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コウノトリ野生復帰の全国展開へ始動開始
コウノトリ湿地ネット 代表 佐竹 節夫
兵庫県豊岡市・養父市・朝来市、京都府京丹後市、千葉県野田市、福井県越前市、そして韓国イ
エサン郡から放鳥され、あるいは野外繁殖したコウノトリたちが、日本、韓国の各地を広く飛び回って
います。彼らが訴えていることは２つ。１つは、もはや１地域だけ、あるいは地域ごとの取り組みでは解
決しないこと。２つ目は、いろんなまちに舞い降りて「ここにはこんな素晴らしい水辺がある」とか「もう
少し良くしてくれたら滞在できるのに」と言って「地域再生の可能性」を提示しているのに、人間の側
が「そんなの無理」とばかりにチャンスを逃し続けていることです。
人間は、法や制度（権限）、組織、生活、お金、しがらみ・・、いろんな、強固な壁の中で暮らしてい
るので、その一つでも突破するのは並大抵のことではありません。とくに行政はそうでしょう。でも、少
なくとも行政枠も肩書き（権限）も拘らない「市民」の立場なら、コウノトリの訴えに素直に耳を傾けられ
るはず。地域を超えて一緒に考え、行動できるのではないか。
そう考えて、6 月 25、26 日の 2 日間、コウノトリ飛来地の市民の集い「コウノトリ市民交流会」を開催
しました。全国、韓国から 85 名の参加でした。その詳細については、本紙や当会 HP にも記載してい
ますのでお読みいただくとして、ここでは交流会で提案したことの要約を書いておきます。
提案は
①コウノトリが舞い降りた各地では一定の保護の動きが起こっているが、大きな運動には至って
いない。それぞれの地域においては官・学・民の連携による総合的な取り組みを、全国的には
地域の交流を進め、大きな視点で取り組んでいく必要があるのではないか。
②ならば、まずは市民が力を高めていくためにゆるやかなネットワークを構築し、学習・情報収
集や普及啓発活動、生息環境づくりを進めていこう。そのために、全国的な会「仮称・コウノトリを
支える市民の会」を発足させてはどうか。
というものです。交流会に参加されなかった方も、ぜひ考えてみてください。そしてご意見をお寄せく
ださい。当会では、なるべく早く意見を集約して始動させたいと考えています。
交流会で、韓国のト・ヨン氏から興味深い報告がありました。豊岡から飛び立った J0051(♀) は
2014 年 3 月に韓国に渡り、越冬のため南下してきた野生個体たちと合流したが、翌春の北帰行には
行動を共にせず残ったというものです。彼女にとっては、豊岡盆地から出ることはささやかな勇気、海
を渡ることは少しの勇気で乗り越えたが、ロシアまで行く勇気はまだ持ち得なかった、ということになる
のでしょうか。（さすがに、北朝鮮の異様な空気を察知したからではないでしょうが）
このことは、私たちに将来を見据えて、勇気をもって、かつ冷静に、と教えてくれているかのようで
す。
7 月上旬、市民交流会での熱気を受け、早速に文化庁記念物課に様子を伝えに行ってきました。
そして、コウノトリが全国に飛来するようになったことに伴って、①文化庁が全国展開の統括者になっ
てほしいこと。②飛来した、あるいは生息している個体の保護は、当該自治体が全うするよう徹底させ
てほしいこと、を要望してきました。
一つの取り組みは小さくても、様々な動きが交じり合い積み重なっていくと、やがて大きなうねりに
なっていく。そんな予感がしています。
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「官・民・学でコウノトリの野生復帰を」
コウノトリの郷公園長 山岸 哲
コウノトリの野生復帰は、コウノトリの郷公園だけで行っているもの
ではありません。だから、本日の演題も「官・民・学で」とさせていただ
きました。コウノトリの郷公園は県の施設ですので「官」そのものです
が、私自身の立ち位置は「学」だと思っています。併設されている県
立大学の大学院は「学」そのものというわけです。
2015 年は、1965 年に人工飼育が始まってから 50 年目に当たり、
2005 年に放鳥して 10 年の節目に当たる年でした。この間に飼育の方では何が起こったのかというと、
現在、日本で飼育している個体は 200 羽になりました。そのうち約半分の 90 羽がコウノトリの郷公園
で、後の 100 羽を各地の動物園や新たに福井県や野田市が加わって飼育されています。これらの飼
育下個体は、従来は日本動物園水族館協会（JAZA）の中の生物多様性委員会において、どういう
遺伝子の個体を育てたらいいのかを分析しながら管理されていました。
しかし、兵庫県や新たに参入された福井県も野田市も動物園ではありません。したがって、飼育個
体を一元的に管理するには動物園だけではできないようになってきました。
一方で、野外では何が起こったかというと、2005 年の放鳥以来、個体数がどんどん増えてきて 80
羽を超えるようになってきました。そのうち約 50 羽が豊岡盆地・但馬に留まっていますが、他方でか
なりの勢いで全国各地に飛来しています。中には韓国にも渡ったり、いくつかの地で留まる個体も増
えてきました。今では、北海道から沖縄まで、44 道府県、300 市町に飛んで行っています。そして、飛
来先ではフォーラム開催などいろんな民の動きが出ているのが今日の状況です。それどころか、昨
年から福井や野田で飼育個体の放鳥が始まりました。
つまり、１）飼育施設が増加し、JAZA だけで遺伝的管理ができなくなった ２）野外個体数が順調
に増えた ３）全国、国外へ広がった（自然拡大） ４）県外で放鳥の動きが出てきた（人為拡大） ５）
豊岡、京丹後以外で自然繁殖の兆しが見えてきた、ということが言えます。JAZA や郷公園だけでは
対応できなくなってきたのです。
コウノトリの保護は、生息域外（飼育下）、域内（野外）の一元的管理が必要になってきました。本
来は国がまとめてくれればいいのですが、文化財保護法（特別天然記念物）を所掌する文化庁も、
種の保存法（絶滅危惧ⅠA 類）を所掌する環境省も、それぞれの主務範囲や人、金の問題もありな
かなかできないようです。
そこで、コウノトリをたくさん持っている JAZA とコウノトリの郷公園が中心となって、一昨年、IPPM（コ
ウノトリの個体群管理に関する機関・施設間パネル）を立ち上げました。目的は、コウノトリの生息域
外・域内の個体群の保全に必要な課題を参加機関・施設等で協議し、解決策の実施や支援をする
こと（設置要綱第 2 条）です。組織は、この目的に賛同し共同で事業推進する意思のある、１）JAZA
生物多様性委員会、２）コウノトリの飼育施設、３）コウノトリ野生復帰事業に取り組む機関・施設、４）
その他希望する団体、で構成されています。もし、本日の交流会参加の皆さんが会を結成されて入
るとしたら、「その他希望する団体」になりますが（個人では入れません）、いきなり公的機関の決まり
になじむのかはご判断下さい。いずれにしても道は残してあります。
IPPM では、その所掌事務を分担させるため２つの作業部会を置いています。域外保全作業部会
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は域外個体群の管理計画策定と実施、飼育施設間の個体等の移動、飼育や治療等の技術の向上
などを、域内保全作業部会は馴化訓練や放鳥、域内個体群への個体等の供給や収容、域内個体
群の遺伝的管理、傷病や救護などを行っています。域外部会には JAZA、全国のコウノトリ飼育園館
が入り、域内部会へは JAZA、郷公園の他に福井県、野田市、豊岡市、越前市、徳島県などが参加
されています。
最近では、2015 年 11 月に東京でコウノトリ保全フォーラムを開催し、これからどんなことをするのか
をまとめた東京宣言を行いました。内容は、１）繁殖地拡大 ２）広報・教育 ３）科学的知見の活用
４）共有システムの構築 ５）担当者のスキルアップ という 5 つの戦略を立て、その基にそれぞれアク
ションプランを設けています。現在、それに基づいて個体の配偶適合指数の分析や野外の巣内ヒナ
の足環装着研修などを実施しています。
域外保全作業部会に関しては、もうこれでほぼ固まったのではないかと思います。飼育下でのプロ
がやることですからね。問題が残っているとすれば、今後は野外の優秀な個体を飼育下にどう取り入
れるかだろうと考えています。
域内作業部会の方には、まだ大きな問題を抱えています。1 つは、現在、地方自治体ごとに設け
ている「野生化検討委員会」をどう統一的な概念でコントロールするかです。最終的には文化庁の文
化審議会文化財分科会で審議されるのですが、それをどう自治体の委員会や IPPM と連携させれば
いいかです。2 つ目は、IPPM には「民」が欠けている。NPO や個人とどう連携していったらいいのかと
いうのが課題です。
そこで、私が郷公園の園長に就任して今日まで民の方々と接していて感じることは、生息環境の
整備に関しては双方で食い違うことはまずないようです。問題になりそうなことは、放鳥個体への適切
な介入に関してですね。具体的には、給餌をするかしないか。傷病個体を収容するかしないか。巣
塔の位置をどこにするかについてです。この 3 つはとても大きな問題を抱えていると思います。
たとえば、給餌すると栄養過多になり、産卵数が増加する。産卵数が増加するだけでなく、体重が
大きなヒナとなり、しかも早く育ってしまう。また、繁殖時期が早期化します。野生動物は餌の量が最
大になるころに子どもが育つようになっているが、早春はまだ餌生物が少なく、かつヒナはたくさんい
るのでますます餌不足になり、さらに給餌するようになる。そして給餌場近くの特定のつがいの子供
がどんどん増えていくことになる。コウノトリはまだ繁殖ペアが少ないので特定つがいの子供だけが増
えるとますます近親婚が増えることになってしまいます。また、給餌はやめられなくなることも問題です。
特に観光などに絡んでくるとやめられなくなり、餌代も大変なことになってしまいます。
2 番目の傷病個体の収容ですが、IPPM では傷病の原因が自然的要因によるものか人間活動に
起因するものかに分けて判断したらよいのではないかと考えています。たとえば、人間が建てた電柱
やシカ除けのネットにぶつかったことが原因で怪我をした場合には、収容やむなしだと思います。し
かし、自然状態の中で怪我したものについては手を出さないのがいいと思います。この収容するかし
ないかの中で、動物福祉や動物愛護法の観点からの議論も必要と思いますが、これは別の機会に
譲りたいと思います。
結局、放鳥個体への適切な介入については、現在の IPPM 域内部会の目安としては、１）給餌は
原則しない ２）収容は原因を見極める ３）巣塔の位置は科学的な根拠をもとに考える ということに
なります。これらのことについて、官・学と民がよく話し合い、ガイドラインのようなものを作っていく必
要があるのではないかと思います。この市民交流会での議論を全国共通のガイドライン作成に反映
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していただき、そして作ったらそれを守ることで深めていただければと思います。
※この文章は、2016 年 6 月 25 日「コウノトリ市民交流会」での基調講演要旨を事務局がまとめたもの
です。

コウノトリ市民交流会に参加して
安藤 博之

彦根市

コウノトリを通じて、各地の人たちの話が聞きたいと思い参加させ
ていただきました。
まず、参加者の多いのに驚き（特に韓国から 8 名）各飛来地のコウノ
トリに対する思いの強さを感じました。
コウノトリの郷公園山岸園長の講演、各飛来地の取り組みや現況、
越前市や野田市、朝来市、京丹後市など、放鳥についてや、和歌

韓国から参加されたト・ヨン氏

山市の方の夜明け前からの見守りなど、予定の時間をオーバーし
てしまう程コウノトリに対する思いが伝わってきました。
鳴門の巣づくりペアや韓国へ渡ったＪ0051 など、滋賀に飛来し
ていた時に見守っていた個体の話など親近感を感じました。
二日目は車で豊岡市内を移動中、山裾を飛ぶ、水田で休息中、
巣塔上、電柱上、川の中など次々とコウノトリの姿が見られ、さす
交流会会場

が豊岡と思いました。

戸島湿地では、各地からの参加者を歓迎するかの様に、頭上を 10 羽ものコウノトリが舞ってくれまし
た。ククイ湿地では、池に沈めたバケツの中に多くのドジョウが入っているのに驚きました。
この様な会を各地で開催できる力を蓄えるまで、コウノトリ湿地ネットの皆様には、お世話にならな
ければならないと思っています。あせらず、着実に飛来地が定着地になることを願っています。
これからも、滋賀に飛来したコウノトリを追っかけ見守っていきます。
豊岡以外の地で、今回の様な交流会が開催される日を楽しみにしています。ありがとうございました。
田開寛太郎

（東京農工大学大学院博士後期課程）

全国各地よりコウノトリを愛する多くの方々が集われたことに、只々驚いた、というのが私の率直な
感想です。また、豊岡市長の「子どもを対象に、コウノトリのことをちゃんと教えていく」といった話が印
象的で、とりわけ、学校教育に焦点を当てて進めていくといったことでした。なるほど、これから豊岡の
子どもたちはコウノトリや野生復帰のことについて勉強していくのだなと感心します。いっぽう、本格的
に行政主導で、コウノトリのことが教育の世界に入ってくるのだなと心配もしています。つまり、コウノト
リを取り巻く問題がいまも未解決のまま散在するなかで、子ども達にちゃんと教えていくことができる
のだろうかと。ここに、学びの条件整備が切実な課題であり、また湿地再生などの実際的な活動を通
して「コウノトリ野生復帰」を体感することが、これからの教育に求められていると私は思います。ここに、
地域の現場に子どもや若い世代（私の場合は主に大学生）をみちびき、そして自然保護への理解を
促し、地域で活躍する人を育てるための環境教育を考える必要があります。当然、若い世代である
私自身も自主的に動き、これからのコウノトリのことを考えていきたいです。

4

２０１６年８月１日号

豊岡のコウノトリ目撃体制（経緯と現状と課題）
(2016 年 6 月 25 日 コウノトリの生息を支える市民交流会)
コウノトリ湿地ネット 宮村良雄

■■ 市民のコウノトリ目撃網
2000 年に始まった兵庫県立コウノトリの郷公園「コウノトリ・パークボラ
ンティア」養成講座修了生の有志数名が、2002 年 8 月 5 日野生コウノ
トリ（ハチゴロウ）飛来でコウノトリの郷公園のモニター依頼を受けました。
それをきっかけに、市民によるコウノトリモニターが始まったのです。
2005 年 9 月 24 日第 1 回コウノトリ放鳥（5 羽）からは「コウノトリ・パーク
ボランティア」以外のコウノトリに魅せられた市民が加わり、基本的にとだ

コウノトリ観察日誌

えることなく、今日に至っています。
メンバー間の情報交換は、携帯電話のメーリングリストを使ってリアルタイムで行っています。モニ
ターの成果は、毎日ホームページに掲載し、一年ごとのデータの集計作業を進めてきました。
日常的にコウノトリ目撃情報を投稿してくれるメンバーは、入れ替わりがありながらも 10 名前後で続
いていますが、順調に市民の間に広がっていくという状況にはありません。

■■ なぜコウノトリのモニターを市民が続けられたのか
１、まず、コウノトリに魅せられてしまったということ。世界に 3000 羽しかいない今まで見たこともない、
大きく、きれいな鳥だということです。そしてコウノトリのすべてが新鮮で、驚きと感動の連続であること。
誰もが経験した事のない「野生復帰」の現場に立っている喜びなどがあげられます。
２、さらにコウノトリは全体に動きがゆっくりとし、足環があり個体識別ができることから、モニターから個
体差（個性）が見えてきます。そしてコウノトリとの個人的な関係ができるような気がして、「あの子」に
代表されるコウノトリへの特別な感情が醸成されてくるのです。
３、個々のコウノトリの行動範囲はせまく、日々同じ場所ないしそれほど離れていない範囲の中で観
察ができること。田んぼが活動の中心であることもモニターを容易にしている一因です。
そして、市民にとって最も重要な理由は、身近にコウノトリがいるという事実です。コウノトリの定着こそ
が、コウノトリを想い、活動を続けることができる原動力と思えます。

■■ コウノトリの事故と死亡
2005 年のハチゴロウの飛来から現在までに豊岡には放鳥・自然繁殖・野生個体飛来を含めると
150 羽前後のコウノトリがいたことになります。そしてその中で死亡 40 羽、行方不明 20 羽、収容 6 羽
という状況です。死亡個体の中には怪我で保護されたのちに死亡した個体を含みます。収容個体は
近親婚を防ぐためと怪我による保護の個体です。
私たちは、放鳥当初、今の環境と過去の環境を比べたときコウノトリは飢え死するのではないかと心
配しました。少数の餓死の事例がありますが、全体としては餓死の危険は少ないといえそうです。また
子育てに餌が足りないのではとも考えましたが、現在は基本的に給餌は必要なさそうだという認識に
至りました。
ここで問題なのは、市民の目の前で怪我をしても保護はもちろん、見守られることさえなく死んでゆ
く個体がいるという事実です。コウノトリを直接保護する能力もその後の施設はもちろん資金も知識も
ない市民にとっては、怪我をしたコウノトリをただ見守り続けることは、大変な苦痛です。私たちは、怪
5
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我をしたコウノトリはその原因の如何にかかわらず、保護されるべきだと考えます。そもそも怪我の原
因を特定することは多くの場合不可能で、人間の生活が何らかの原因になっている事実の方が多い
と思うからです。何よりも一度絶滅したコウノトリを放鳥したのは、私たちなのだという事実とコウノトリは
施設内野外の区別なく、すべて「特別天然記念物」で保護の対象だという事実を忘れてはならないと
思います。

■■ 市民と研究者・行政との関係・協働作業は可能か
市民一人一人は、弱く、研究者行政と対等であることは不可能です。対等に
協働作業を続けるには、三者の違いを認識することから始めなければなりませ
ん。
研究者はコウノトリのことを誰よりもよく知っており、発言は何時も正しく、市民への指導は常に有意義
なものであり、怪我をしたコウノトリは当然救ってくれると思っていました。
また行政もコウノトリの魅力を分かってくれ、町を上げて保護活動をしてくれる、怪我をした特別天然
記念物コウノトリを保護するのは、行政として当然の業務のひとつとも思っていました。
しかし、現実はどうも違うようです。
私たちの前に初めてコウノトリが降り立ったとき、この美しい鳥と同じ空間に生きていることの喜びを
知りました。私たちはコウノトリと共に暮らせる町でありたいと、そして次の世代へ繋いでいきたいと願
っています。コウノトリを大切だと思い、コウノトリと共に暮らす町を望んでいるのは、市民自身だという
ことです。
市民の思いを実現させるには、行政を動かすには、熱意と数を武器とする必要があると思います。
日々の目撃・観察の積み重ねが、市民の強い武器となります。そして高度な知識力・情報力・資金
力・行動力を備えた市民の為の組織があって初めて三者の協働作業が可能になると思います。

■■ 現場から望むもの（これまでの観察の中から）
◆コウノトリが巣をかけたい場所はどこなのか。それを知るためにはたくさんの巣塔を準備しなけれ
ばなりません。松の木へコウノトリが巣をかける可能性は、当面除外しておくべきではないかと思いま
す。
◆近親婚の問題では、何時までも産卵を妨害だけすることから、より積極的な対応が必要なので
はないかと考えます。
◆定着への誘導（コウノトリへの積極的介入）があるべきだと思います。誘導・回収・保護の為の手
段のひとつとしての給餌は必要で有効だと考えます。
●そして最大の問題は、「コウノトリの野生復帰」に責任を持つことのできる司令塔がないことが現
場での混乱を招く原因になっているように思えます。
●そして今必要とされているのは、コウノトリに深くかかわることのできる人材の確保（全国のコウノト
リに対応でき、行政・研究者との橋渡し的役割も担うことのできる）であり、さまざまな課題を解決でき
る資金力であると思います。コウノトリの病院と野外に復帰できないコウノトリの為の施設が必要になる
と思います。

■■ 「市民は見守ることとしかできない」から「市民こそが見守ることができる」へ
（見守ることにはどんな意義があるのか。）
コウノトリの野生復帰事業は始まったばかりです。コウノトリの現場から様々なことを学ぶ姿勢と努力
6
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が必要です。
飛来先各地の目撃・観察情報は、多くの場合その地域の最初のしっかりした確実なコウノトリデータ
になるとおもわれます。
研究者・行政から見ると今は稚拙な内容で取るに足りないものかもしれませんが、観察データを記
録・整理・公開することで科学的データになる可能性があります。
市民はコウノトリと共に暮らす中でゆっくり成長すればいいのですから、何をしなければならないか
はコウノトリに聞くしかありません。そのためにコウノトリを見守り続けることが必要なのです。

今年のコウノトリの繁殖
コウノトリ湿地ネット会員 宮村さち子
豊岡市及び京丹後市で今年は 6 カ所の巣塔で巣立ちした。巣立ちした幼鳥の数は計 12 羽である.
●祥雲寺第一巣塔

J0012♀ J0021♂ペア

ヒナは 2 羽、今年最初の巣立ちをした。（J0120♀ 5 月 27 日／J0121♀ 5 月 28 日）
このペアは 2013 年から 2015 年まで庄境巣塔で繁殖を繰り返していた。今年初めて郷公園正面の第
一巣塔で営巣した。周りを遮るもののない田んぼの中に立つ巣塔で西公開ケージのすぐ横に立つ。
●庄境巣塔

J0055♀ J0476♂ペア

今年新たにできたペアである。ヒナ 2 羽の巣立ち（J0129♂・J0130♀ 6 月
27 日）
（メス親の J0055 は野生３世であり、今年誕生した幼鳥は初めての野生 4 世
となる）
●赤石巣塔

J0017♀ J0426♂ペア

2015 年から繁殖し今年は 2 年目。3 羽のヒナが巣立ちする。（J0122♂・

20160607 祥雲寺幼鳥

J0123♀・J0124♀ 6 月 8 日）
●野上巣塔

J0362♀ J0001♂ペア

ヒナ 1 羽の巣立ち（J0131♀ 6 月 25 日）
●伊豆巣塔

J0296♀ J0381♂ペア

ヒナ 2 羽の巣立ち（J0132♀ 6 月 30 日／J0133♀ 7 月 1 日）今年最後の巣立ち
●戸島巣塔

J0294♀ J0391♂ペア

20160612 赤石幼鳥 3 羽

ヒナ 2 羽の巣立ち（J0125♂ 6 月 10 日／J0126♂6 月 15 日）
巣立ちに至らなかった巣塔
※山本巣塔

J0399♀ J0011♂

今年は産卵したが巣立ちに至らなかった。孵化したかは不明。2012 年から順調に繁殖していたが、
今年は孵化時期を過ぎても伏せ続けていた。結局孵化しなかった模様。理由の解明を望みたい。
※袴狭巣塔

J0428♀ J0500♂

昨年まで J0428♀と J0363♀のメスメスペアで産卵を繰り返していた。今年 J0500♂が J0428♀とペ
アとなり産卵するが、孵化にいたらず、無精卵の可能性あり。メスメスペア片方の J0363♀も巣塔近く
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から離れていず、今後どのような展開になるか興味深い。
※永留巣塔

J0050♀ 足環無し（戸島 B？）新ペア

無精卵だったが原因は不明。足環無し個体の性別も不明のため、メスメスペアの可能性もある。
※福田巣塔

J0010♀ J0020♂

2015 年から繁殖し、今年は 2 年目。今年は巣塔に長い期間伏せていたが、巣立ちには至らなかっ
た。産卵、孵化については不明。
※百合地巣塔

J0016♀ J0025♂

昨年河谷巣塔で産卵、ヒナ 1 羽を巣立ちさせた河谷ペアである。今年、J0228♀・J0275♂の百合
地ペアから巣塔を奪い産卵したが、孵化、巣立ちには至らなかった。戦いの余波があり、落ち着いた
繁殖は出来なかった模様。
これに先立ち、百合地ペアは 3 月産卵したが孵化には至らなかった。同月 J0275♂は戦いに負けて
負傷し、郷公園に収容された。ペアは解消される。残された J0228♀は巣塔近辺から離れない。
※河谷新巣塔
郷公園が、旧河谷巣塔を 50ｍほど南に移動したがコウノトリに使用されなかった。ペア解消後の
J0228 が時々止まっていた。
※郷公園内仮設人工巣塔

エヒメ♀ J0086♂

この 2 羽は親子関係にあり、2016 年 3 月に J0086♂は郷公園に収容される。ペアになりそうだった
が解消される。
今年に入って百合地ペアの J0275♂ が河谷ペアとの戦いに敗れてケガをし、収容される事態とな
った。百合地巣塔をめぐっての争いと思われるが、ことの発端は、あまりに近すぎる百合地・河谷巣塔
の位置であり、その後、河谷巣塔を移動するが、移設場所が以前と殆ど変らない位置であったことも
関係していると思える。結局河谷新巣塔は使用されなかった。一昨年は百合地巣塔で１羽、昨年は
河谷巣塔で 1 羽の巣立ちがあったが、2 年続けて巣立ち後まもなく幼鳥は死亡した。コウノトリの攻撃
を受けていたという情報もあり、攻撃による死亡も充分考えられた。この 2 ペアの緊張関係は一昨年
から続いていた。今年に至り事態は急変、百合地ペアはペア解消、そして河谷ペアも闘争の余波を
引きずり、今年は繁殖することが出来なかった。
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百姓のひとり言
コウノトリ育むお米生産部会 豊岡北部支部長 成田 市雄
今年の１、２月は、ほとんど雪が降らない日が続いた。除雪をしたのが、わずか１日だった。農家の
先人の方々は雪が降らないと虫や獣が増えるとか水不足になるかもしれないと話されていた。ここま
での暖冬は生まれてこの方、経験したことがない。
３月に入り、田んぼの様子を見に行くと、いつの間にかアカガエルの卵がオタマジャクシになって
いる。やけに早いな・・・オタマジャクシがいないことを確認して田んぼの水を落水して回る。３月にし
ては少し雨が多いかな？ 空気もあまり乾燥していない。田んぼが乾くか少し不安を感じる。
４月に入るといよいよ種まきの準備に入る。温湯消毒、浸水、ハウス、苗代準備、播種、順調に進
む。16 日、朝起きるとかなりの風が吹いている。ハウスに向かうと４棟の内の１棟の屋根ビニールが破
れている。播種して 10 日目、夜温に当てると低温障害になりやすい時期！！！ 大丈夫か？！ 朝
の最低気温をネットでみる。大丈夫。12℃。一安心。
でも結局、このハウスの苗は低温障害にあって大きくならなかった
その後も今年は例年と比べて吹く風が強く、残りのハウスの屋根のビニールも全て破れていった。
いやはや大変な年だ。
田んぼに出した苗は強い南風に当たり黄色く変色していく。近所の
方が“枯れていくんじゃない？”と心配してくれる。毎年のことだから安
心はしているものの少し不安。
５月 20 日、いつもなら田植えが出来る苗になっているはずなのに田
んぼの苗は短い。田植えが出来る苗になっていない。今年は無農薬栽
培を８ha 予定しているので、良い苗にしたいのだが困ったな！ハウスの
苗は風の当たりが少ないからか順調。仕方なくハウスの苗から田植えを
始めた。
6 月 5 日、日曜日、毎年恒例、森津地区生きもの調査の日。
ＰＴＡの皆さんや子供たちにコウノトリの絶滅の話しや育む農法の説明をする。その後、豊岡市職員
の宮垣均さんに講師をしていただき子供たちが見つけた生きものについて説明をしていただいた。
子供たちは興味津々で聞き入っていた。宮垣さんには毎年、菓子箱ひとつでお越し願っていて感謝
に堪えない。私も負けじと自分の田んぼの中の土を網ですくう。たくさんのヤゴがいる。アキアカネ？
と宮垣さんに聞くと“そうです”との答え、それにしてもかなり多いことに驚かされた。
６月 15 日、苦労しながらなんとか田植えが終わった。昨年と比べて 3 日遅れだった。“農業は自然
相手だから人の出来ることはしれている”と亡くなった父の言葉が思い出される。大変なスタートを切
ったなと感じた。
その後も暑い日も少なく、他の農家の稲の成長も、あまり良いようには見えない。遅れているようだ。
あまり良い年にならないような気がする。
６月 19 日早朝、アキアカネの羽化発見！ いつもより早くない？
車で田んぼの傍を通るとアキアカネが飛び立ち真っ白になる。その
後も行く先々の田んぼで羽化をみる。多すぎない？と思えるほどだ。
以前、有機栽培の稲は冷害の影響が受け難いと聞いたことがある
ので、あまり心配はしていないが、暑い好天の日が続いてほしいと願
うばかりである。
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ハチゴロウの戸島湿地便り(4～6 月編)
戸島湿地管理棟 森 薫

■■戸 島人工巣塔では
5 月 14 日にヒナ 2 羽に足環が付けられ、Ｊ0125 とＪ0126 の番号となり
ました。見た目にも 2 羽の大きさはずいぶん違うように見え、Ｊ0125 の体
重は 4,300 グラム、Ｊ0126 は 3,600 グラムと 700 グラムの差がありました。
小さい方がメスかと思いきや、どちらもオスで、Ｊ0125 は孵化後 70 日の 6
月 10 日に、Ｊ0126 は孵化後 75 日の 15
日に巣立ちました。その間、城崎小学校 1 年生、3 年生、港西小学校 3
年生の子供たちや、地元の方、観光客の方などが来館され、飛び立と
うとするヒナに声援を送られていました。6 月 4 日の早朝特別開館から
巣立ちの瞬間を待ち臨んだ 12 日間は最長記録となりましたが、その分
たくさんの方に、飛び立とうとするヒナの様子を観察していただき、かけ
がえのない時間となりました。
今年で 9 年連続 19 羽のヒナが巣立ったことになります。19 羽のうち 4
羽が死亡、2 羽は行方不明となっていますが、怪我をしていて足環を
付けられなかった 1 羽を含めて 13 羽は元気に過ごしているようです。

上：20160611
下：20160615

2 羽がそろってジャンプ
湿地に降りた幼鳥 2 羽と J0391

■■湿 地作業には
大岡学園ボランティアクラブ、日本損害保険代理業協会兵庫県支部の皆さんが、湿地の草刈りに
来てくださいました。湿度 75 パーセントを超える猛暑日でしたが、皆さん頑張って草刈りや刈った草
の搬出をしてくださいました。作年から 6 月～11 月まで、毎週金曜日にシルバー人材センターから応
援に来ていただき、宮村会員（市内ビオトープ指導員）と一緒に湿地保全作業が進められています。

■■環 境学習のフィールドとして活用していただいています。
毎年恒例の城崎・港西小学校 3 年生、名古屋国際学院と同志社国際学院、地域の高校生による
ラムラールエリア内の生きもの調査など、環境学習のフィールドとして活用していただいています。コ
ウノトリのヒナの観察や、コウノトリについて学習した後、湿地の仕組みや生きものについて調べたり、
コウノトリのためにできることを考えたりしています。毎回、質問もたくさんされて嬉しい悲鳴をあげてい
ますが、子供たちが喜々としているのは、水辺の持つ効果？魅力？でしょうか。
また、子供たちとの会話の中から、私たちが学ばせてもらえることもあります。先日も環境協力金の
募金箱に千円札が入っているのを見つけた男の子が、私のところへ来て「千円札が入っとるで」と･･･
環境協力金の説明をすると「うれしいなぁ」と、ほんとに有り難そうに、宝物をもらったような満面の笑
顔でつぶやくのです。百円が千円になった喜びだけでなく、豊岡に来てコウノトリを見て、コウノトリの
ためにと千円も募金箱に入れてもらえる嬉しさ、「豊岡は良いまちだな」と思えたからこその「うれしい
なぁ」だと思いました。この、「うれしいなぁ」のイントネーションは、今も私の心の中に広っています。裏
切ることのないようにしないと。
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左上から：大岡学園・城崎こども園・インターアクトクラブの
皆さん、・城崎小 3 年生の観察日誌

■■甲 南アソシエイツ株式会社 『あおいほけん』より支援金をいただきました。
社長の岡本さんは、豊岡市でコウノトリのためにと作業をするようになって、子宝に恵まれたことをと
ても喜んでおられます。兵庫県損害保険代理業協会のＣＳＲ担当も務められ、ボランティア活動にも
力を入れられています。コウノトリに関わるようになられて 5 年になり、HP には『地域社会の伴走者を
目指します』と書かれ、当会もリンクをはってくださっています。損害保険会社として保証業務だけで
なく、近年多発する自然災害などを少しでも減らすことを願い自然保護活動にも力を入れておられる
姿に心底共鳴しています。

（6 月末）

コウノトリ湿地ネット賛助会員名簿（新規入会）
（上田市）小柳守男

（神戸市）石井加奈子

（和歌山市）中田安造

（彦根市）安藤博之
（2016 年４月 1 日～７月 15 日）
ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。

編集後記
コウノトリが全国を飛び交う中、飛来先の市民の出会いと話し合いの場をつくり、学び、交流し、憩
い、労い、そのなかからそれぞれが『力』を見出せるような会にしたいと願って準備を進めてきました
が、事務局としての不手際が多く、ご迷惑をおかけした方々には申し訳のないことをしました。 （森）
本格的な夏になりました。イネの穂が伸び、田んぼで採餌しているコウノトリたちの足環を見るのが
難しくなってきました。ときどきひょっこりと緑の穂の間から顔を出すコウノトリたちが田んぼの景色にぴ
ったりに思えます。

（宮村）
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