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今シーズンを振り返って
コウノトリ湿地ネット

代表

佐竹

節夫

7 月 24 日の祥雲寺巣塔でのヒナ巣立ちによって、豊岡での今年の繁殖シーズンが終了した。
繁殖ペアは 11 組、巣立ったヒナは 25 羽で、いずれも過去最高だった。シーズン中には実に様々
なことが起こり、全国的にも徳島県鳴門市で初の繁殖成功、島根県雲南市での誤射など、まあ
次々と大変なシーズンだった。豊岡市内での詳細については、別項で宮村氏が書いているので
お読みいただくとして、ここでは野生復帰の現段階での意義と雲南市での誤射事件について、
感じたことを述べてみたい。
野外での数が増えたのは
日本でのコウノトリ野生復帰は、生息環境の悪化で一度生息不能に陥った大型の肉食鳥を、
その後も開発が続いている現在の人里に再導入するものだから、当然、困難は一杯ある。それ
は当初から分かっていたことで、野生復帰が話題に上りだした 1990 年代初期には、海外の先進
事例から「野外にリリースしたら８割は死ぬと思え」と言われたものだった。
「個体数が足りな
くなるだろうから全国の動物園が協力する」と、種の保存委員会関係者から励まされたことを
覚えている。心強かった。
★で、実際の状況はどうなっているか。
2005 年に豊岡で最初の 5 羽が放鳥されてから 12 年、個体の飛翔範囲は北海道から沖縄、韓
国まで広がり、繁殖ペアは、
（1 組消滅して）豊岡 10 組、鳴門
1 組という状況だ。野外生息数は、7 月 31 日までに豊岡、京
丹後、養父、朝来、越前、野田、及び雲南の各市で放鳥、も
しくは野外繁殖により巣立った個体の総数は 197 羽。うち 78
羽が死亡か行方不明、あるいは負傷等で収容されている。結
果、現時点での野外生息数は 119 羽で生存率は 60.4 ％
だ。かつて脅かされた率よりはずっといい。(個体数はコ
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J0067

奄美大島

奥氏撮影

ウノトリの郷公園より)
★では、日本の場合、何が良かったのだろう。
当初、最も危惧したのは餌不足による餓死だったが、これまでのところそれが原因での死亡
は１～2 例しかない。では、生息不能となった当時（1960～70 年代初期）に比べて環境は改善
されたのだろうか。田んぼに限定して見てみよう。まず明らかなのが面積の減少。1960 年比で
半数近くになっている。内容はどうか。私の子供の頃（1950～60 年代初期）の記憶で比べると、
魚も水生昆虫もヘビも“ものすごく”少なくなっている。でも、
“それなりに”いる。極めてフ
ァジーだが、そんな感じだ。圃場整備による嵩上げで乾田化され、河川・水路～田んぼのつな
がりが分断されて、生態系が非常に小さくなった。けれど、強烈な農薬は姿を消したので、
“そ
れなりにいる”ということだと思う。もちろん、無農薬栽培は生きものに大きな効果を発揮し
ているが、田園全体に影響させるのはこれからだ。
★ならば、今日までコウノトリが数を増やしたのは、人間による環境再生の努力の結果・成
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果と言うにはまだ早く、
「コウノトリの生息に適した地形で、それなりの生物がいる環境下に、
先住の同種がいなかった中で、溢れんばかりの勢いを持った若い個体たちが導入された初期の
生物活動」によるものと言えるのではないか。とすれば、仲間が増えるにつれ、生存競争が激
化するのは当然だろう。実際、こんな調子で個体数が増えていくと、第一、環境が持たないだ
ろうし、個体群の中で生態的な歪みが生じたりするだろう。ちょうど、外来生物の侵入に似て
いるのかもしれない。
その片鱗が見えたのが、今年の繁殖ではないか。豊岡では 70 羽前後という歴史上かつてない
多数が暮らすことになったため、数年前から既存ペアが持つなわばりへの侵入、同種間闘争、
同性婚等が目立っており、加えて、今年は獣害防止ネット、電線等の人工物による事故や個体
の衰弱等が多発している。私は、本来は東アジアの北から南まで行き来する渡り鳥の彼らにと
って、豊岡盆地内での窮屈な留鳥生活は生態的に歪になっているのではないかと心配している。
コウノトリもそのうち、少数での安定数に落ち着くのだろうか。
全国各地を広く飛び回っているのは、各地に分散して生息する道を探し求めているのだろう
から、全国的な視点で各地に迎え入れる体制を準備することが必要だろう。もちろん、そのた
めには豊岡でコウノトリと共に暮らす意義を深め、広く浸透させること、コウノトリ育む農法
や自然再生を普通の技術、活動にしていくことが前提だけど。
「害鳥・コウノトリ」意識を変えたのは
5 月に起きた雲南市での誤射事件は、サギによる農業被害防止のための駆除作業によるものだった。
サギは毎年多数が撃たれるのに、コウノトリなら大騒ぎになる。なんだかサギに申し訳ない気持ちだ。少
し、駆除について考えてみよう。

農家が鳥獣によって稲に害を受けないよう対策を取ることは当然だ。シカ、イノシシの侵入防止に柵
が設けられている光景は日本中で見かける。大型獣による被害は甚大で踏み荒らしが目に付くから誰
でも分かる。では、鳥による被害はどうか。かつてはスズメによる食害対策で案山子（かかし）を立ててい
た。風景としても楽しかった。爆竹音で脅していたこともある。これらは効果の度合いは別として、鳥を殺
傷するものではない。むしろ、互いにある程度のマイナス面を認め合っていたと言えるのでは。

同じように、殺傷せずに追い払っていた例が、かつての豊岡でのコウノトリ対策である。稲苗を踏むコ
ウノトリを、農家は手で追い払う仕草で対処していた。あるいは、缶を叩いたり、小石（土）を投げたりして
いた。要は自分の田から出てくれればいいと、案山子同様、効果よりも安心すればよかったのだろう。し
かし、年が経ち農業に近代化の波が押し寄せてきてからは、「稲を踏むコウノトリ」は憎しみの対象として
イメージが定着してしまった。どれだけ被害があるかに関係なく、数はサギの方が圧倒的に多くても、大
きな体で目立ち、行政が一方的に保護しろと言うことへの反発もあり、ともかく「害鳥コウノトリ」が定着し
．．
た。私が 1990 年代初期に地域に入ると、どこの地区でも「あのコウノトリがまた田んぼに入ってくるなん
て」と拒絶感が一杯だった。

頑なな農家を変えていったのは、1 羽の野生コウノトリと兵庫県の農林事務所だった。たまたま突然
に舞い降りてきた「ハチゴロウ」は、みんなの心配などお構いなく、あちこちの田んぼにおりては採餌に
歩き回った。これを絶好の機会と、行政（県、市、郷公園）がチームを組み、徹底的に追いかけて調査し
たのだ。その事務局を務めたのが、豊岡農林事務所だった。2005 年の 5 月を皮切りに 2007 年６月ま
で、後半は農家もチームに入って、田植え後の稲をどれだけ踏むかの調査が実施された。同事務所が
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すごかったのは、倒された苗を追跡し、立ち上がってくる割合まで調べられたことだ。第 1 回目の調査
では、410 歩で 1 株踏むことが分かった。

並行して行われたのが、研究者による稲作講座だ。「現在の密集植えでは、少しくらい倒伏して欠株
になっても、むしろ風通しがよくなる。減収にはならない」。科学的に補足された。徐々に、農家の口ぶり
が変わっていく。「まあ、減収にはならないな」
同事務所は、さらに追い打ちをかけた。「コウノトリが降りて来る田んぼは、環境が良いことの証明なの
だから、安全安心ブランドになるのでは」。こうして、「コウノトリ舞い降りる田んぼ」認定事業が始まった。
集落からも申請の手が上がる。
ことはこんなに単純ではなかったけれど、コウノトリ育む農法のブランド価値が確立され出すとともに、
「害鳥コウノトリ」の話はほとんどなくなった。コウノトリが舞い降りる価値の方が、少々踏まれることよりもダ
ントツで高いというわけだ。

翻って、 雲南の場合を見てみよう。7 月に欠株が多数の田んぼを案内いただいた。サギによる踏み
込みだと言われる。そうなら確かにひどい。でも、原因が他にもあるなら・・。よそ者である私には発言で
きるものは有していないけど、もし、豊岡の事例が参考になるなら、うれしい。
雲南は、これまでも豊岡のコウノトリが何度も降りていた地
だ。おそらくこれからもしょっちゅう降り、暮らすことになるだろ
う。否が応でも、大なり小なり付き合っていくことになると思う。
豊岡をはじめ、コウノトリが舞い降りている各地の人々との交
流が進むことを期待しています。
20170725

J0173 と J0175

雲南市にて

コウノトリ育む農法の仕組みを聞く（３）
成田市雄氏から聞き取り（編集部）

前号に続いての聞き取り、第３回です。聞き手は当会の佐竹。 次号と２回に分けてお届けします。
2017 年４月７日、成田氏農業倉庫にて
佐竹： 今回は春の田起こしから伺います。ふゆみず田んぼでできたトロトロ層によって田んぼが平らに
なり、かつよく乾いているのなら、耕耘は行わずに水を張って代掻きに入ったらいいのではないですか。
成田： 水を張る前に起こすと、土が表面だけでなく中まで乾くんです。起こさないと中が乾かない。耕
耘で下の土が上に上がってくるので、乾土効果で地力がアップする。田植えをすると稲の活着が良く、
初期の生育がいい。耕耘せずに田植えをすると、ほぼ還元状態（酸素不足）の中に稲を植えるので、
土が詰まって酸素が行かない。だから、稲の初期生育が落ちるんです。
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佐竹： 水を張ってから耕耘しても酸素は行かず詰まってしまうと。
成田： 初期生育を考えたらそうですね。僕も２年前から春の耕耘をやるようになったけど、それまでは
春に乾かすこともしなかった。だから水尻（注）は閉めっぱなし。今では３月に水を落とすので、アカガエ
ルの産卵には注意している。水路から水が入ってくる時期になったら水を入れて耕耘する。水を入れる
とイトミミズがトロトロ層を作ってくれるので、自動的に代掻きができた状態になる。そうすると、上にいた
草の種子が発芽しだす。少ないけど。それを叩いて植える。だから工程は非常に少ない。工程を少なく
しないと面積を拡大できないから。それでも当時（１反当たり）７俵から７俵半くらい採れたので、まあ、い
いんじゃないかと思っていた。
その後、春に起こしている人の稲を見ると、田植え直後の稲の出来が僕のより良かった。春に耕耘し
て乾かすから初期生育がいいのかなと思って、２年位前から起こしている。でも、作業工程が２工程増
える。以前の耕耘は、５月半ばに１度、その１週間後に行って、田植前に行う。３回だった。しかし、今は
まず乾かして起こす。その後で必ず草が生えて来るので起こす。５月半ばに行う。その１週間後に行っ
て、田植えで行うで、計５回入る。去年それをやったのだけど、軽油がすごい量いる。これでは機械が
持たないなと。
佐竹： それに面積も増やせない。
成田： だから、今年は春に起こす田んぼと、乾かしても起こさないでそのまま畦塗りをして湛水に行く
田んぼの２パターンでやりたいと思っている。
佐竹： 初期の生育の良し悪しは、収量に影響するんですか。
成田： 影響しますね。初期の生育が悪いと、稲が草に負けてしまう。でも、3 年ほど前は地区の半分の
田んぼが無農薬で田んぼが濁っていたので、光合成が阻害され草はあまり生えなかった。
佐竹： 小さな生きものが土をかき混ぜていたんですね。
成田： だから、気が付かなかったんだね。ところが、今は無農薬田が全体の 3 割に減ったので、また濁
らなくなった。
ちなみに、殺虫剤を振らなければ濁るけど振るから濁らず光合成が進み草は生える。生えるから除草
剤を振る。殺虫剤を振らなければ生きものによって水は濁り、草も生えないから除草剤も降る必要がな
いのにね。
佐竹： 無農薬の場合、稲は最初の生育は悪いがそれを我慢していれば後で元気になるんでは？
成田： ふゆみず田んぼを乾かさないで田植えに行くと、強還元状態になり、稲を植えても根が伸びな
い。草を浮かすために耕耘と、土を水と混ぜるからそのときに酸素が入る。
みんな、初期生育の悪さが気になるので、肥料を振りたがる。でも、振りすぎると食味値が上がらない
んだ。食感が落ちていく。
佐竹： じゃあ、たくさんの収量を採るには？

4

２０１７年８月１日

成田： 例えば、長野県と豊岡では基準反収が 2 俵ほど違う。長野は寒暖差があるから。お米は寒暖差
があるほどおいしいお米がたくさん採れる。だから、地力に見合った収穫量にしないと、味は落ちてしま
う。採ることは簡単なのだけど、豊岡は基準反収が８俵半なのだから、８俵半に合ったお米作りをしない
とまずくなる。気候、風土が地力をつくる。
佐竹： 地力だけを考えるなら、地力アップ（肥
料）を振ればいい。
成田： 農産物は自然の中で作るのだから、自然
にあった状態にしてやらないと美味しいものにな
らないのじゃないかな。
（注） 水尻： 排水溝のこと
左は慣行栽培・右は冬水田んぼ （4 月上旬）

コウノトリを支える市民交流会を開催しました
（日本コウノトリの会主催）
コウノトリ湿地ネット 森 薫
7 月 8 日（土）～9 日（日）の 2 日間、越前市のふくい農業ビジネスセンターにおいて、『第 4 回コウノ
トリ市民交流会』を開催しました。昨年８月末に『日本コウノトリの会』発足に伴い、同会主催によるもの
で、福井県、越前市には多大なご協力をいただきました。ありがとうございました。
コウノトリの飛来先や、コウノトリを迎えたいと活動をされている方、研究者、・行政も参加され、新たに
島根県雲南市、石川県中能登町、鳥取県気高町からもお越しくださり 90 名が集いました。
基調講演では、『コウノトリ市民科学の可能性』と題し
て中央大学：鷲谷いづみ先生に講演いただきました。
先生が提唱される『市民科学』は、市民がデータ収集・
分析・評価を科学的に行うことで、生物多様性を認識
する貴重な機会となり、データは現状把握・予測に活
用できるとのことです。「一緒に、楽しみながら社会（自
然との共生）と科学に貢献する「コウノトリ市民科学」を
めざしましょう」と。
続いて、その実務を担われている東京大学：安川雅
紀先生から『参加型コウノトリモニタリング』アプリの開発
状況を説明いただきました。今後、具体的にデータ入力等を行いながら、試行に入っていきたいと思い
ます。各地でコウノトリを観察している人たち、期待して待っていてください。
基調講演の 2 人目は、韓国国立教員大学ユン・ジョンミン 先生です。『韓国でのコウノトリ野生復帰
―飼育から野生へ―』と題して、韓国でのコウノトリ野生復帰の進捗状況と課題について報告いただき
ました。通訳は韓国環境生態研究所：イー・シー・ワン 所長が務めてくださいました。イー氏は、１５年
前から豊岡へ来られておりコウノトリの生態研究には年季が入っており、私たちとの連携もその都度深
5

２０１７年８月１日

まっています。
開催地・越前市の奈良市長からコウノトリの取り組み報告を受けた後、参加者で各地の取り組みを報
告し合いました。報告者は、次の方々です。
韓国（度淵（ト・ヨン）氏）、 野田市（（株）野田自然共生ファーム：森本直樹氏）、 鴻巣市（鴻巣こうの
とりを育む会：川島秀男氏）、 京丹後市（久美浜町コウ
ノトリ観察隊：美王恵次郎氏）、 彦根市（コウノトリ湿地
ネット：安藤 博之氏）、 東播磨（いなみのため池ミュー
ジアム：中村聡美氏）、 豊岡市（コウノトリ湿地ネット：宮
村良雄氏）、 雲南市（春植地区振興協議会：横山美
昭氏）、 若狭町（鳥羽ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟｸﾗﾌﾞ:高橋繁応氏）、
越前市（コウノトリ見守り隊：加藤信之氏）

座談会では、討論の後に参加者全員の総意として、次のことを表明しました 。
１．コウノトリは野生復帰の途上にあります。飛来する各地で観察に基づいた様々な保護
の手立てが必要です。保護策については「コウノトリ野生復帰グランドデザイン」（平成 23 年
8 月）を基本とし、具体的な方針策定に際しては当該自治体が主体となり、その地に暮らす
市民等と協議しながら進めていくよう、各自治体（県・市）に要望していきます。
２．私たちは、各飛来地での観察によるコウノトリの生態等の新たな知見、住民の反応
及び協力体制、環境創造等の実践と共に市民の思いや夢を集積してきました。そして今、
日本、韓国でのコウノトリ目撃情報をデータベース化し、共有できるシステムを、研究機関で
開発してもらっています。私たちは、このシステムの活用を通じて「コウノトリ市民科学」を構
築し、幅広い人々と共に、コウノトリ野生復帰を着実に前進させます。
３．島根県雲南市は、現在も 6 羽が居るなど、コウノトリが次々に飛来する地域です。
地形、地質、風土がコウノトリの生息に適していると考えられます。今春の誤射事件は悲痛
なものでしたが、私たちは雲南市がこれを契機に豊かな地域資源を基とし、「コウノトリと共生
するまちづくり」に邁進されるよう強く希望します。必ずや、日本におけるコウノトリ生息の重
要地域になることでしょう。それには、多くの課題を克服するために、市内外の叡智を結集さ
れる必要があるように思います。私たち日本コウノトリの会は、雲南市の取り組みに全面的に
協力し、支援していきます。
夕食会とエクスカーションは地元の皆さんが采配してくださいました。越前市の『水辺と生き物を守る
農家と市民の会』『コウノトリ育む会』『コウノトリ見守り隊』の皆様には大変お世話になりました。重ねて、
お礼申し上げます。
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2017 年豊岡市域のコウノトリ繁殖
コウノトリ目撃網管理人 宮村良雄
2017 年は、2005 年放鳥以来最高の 11 ペアが繁殖に成功しました。しかしすべての巣塔でペア以
外の個体の飛来が多く確認され、巣塔への襲撃もあり、毎日が事件の連続であったような気がしていま
す。コウノトリにも観察する者にとっても厳しい繁殖期でしたが、コウノトリの新しい知見が得られ、市民の
コウノトリ目撃網が重要な働きをするなど大きな成果もありました。

■■ 各巣塔の状況
11 ペアの繁殖を北から見ていきます。ただし、各巣塔の状況は足環付け作業後からを基本とします。
１、戸島巣塔 10 年連続巣立ちに成功しましたが、最初に驚いたように巣立ちした 1 羽は道路側溝で
動けなくなっているのを市民の目撃により保護される。2 羽目は巣立ちした直後に行方不明になり、翌
日朝直線距離 6.5km 離れた福田巣塔で確認されました。
２、赤石巣塔 巣立ち直前の 1 羽が襲撃を受け死亡。1 羽が巣立ち。足環をつける前にも 1 羽襲撃で
死亡したと思われる。
３、野上巣塔 足環付け作業の朝、巣塔内には 3 羽のヒナがいましたが、1 羽が襲撃を受けけがをした
ようで、コウノトリの郷公園によって保護収容されました。残りの 2 羽は同時に巣立ちましたが、そのうち
の 1 羽が行方不明になりました。幸い、3 日目の朝巣塔近くで元気な姿が確認されました。
４、福田巣塔 3 羽が巣立ちしましたが、2 羽が死亡しました。死亡した最初の 1 羽は、巣塔近くの高圧
電線に引っかかったらしく農業用水路で遺体が見つかりました。2 羽目は足に異常があることが目撃さ
れ、翌日コウノトリの郷公園に保護収容されましたが、治療療養中に亡くなりました。
５、庄境巣塔 3 羽が巣立ちしました。2 羽が合鴨農法における鳥よけテグスに絡まり、保護収容されま
した。しかし解放時に 1 羽が高圧電線に引っかかって怪我をして再び収容されましたが、結局死亡しま
した。巣塔周辺には常にメス 1 羽がいて、巣塔とペアのメスへの執着が強いのではないかと行動から推
測されます。（メス個体は、ペアのメスと以前ペア関係にありました。）
６、祥雲寺巣塔 第 1 クラッチ抱卵中に親鳥 2 羽が目の前のコウノトリの郷公園西公開ケージに採餌の
ため離れたすきにカラスに卵をさらわれ、第 2 クラッチで 3 羽が巣立ちしました。
昨年も抱卵中に巣を離れたすきにカラスに卵を奪われることがありました。
７、百合地巣塔 2 羽が巣立ちしました。巣立ち直前、周辺を住みかとしているメスが巣塔を襲撃するの
が目撃されています。
８、伊豆巣塔 2 羽が同時に巣立ちした様子でした。巣塔周辺には、常にペア以外に 3 羽のメスがいて、
特にその中の 1 羽は巣塔への執着が強く、2 羽の巣立ちに影響を与えた可能性が考えられます。
９、三木巣塔 2 羽が巣立ちしました。足環をつけられた雛は 3 羽でうち 1 羽が朝確認できたのに午後
には姿が見えなくなり、巣塔の下周辺でも遺体が見つからないままです。袴狭を巣立ちした 1 羽が、翌
日朝ヒナ 2 羽と一緒に巣に立っているのが確認されました。袴狭の幼鳥は、三木ペアの吐出しをヒナと
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一緒に食べ、三木ペアから追い出されることもなく、家族同様に過ご
しています。2 羽の巣立ち後は一緒に行動しています。2 羽の巣立ち
後、しばらくしてメス親が巣塔南の畑で死亡が確認され、さらに翌日
にはオス親が直線距離約 8 ㎞離れた隣の市で電気柵に引っかかっ
てているのが発見され、コウノトリの郷公園によって保護収容されまし
た。7 月 23 日には兵庫県丹波市氷上町の鉄塔敷地内で幼鳥 1 羽
20170627

が死亡しているのが発見されました。

袴狭幼鳥と三木ヒナ

１０、袴狭巣塔 3 羽が巣立ちしました。巣立ち直後に行方不明になった 1 羽は、翌日朝 3.5ｋｍ離れた
三木巣塔でヒナと一緒に立っているのが目撃されたことはすでに三木巣塔で述べたとおりです。1 羽は、
巣立ち後 1 週間で巣塔から 5ｋｍ離れた場所で自活し、もう 1 羽は巣立ち直後に、巣塔周辺にいるメス
に攻撃され電気柵に引っかかって保護収容されました。数日で解放されましたが、解放直後に親の縄
張り外に飛び出し行方不明になって、数日後に巣塔から西直線距離約 7 ㎞離れたお寺の屋根で確認
された後、さらに巣塔から西約 10 ㎞離れた田んぼで自活しています。
3 羽が巣塔周辺から離れた原因として、ペアのメス親と以前メス同士のペア関係であったメスの幼鳥
への攻撃的行動が原因の一つと考えられます。そのメス個体は、巣塔を含めた周辺への執着が強く、
幼鳥への攻撃となったと思われます。
１１、山本巣塔 2 羽が巣立ちしました。1 羽は順当な巣立ちでしたが、1 羽は足環付け作業後に何故
か風切り羽が抜けてしまうという事態に至り、大いに心配しました。その後飛び立ちましたがやはり飛行
は無理のようで、コウノトリの郷公園によって保護収容されました。
※ 赤字は今年初めて繁殖に成功したペア

■■ 福田巣塔と三木巣塔での、他のペアのヒナを受け入れるという、非常に興味深い事例について
考えてみたいと思います。
●二つの巣塔における共通点とこの事例の特徴
1、巣立ち直後の幼鳥が、翌日朝には別の巣塔に立っている。
2、巣塔のペアに排除する行動はみられない。（三木巣塔ヒナ
も排除しない）
3、福田ペアは巣立ち後に 2 羽の子供を失っている。三木ペア
は巣塔でヒナ 1 羽を失っている。
4、三木巣塔は幼鳥が吐出しをヒナと一緒に食べることが確認
されているが、福田ペアでは確認されない違いがある。ただ

20170626

福田ファミリー

し、福田ペアは 26 日以降吐き出しそのものが観察されていない。同ペアの幼鳥 2 羽に対する見守り行
動は確認されており、家族として受け入れていると判断できそうです。

■■今 年の繁殖期は、コウノトリ目撃網が活躍しました。メンバーは、必要なときは朝暗いうちから、夕方
暗くなるまで行動をしてきました。巣立ちの確認とその後の追跡観察、行方不明の個体捜索、ケガをし
た個体情報と救護要請、電柵に絡まった個体の救助など市民のコウノトリ目撃網が果たす役割と意義
が確認された繁殖期でした。
※コウノトリ目撃網の情報は、コウノトリ湿地ネットホームページ「コウノトリ目撃情報」で毎日更新してい
ます。
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山本

三木

袴狭

伊豆

百合地

祥雲寺

庄境

福田

野上

赤石

戸島

巣塔

・事故にて郷公園収容、死亡
・巣立ち後雲南市へ移動
・6／15 死亡確認
・事故にて郷公園収容 7／8、死亡

6 月 13 日
6 月 13 日
6 月 13 日
6 月 17 日

J0152♀
J0153♂
J0154♀
J0159♀
J0160♂
J0143♂
J0144♀
J0145♂

J0391♂

J0017♀

J0426♂

J0362♀

J0001♂

J0010♀

J0020♂

6 月 10 日

J0147♂
J0148♀

J0476♂

7 月 24 日

J0171♀
J0172 ♀

J0021♂

6 月 28 日
6 月 26 日

J0150♂
J0166♀
J0167♀
J0156♀
J0157♀
J0158♀

J0025♂

J0296♀

J0381♂

J0428♀

J0500♂

J0161♂
J0162♀

J0011♂

7 月 17 日

7月1日
7／18 郷公園収容

親鳥 J0057（オス）はケガのため収容される

7月5日

J0165♀

J0399♀

親鳥 J0064（メス）７／14 死亡が確認される

足環付後行方不明

J0164♂

J0057♂

新ペア

新ペア

第 2 クラッチにて繁殖

・今年 1 番目に巣立ちした個体

J0163♀

7／24 丹波市にて死亡確認

・負傷にて郷公園に収容、再放鳥

・負傷にて郷公園に収容、再放鳥

J0064♀

7月5日

6 月 24 日

7月9日

7月9日

6 月 23 日

J0149♂

J0016♀

6 月 19 日

7 月 15 日

J0170♀

J0012♀

7 月 24 日

6 月 17 日

J0146♂

足環を付けずに収容される

6 月 28 日

J0055♀

3 羽のヒナがいたが、1 羽のケガが分かったため、

特記事項

6 月 28 日

6 月 29 日

巣塔内で死亡

6 月 16 日

6 月 21 日

J0151♂

幼鳥のその後

J0294♀

巣立ち

ヒナ

ペア

２０１７年８月１日

２０１７年８月１日

ハチゴロウの戸島湿地便り（4～7 月編）
戸島湿地管理棟 森 薫

■■ 10 年連続の繁殖となりましたが・・・巣立ち後は心配しました。
4 月 17 日にＪ0294 が立ち上がり吐き戻しをしたので、巣塔近くの
山に登りヒナ 1 羽と卵 2 個を確認しました（初卵を確認してから 32 日
で孵化）。19 日には孵化は 3 羽となっていました。23 日にはヒナ１羽
の死亡を確認しました。繁殖 10 年目、産卵日、孵化日、ヒナの死亡
日すべてが明確に判明したのは初めてのことです。その後、ヒナ 2 羽
は順調に育ち、6 月 16 日と 21 日に巣立ちしました。
孵化後 62 日で驚いたように飛びたったＪ0152♀は、即、行方不明となり観光客の方が結（むす
ぶ）地区内の右岸道路水路にうずくまっているのを見つけてくださり、コウノトリの郷公園が保護してくだ
さいました。身体検査の結果、外傷や骨折等も見られず元気だったのでハチゴロウの戸島湿地に連れ
て帰り、15 時 10 分に湿地の仕切り堤防で開放されました。そのまま周辺で一夜を過ごし、翌朝、ようや
く飛び立って帰巣することができました。その後は親鳥から餌をもらい元気に飛び回り、現在は気比・畑
上地区で親鳥と共に過ごしています。
強風の中、孵化後 66 日で巣立ちしたＪ0151♂も、そのま
ま行方が分からなくなりました。日没まで探しまわりました
が見つからず、翌朝、福田巣塔にとまっているところを宮村会員
が発見され、一安心でした。でも、餌は採れているか、福田ペア
や周辺で過ごしている独身のコウノトリに攻撃されないか心配で
交代で観察しました。幸いにも田んぼにはオタマジャクシがたく
さんいて、餌も採れ
ていたようです。福
田ペアは攻撃もせ

2017 年 626 福田巣塔に止まる J0151

ず、独身組からも排除
されずにいるようでひとまず安心しました。Ｊ0151 はその後
も、福田ペアのテリトリーの中で過ごし、Ｊ0144♀（福田人工
巣塔生まれ）とも仲良く？巣にとまっており、Ｊ0151 は巣立
った途端に福田に養子に行ったかの如く、福田ファミリーの
一員として過ごしています。戸島湿地巣立ち 21 羽目の子
は、なんとも逞くフレンドリーなコウノトリで、親子の対面はい

20170622 滝の田んぼで採餌中の J0151

つか・・・との期待は大きく外れました。

■■ Ｊ0047♀の冥福を祈って・・・
4 月 26 日にＪ0047 が母鳥になれたとの嬉しいニュースが届きました。戸島人工巣塔生まれのメスは８
羽いますが、母鳥になるのはＪ0047 が初めてで、孫が誕生したかの如く本当に嬉しく巣立ちを心待ちに
していたところ、５月 19 日の夜、Ｊ0047 の訃報が届きました。誤射により死亡したことについて、たくさん
の方からご意見をいただきました。私は一番にヒナのことが心配でしたが、雲南市の依頼によりコウノトリ
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の郷公園が速やかに保護・人工飼育され 7 月 12 日に雲南市で
放鳥されました。4 羽のヒナは春希くん、うららくん、姫ちゃん、げ
んちゃんと名付けられ雲南市の空を元気に飛び立ちました。
Ｊ0047 は、やっと出会えたげんきくんと４羽の子供たちを残して、
さぞかし辛かったでしょう・・・空の上にはあなたのお兄ちゃんＪ
0007、Ｊ0008、お姉ちゃんＪ0029、弟Ｊ0096 がいます。どうか、やす
らかにと祈りつつ、人間社会
の在り様を大空の上から見
られていることを肝に銘じ
て、今後の活動を進めてい
きたいと思っています。

左
右

20170725
20170729

J0173
J0175

J0175
J0144

J0135 J0094
雲南市 大坂氏撮影

■■ 湿地には
毎年 4 月の水路掃除から始まり、今年も兵庫県損害保険代理業協会、学校法人大岡学園ボランティ
アクラブ、豊岡総合高校インターアクトクラブの皆さんが、湿地作業に来てくださいました。草刈りや草
寄せをしていただき、大変助かりました。ありがとうございました。
株式会社西村屋の新入研修を始め、名古屋国際学園、豊岡市立城崎・港西小学校 3 年生、市内高
校生によるラムサールエリア内生きもの調査などで、戸島湿地の活動について理解を深めていただけ
る機会に恵まれました。

コウノトリ湿地ネット賛助会員名簿（新規入会）
(豊岡市)

阿部江利

(長浜市)

川上勉
（2017 年 3 月 21 日～7 月 30 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

私が知っている限りで、４月から今日までで、幼鳥１３羽、成鳥３羽がコウノトリの郷公園により保護・収
容されている。コウノトリにとって郷公園は命の拠り所だと思う。これだけ多数のコウノトリを保護し世話を
されているのだから、獣医さんや飼育員の方々のご苦労は本当に大変だと思う。皆が頼りにしているの
で、夏バテをされないようにお願いします。

（森）

ことしもまた暑い夏。緑の稲の穂の間を行き来するコウノトリの姿が美しい。
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（宮村）

