間弱で到着し、意外
な近さに一気に親近感が増しました。
和歌山市では J0057 が訪れてからずっと見守り続けておられるメンバ
ーに案内して頂き、2 日目に念願の対面を果たしました。
和歌山市船所は和歌山市の中心部から少し離れた住宅地です。住宅の
間に休耕地や畑などがありますが、それもほんのちょっと。そこの残され
た休耕地や住宅地の間を流れる用水路などで採餌しているようです。休
耕地は道と住宅に囲まれており、広さはある程度あるのですが四方から
人の目にさらされるようなところ、そして水路はごくせまい生活用水路で
す。すぐそばには中小河川の鳴滝川がながれ、ここでも採餌。そしてしば
らく行くと大きな紀ノ川。この川の浅瀬でも採餌しています。1 日目はこの
ような採餌場所を案内して頂き、メンバーが別に居場所を探して下さった
のですが、とうとう会うことができませんでした。
2 日目の早朝、見つけたとの電話
を頂き、早速昨日見た水路へ。写真
で見た水路で採餌する J0057 はと
ても違和感があったのですが、現場
で見てみると何か融け込んでいる感
じが・・・。豊岡から遠く離れた地で
見るコウノトリの姿には感激もひとしおです。都市部で暮らすコウノトリ
ですが、紀ノ川が育む自然と、当地の人々に守られて、平和に過ごし
ているように感じました。
今回の和歌山の追っ掛けメンバーは 3 名の男性で「3 爺」と自称され
ています。コウノトリに魅入られ、早朝から夕方まで追っ掛けの毎日。
連絡を取り合いながら見守っておられます。今回はこの「3 爺」メンバー
に本当に助けて頂きました。初対面でも、コウノトリを介しただけで何
の説明も要らないような気持
ちになるのです。コウノトリた
ちは飛来する先々で、私達
に「仲間」を作ってプレゼント
してくれているようです。
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ハチゴロウの戸島湿地便り（１～３月編）

戸島湿地管理棟

森 薫

～戸島ペア（J294♀・J0391♂）の産卵を確認しました～
1 月～2 月、毎日のように J0017（♀）が飛来してくるなか、3 月
3 日に初卵を確認し 12 日に 3 個生まれていることを確認しました。
産卵前には J0017 が巣塔に近づくと J0294 はすぐに逃げていまし
たが、産卵後は昨年と同じように体当たりをして J0017 を追い払っ
ています。7 日には J0017 を追い払おうとして、もつれ合い J0294
の嘴が巣に引っかかり巣にぶら下がった状態になってしまいまし
た。しばらくじっとしていましたが、満身の力を込めて羽ばたくと嘴
が外れ、そのまま落ちてしまうのでは･･･とドキッとしました。ところ
が心配をよそに J0294 は頑張って羽ばたき帰巣しました。卵を必至に守ろうとする姿からは、命を繋いでい
く懸命さがひしひしと伝わってきます。
2 年続けてこのような状態が続き、
J0294 が必死で J0017 を追い払おうと
していることで、アクシデントが起こら
ないことを日々祈っています。
20140329 J0017 と戦った後、寄り添う戸島ペア

～ヘラサギが飛来しました～
3 月 16 日淡水域の南側水路にヘラサギが 1 羽佇んでいるのを確
認しました。昨年は飛来しませんでしたが、ハチゴロウの戸島湿地
では 2010 年 4 月 9 日に 1 羽、同年 11 月 9 日 1 羽、2011 年 4 月 6
日 1 羽、2012 年 4 月 11 日 2 羽飛来しています。いつも、1 週間ほ
ど滞在して飛び去って行きます。春は北国に帰るのでしょうが、秋は
どこに行くかは不明です。ヘラサギの採餌行動は首を横にフリフリ
で･･･いつ見てもユーモラスで思わず「お疲れ様」と、つぶやいてしまいます。ヘラサギ飛来のニュースを聞
いたと、たくさんの方が来館されました。
～淡水域に砂を撒きました～
淡水域の水の流れのあるところの底土はきれいですが、流れのないと
ころは富栄養化しているため、1 月 31 日、40 ㎥の砂を淡水域に撒きまし
た。また、深すぎるところや、耕耘したところにも撒いていき、飛び巣も造
成していきました。朝夕にコウノトリがここで休息している姿を見かけるよ
うになりました。

～一般社団法人日本損害保険代理業協会よりグリーン基金を寄贈していただきました～
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昨年に続き、今年も兵庫県損害保険代理業協会会長様が管理
棟まで届けてくださいました。日本損害保険代理業協会の各支部の
団結力は強く CSR 活動にも一丸となって取り組んでおられます。兵
庫県損害保険代理業協会の皆さんは年に 2 回、ハチゴロウの戸島
湿地でボランティア作業をしてくださっています。早速、作業予定日
を決められ内容も相談させていただきました。毎年夏にはモウソウ
チク駆除作業・秋には草刈りをお願いしていました。夏の竹伐り作
業の際に伐倒竹を粗砕機（チッパー）でチップ化して、土壌の改良等に役立てたいと、寄贈していただいた
基金で粗砕機をレンタルしてやってみようということになりました。寄付金と共に作業でも支援していただき
感謝しています。
会長さんが「保険業者として、自然災害が少しでも少なくなるようにと願い、このような減災につながる活
動に取り組みたい」と話され、信念をもって CSR 活動に取り組んでおられることに感動しました。昨年作業に
来てくださった方から「結婚 7 年で赤ちゃんを授かりました」との、嬉しい♡お知らせも届きました。
～管理棟には～
積雪の少なかった今年の冬は、コウノトリ KIDS・五荘小学校３年生・城崎小学校３～4 年生の野鳥観察な
どの環境学習。小坂公民館・兵庫県損害保険代理業協会関西ナイスネットサークルの皆さんで賑わいまし
た。関西ナイスネットサークルの皆さんは、但馬では香美町ジオパークの学習会に参加され、会員がどんな
ところでボランティア活動をしているのか･･･と、戸島湿地を尋ねて来てくださいました。

左から、コウノトリキッズ、ナイスネットサークル、城崎小の皆さん

～御招待を受けて～
2 月 20 日、昨夏に自然学校で来られた東大阪市立菱屋西小学校 5
年生から、「コウノトリのことについて学び、私たちの願いや感謝の気持ち
を伝えたいので発表会を見に来てください」とお誘いを受け、出かけてき
ました。豊岡のコウノトリ野生復帰について学んだことを子供たちの視線
でまとめて展示され、発表会では子供たち一人一人が出会いで気付い
たエピソードを紹介し「どう思ったか」「これから、どうしたいか」と、自分と
向き合って真剣に考えたことを伝えていました。子供たちは豊岡を訪ねて「コウノトリは人をなごやかにする
鳥だ」と感じたとのこと。「コウノトリは頑張って大空を飛んでいる。私たちもコウノトリに負けないように頑張り
たい」自然や人との出会いのなかでの気付きを大切し、想いや願いを聞き合うことはとても大切なことで、
先生方の連携と信頼関係が子供たちを支えているのだと思いました。
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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
豊岡市

池上敏紀

川口京子
（201４年１月 1 日～３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。

思うこと

（コウノトリ湿地ネット代表 佐竹節夫）

2 つ、報告します。
まず、前号で触れた休耕田・放棄田を活用したビオトープづくりと土砂災
害防止策の一体化についてです。田結地区で試行したものが次の写真で
す。大量降雨時にビオトープの水位が高くなったとき、水をゆっくり流す箇
所を手作業で数ヶ所設けてみました。効果の検証はこれからです。
〈写真 1〉〈写真 2〉
ちなみに、3 枚目の写真は、この日（3 月 16 日）撮影したヒキガエルの卵
塊です。魅力的でしょう？〈写真 3〉〈写真 4〉

上から写真 1・2

左から写真 3・4

もうひとつ。去る 3 月 19 日、ラムサール条約登録エリア住民の会
があり、有害獣対策について兵庫県立大学特任講師・阿部豪さん
の講演がありました。とりわけ、シカによる草本への被害は年々すさ
まじくなるばかりで、今や下草は喰い尽くされ、裸出した法面の土砂
流出が止まりません。土砂災害、地下水の枯渇など、地域コミュニ
ティ維持の根幹にかかわる問題にまでなっています。
同氏曰く、「一度衰退した下層植生は、すぐには回復しない」「緊
急対策はワナと捕獲しかない」「住民が危機意識をいかに持つか
だ」。説得力がありました。下の写真は、田結～気比地区の現状で
す。数年前は草刈に汗を流されていたのに、人への危険も。
〈写真 5〉〈写真 6〉

上から写真 5・6
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編集後記
子供たちから教わった、田鶴野小学校の校歌が好きだ。
♪♪ めぐる山々

豊けき田の面

心あわせて

はばたく鶴の

つとめいそしむ

むれさながらに

わが田鶴野は

とわにさかえん ♪ ♪

この地に運動公園建設が計画されている。『守りたいもの』が変わってしまったのか。『現在より良い環境』が
本当に創出できるのか。「もう遅い」「どうせ出来てしまうのだから」だけは言わないでおこう。
（森）
冬はいつまで続くのだろうと思っているうちに、あっという間に春になった。特別何もしていないのに 1 日も
あっという間に過ぎてしまう。昔はもっと長かったような気がするのですが。もしかしたら、私の知らないところ
で 1 日が 23 時間とかに変わってたりして・・・・。
（宮村）

♡早朝観察会のお知らせ♡
ハチゴロウの戸島湿地は、オープンして６度目の春を迎えました。
人工巣塔では 7 年連続して繁殖し、今年も 3 羽のヒナがすくすくと育っています。
順調にいけば６月の中旬までには巣立つ予定です。
そこで、巣立ちはいつ・・・かは、わかりませんが、ヒナの様子を見ながら予想される日をお知ら
せし、１日限定 3 名の方を早朝観察にお招きして、ひたすら静かに待つ時間を共有したいと思い
ます。
※応募先：ハチゴロウの戸島湿地管理棟
℡ 0796-20-8560 FAX 0796-20-6302 E-mail toshima8560@iris.eonet.ne.jp
※早朝観察会希望として、住所・氏名・連絡先をお知らせください。
※詳細はホームページをご覧ください。

コウノトリ湿地ネット入会のご案内
湿地ネットでは、「正会員」「賛助会員」となり、活動を支えてくださる方を募っています。
※正 会 員

入会金２０００円、年会費２０００円 （積極的に、会の活動を支えてくださる方）

※賛助員会

年会費２０００円 （年３～４回ニュースレターをお送りします。
その他自由に活動にご参加ください）

会の趣旨にご賛同いただける方は、ぜひご入会をお願いいたします。
振込先
郵便振替

（加入者名）

ＮＰＯコウノトリ湿地ネット／（口座番号）
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「生きものと共に生きる豊岡づくりへの要望書」に対する回答について

コウノトリ湿地ネット 代表 佐竹 節夫 様
但馬野鳥の会 会長 早川 貞夫 様
2014年2月5日
豊岡市長 中貝 宗治
平成25年10月30日に提出された要望書について、次のとおり回答します。
１、盆地全体の土地利用計画の策定と環境保全ゾーンの設定による法的な措置による管理について（土
地の保全と賢明な利用のための管理計画の策定）
土地利用規制については、「国土利用計画法」を基本法とし、全国計画、都道府県計画の策定が義
務付けられていますが、市町村計画については任意規定となっています。
このため、同法に基づき、兵庫県においては、「兵庫県計画（第4次）」及び「兵庫県土地利用基本
計画」が策定されていますが、豊岡市は策定しておりません。
一方、土地利用に関しては、「都市計画法」、「農業振興地域の整備に関する法律」「森林法」、
「自然公園法」、「自然環境保全法」などの基幹的規制法や「建築基準法」などの個別法によって規
制がなされています。
豊岡市におきましては、「兵庫県土地利用基本計画」に則して、「都市計画マスタープラン」、「農
業振興計画」等を策定すると共に、開発や景観についても、「豊岡市良好な地域環境を確保するため
の開発行為の手続き等に関する条例」や「豊岡市景観条例」など、自主条例を制定し、良好な土地利
用の促進を図っているところです。
市町村において「国土利用計画法」に基づく土地利用計画を策定している事例はありますが、同法
は、土地取引を規制するための法律であり、個人所有を含む一定のエリアを保全・管理するという目
的には馴染まないと思われます。
また、現実的に、土地利用に関する各種規制法の枠内での規制しか実効性がないため、市として、
自主条例による保全・管理を目指すとしても、土地所有者に対して保全や管理を規制することは難し
く、勧告等にとどめざるを得ないのが実情です。
以上のことから、土地利用計画の策定及び法的な措置による環境保全ゾーンの管理については、ご
要望の趣旨は理解できますが、現段階で取り組む考えはもっておりません。
２、個別事項
（1）各地域の生態学的特徴及び豊岡盆地全体の特徴の把握について
専門的な調査を実施することについては、相当な費用と時間がかかることから、大規模な開発行為
を行う際に実施している環境影響調査の結果を蓄積するにとどまっています。
今後、専門的な調査に替わるものではありませんが、平成25年9月に策定しました「豊岡市生物多様
性地域戦略」の具体的な取組みの目標として、各小学校区の「生きもの地図」を作成することを掲げ
ており、地域の方々の協力を得て取り組んでいきたいと考えております。
ただ、地域の方々に理解いただき、できる地域から取り組んでいく予定ですので、全体を把握する
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には時間がかかると思われますが、地域で取り組むことで、生きものを含む自然と人との関わり方が
見直され、日々の暮らしの中で環境保全が意識されるようになれば、データを把握する以上の効果は
あると考えます。
（2）土地利用の程度・方法による盆地の生態学的に及ぼす影響の把握について
一定規模以上の開発行為を実施する場合などは、環境影響調査などにより影響の把握を行うことに
なっております。市としては、実施された環境影響調査の結果に基づき、生態学的な影響の把握に努
めたいと考えております。
（3）ラムサール条約登録区域及び周辺地の土地の保全と賢明な利用のための管理計画の策定について
ラムサール条約に登録された地域では、湿地の保全・再生、賢明な利用、交流・学習を進めていく
必要があります。「ラムサール条約マニュアル」において、「すべての利害関係者が積極的に参加す
ることのできる適切な管理計画を作成し、実施することが必要でしょう。」とされており、「円山川
下流域・周辺水田」においても、保全管理計画の策定を目指す必要があると考えております。
登録から1年経過した7月に、関係地区、団体に集まっていただき、「ラムサールエリアの保全に向
けた検討会」を開催し、保全に向けた現状と課題について意見交換を行い、当面の大きな課題は「獣
害（主にシカ）」と「漂着ごみ」であることが共通認識されたところです。まずは、この課題の解決
に向けて、地域と共に考えていくことをきっかけに、将来的には全体の保全管理計画の策定につなげ
ていければと考えているところです。
なお、ラムサール登録区域の周辺地については、範囲を特定する条件の設定も難しく、管理計画を
策定することは困難であると考えております。
（4）既に生物相が破壊されている箇所や、その恐れがある場合の対応について
必要な場合は、市として可能な対応をしたいと考えています。
（5）円山川運動公園の下鶴井地内への移設計画について
今回の移転は、地元の永年の要望であった、円山川治水整備事業（遊水地化）に伴うものであり、
市としても早期実現を国に求めてきたものであります。
円山川運動公園は、少年野球、ソフトボール、サッカー、グラウンドゴルフをはじめ各種スポーツ
大会での利用が多く、但馬の中核スポーツ施設としても利用されています。
市としても、スポーツによる大交流を展開するため、遊水地化に伴い失われる運動公園の代替施設
を整備していかなければならないと考えています。
代替施設の整備には6ヘクタール以上の用地が必要であり、必要な面積が確保できそうな候補地を市
内から機械的に18箇所を選定し、耕作の実態、治水上の課題、コスト面などの観点から下鶴井地区が
最良と判断したところです。
整備にあたっては、関係団体等からのアドバイスもいただきながら、環境に配慮した整備を行うこ
とによって、現状よりも豊かな生態系を実現することは可能と考えています。
これまでにいただいた様々な意見を踏まえて再度検証いたしましたが、上記の結論が妥当と判断し
ました。
考え方の詳細については、別紙のとおりです。

16

第２３号 ２０１４年４月１日

円山川運動公園の移転整備について

H26．2．3

《結論》
円山川運動公園の移転先について、再度検証を行った結果、①必要面積が確保できることを条件に
機械的に選定した18カ所の候補地のうち、17カ所については地域の優良農地として現に耕作がなされ
ており、農業が行われていないのは下鶴井候補地だけであること（＊）、②整備費用及び国の関連支
出は下鶴井候補地が最も低く抑えられ、整備に要する期間も最も短くて済むこと、③他の候補地では
周辺地域において水田埋立てに伴う治水への懸念が生じるが、円山川浚渫土砂による埋め立てに伴い
既に仮設ポンプが設置されている下鶴井候補地ではその心配がないことから、当初の決定通り、下鶴
井候補地が妥当と考える。
なお、整備にあたっては、調整池を多自然型で整備するなど、現在より豊かな生態系の実現を図る
こととする。
＊下鶴井候補地は、平成17年度から円山川浚渫土砂の仮置き場として利用されており、現況は草原と
なっている。
《考え方》
１、 中郷遊水地整備計画
国土交通省の円山川緊急治水事業の一環として中郷地区に遊水地（約42ヘクタール）を整備する構
想が進められ、平成25年3月に円山川水系河川整備計画に正式に位置づけられた。国土交通省は、整備
にあたってグラウンド面を川面まで切り下げて湿地再生を行う、としている。事業は、平成25年度か
ら着手される。
この計画地内に、市の円山川運動公園があるところから、その対応が求められている。
２、円山川運動公園の移転整備の必要性
（1）①遊水地整備計画は、平成16年の台風23号による大災害を受けて進められるもので、治水対策上
重要な事業であること、②市としても早期実現を国に求めてきたこと、③遊水地整備によって広大な
湿地が創出されることは、コウノトリとの共生を進める本市のまちづくりに合致すること等から、平
成25年度に見込まれる円山川運動公園の買収には積極的に応じることとする。
（2）同公園は、年間2～3万人が利用する市のスポーツ拠点施設であり、今後とも必要な施設であるこ
とから、代替施設の整備を行う。
３、 移転候補地の選定
（1） 代替施設の整備には、最低5～6ヘクタール程度の用地が必要である
（調整池も含めるとさらに大きな面積が必要となる）。
（2）これだけの面積を確保しようとすると、市内では、里山の造成か農地の造成しかない。
（3）里山の場合は大規模な造成を必要とし、コスト及び環境への負荷の大きさから、適切ではない。
（4）そこで、必要面積の確保が可能な候補地を図面上で機械的に選定し、18カ所の農地について農業
への影響、費用、治水上の課題等の観点から比較検討を行った。
（5）なお、円山川浚渫土砂を谷間に埋め立てている八代・小河江地区の用地は、埋め立てが今後長期
にわたり、完了時期が見通せないことから、選択肢から外している。
４、選定結果と理由
検討の結果、下鶴井地区が最適と判断される（比較検討の内容は別紙）。各カ所に共通する主な理由
は以下のとおり。
（1）下鶴井候補地では既に8年間にわたって耕作が行われていないのに対し他の候補地はすべて地域
の優良農地として現に耕作がなされており、他の候補地を選ぶと地域の農業へのダメージが大きい。
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（2）既に浚渫土砂で田面高から約3ｍ埋め立てられている下鶴井候補地に比べ、他の17カ所は、造成
費が概算で1.6～8億円高く見込まれる。
（3）下鶴井地区は、平成17年度から土砂が置かれ、他と比べて既に地盤がある程度安定しているのに
対し、他の17カ所は現に水田として利用されており、埋立てにあたっては、地盤安定のための時間と
上記（2）以外の費用が余分に必要となる。
（4）下鶴井地区には浚渫土砂の仮置きに対応して排水機（2.7トン）が仮置きされており、同排水機
を常設化することによって、運動公園整備に伴う地域住民の治水上の新たな不安をもたらす可能性が
ない。これに対し、他の17カ所は、水田埋立てによって治水上の新たな不安をもたらす可能性が高い。
（5）なお、下鶴井地区を運動公園用地として利用する場合、国において、仮置き土砂の撤去費用等（概
算15億円程度）が不要になり、その分、他の治水事業の進展が見込まれる。
５、下鶴井地区での整備にあたっての生態系への配慮
以下の取り組みによって、下鶴井地区における湿地生態系機能を現状より高める。
（1）運動公園の整備にあたって必要となる調整池について、豊かな湿地機能を持つよう整備する（現
在浚渫土砂で埋め立てられている場所が、常時の湿地に変わる）。
（2）浚渫土砂が置かれている他の水田部分については、土砂の撤去にあわせて土地改良が地区で計画
されているが、魚巣、魚道、水田魚道の設置等多自然型工法が採用されるよう働きかける。
（3）土地改良事業の終了後、コウノトリ育む農法が展開されるよう働きかける（関係する大規模農家
からも育む農法拡大の意向が示されている）。
６、コウノトリとの共生についての市の基本的考え方
（1）コウノトリの野生復帰事業は、人里の中にコウノトリも住める環境を創造しようとするもので、
人間とコウノトリがお互いに折り合いながら共生を進めようとするものである。
（2）このような観点から、これまで、円山川の治水を目的としつつ、コウノトリにも配慮した湿地再
生を行う河川敷掘削が行われ、これまでに新たに125ヘクタールの湿地が創出されている。
（3）さらに、加陽地区では、市から国土交通省に働きかけ、出石川の堤外田（約15ヘクタール）で湿
地の創出が行われている。
（4）今回の移転整備の原因となっている、治水対策としての遊水地の整備にあたっても、グランド面
を切り下げることによって新たに広大な湿地が創出される予定である（運動公園の移転整備は、その
代償措置）。
（5）戸島地区では、湿田を乾田に変える土地改良が計画・実施されたが、市が農家の理解を得て一部
を湿地公園にし、さらに土地改良終了後コウノトリ育む農法の冬期湛水（約4．5ヘクタール）が広が
ったことにより、湿地生態系機能が強化されるという結果になっている。
（6）また、日高町観音寺、竹野町二連原等、コウノトリ育む農法で冬期湛水を開始したところ、それ
まで一度も来たことがなかったコウノトリがしばしば飛来するようになったという例は多々ある。こ
のことは、現在コウノトリが飛来していない場所であっても、今後、人間の努力によってコウノトリ
の生息地になりうることを示唆している。
（7）以上の例からも分かるように、市は、コウノトリとの共生には、一時的なあれかこれかの議論で
はなく、人間もコウノトリも見据えた全体的視点を持ち、かつ、時間の経過を見越した柔軟な対応が
必要であると考えている。
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