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2018 年 10 月、兵庫県高砂市に人工巣塔を設置。地元で熱心に取り組む皆さんと喜びの記念写真
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コウノトリと共生する地域づくりは、ずーっと続けるもの
コウノトリ湿地ネット 代表 佐竹 節夫

あけましておめでとうございます。 今年もどうぞよろしくお願いいたします。

保護と共生に違いはあるか
昨秋、南京大学の学生たちに話す機会がありました。学生から質問あり。「中国でもコウノトリを保護
しているが、越冬地や生息地を保護区にして管理する方法をとっている。効果的だと思う。日本では保
護区を設けて保護すると聞いたことがない。なぜ、しないのか」と。
「ありがとう。よく聞いてくれました」 次のように答えました。
まずは、国土の広さ。中国は広く、日本は狭い。狭い日本では大きな面積を必要とする保護区を設
けにくい。必然的にコウノトリは人里の中で暮らさねばならない。だから、日本では「いかに管理するか」
より「いかに共生していくか」がテーマになる、と。
でも、その後で、この答えはちょっと短絡過ぎたか？と反省しま
した。「人間と自然を分離して考え、人間は自然を管理する」のが
西洋的で、「共生」が東洋的というのも単純すぎるのと似ています。
実際にはどちらか一方だけで保護するものではないでしょう。昨
日、保護区の湿原にいた個体が今日は田んぼにいることなんて常
にあるだろうから。むしろ、管理と共生を織り交ぜながら効果的に
行うことがいいんだろうと思います。

年頭に当たり改めてコウノトリが暮らせる環境づくりについて整理してみます
コウノトリの生息環境は２階建て
言うまでもなく、コウノトリは肉食で食物連鎖の頂点に立つ大型の鳥。大食漢なので、丸呑みできるも
のは何でも食べます。一昨年には、ヘビと間違えてゴムホースを飲み込んでしまった個体もいたくらい
です。多様な生きものを食することで、栄養が偏らないこともあるのでしょう。ともかく、コウノトリが生息す
るには、多様な生きものがたくさん生息することが大前提です。
では、生物多様性の世界があればコウノトリは暮らせるかというと、そうでもありません。餌生物を捕ま
えられる環境が必要となります。せっかく餌となる生きものが目の前にいても、水の深いところに逃げて
しまったり、ブッシュのなかに隠れてしまえば捕まえることができません。生物多様性世界を 2 階建ての
1 階部分（土台）とすれば、採餌可能な環境は２階に当たると考えれば整理しやすいと思います。
この関係をコンパクトな形で見れるのが、ハチゴロウの戸島湿地
です。湿地は 0.7ha の汽水域と 2.5ha の淡水域に分けて造成され
ました。汽水域は水路を通して円山川、日本海につながっており、
海水、汽水、淡水の魚類や甲殻類が多種多様に入ってくる。つま
り、多様性の世界＝1 階部分です。でも、ここは潮位に連動してお
り夏季は特に水深が深くなるので、コウノトリは捕まえることができ
ない。コウノトリにはときたましか役に立ちませんが、建物の土台部
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分なので、必須の環境です。
汽水域と淡水域との間には起伏ゲート（魚道）が設置されてい
て、淡水域から流れてくる水を利用して一定の魚や甲殻類が遡
上し、淡水域は再生産の場として活用されます。淡水域はコウノ
トリの採餌環境にすることが目的なので、水深は 15 ㎝になるよう
設定されています。つまり、2 階の部分です。そして、ここでは餌
場として良好な環境が維持されるよう、常に管理作業を行ってい
ます。こうして、餌生物の一部がコウノトリの口に入るというわけで
す。
この関係は、円山川の高水敷に湿地を造成したり、田んぼのほかにビオトープを設けることと同じで
す。かつてのように川や田んぼにも多様性があり、それぞれの場で採餌できるということがなくなった今
では、川や田んぼの自然再生に加えて、その一部をコウノトリ用につくっていく必要があるのです。
このコウノトリ用の場所では、通常、生産活動はしません。作物を生産せず、経済を生まないというこ
とは、当然「管理費」は捻出できません。公的支援＝公金の支出が必要となります。ハチゴロウの戸島
湿地や加陽湿地、転作田を活用した水田ビオトープなどがそうです。公金を支出し続けることは、当然、
市民の支持がなければなりません。「コウノトリと共に生きる」まちづくりの根底部分なので、当会も常に
機会をつくっては議論し、幅広く理解を得られるよう努めたいと思います。

上記をまとめると
(1)市域全体をエコロジカルネットワーク（山―田んぼー湿地―水路―川―海）の視点で、生物多様性
を図ること→１階部分。田んぼはネットワークの中心に位置するので、最優先すべきは農業が持続可能
になるようにすることです。非農家が農家にできること～ 当会はその一つとして、昨年「ごはんだいすき」
ポスターを作成しました。当たり前としてみんながご飯を食べることは、生物多様性世界の土台をつくり、
コウノトリの生息を支える基礎になります。
(2)その上で、一部をビオトープ化して純粋なコウノトリの餌場として管理していくこと→2 階部分。河川の
自然再生事業、大規模湿地の管理運営（公の直轄事業）や民間への公的支援（水田ビオトープなど）
を拡大し、将来にわたって継続していかねばなりません。
国土交通省、兵庫県、そして豊岡市は、平成 14 年以降、連携しながら上記のことを一貫して追求さ
れ、施策として実施されてきました。河川も農業もビオトープも成果を出しつつあると思います。これから
いよいよ主流化になるのだろうと楽しくなってきます。
そんな中で、近頃、豊岡では「コウノトリはたくさん飛ぶようになった。成功した。もういい」との声を聞く
ようになりました。何が「もういい」のか分かりませんが、“コウノトリと共生するまちづくり”には、(1)も(2)も
将来にわたって必要なことだ、一時休めばあっという間に逆戻りしてしまうと、声を大にして呼び掛けて
いきたいと思います。
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ハチゴロウの戸島湿地におけるミシシッピアカミミガメの駆除報告
地域おこし協力隊

永瀬 倖大

私は地域おこし協力隊として、豊岡市立ハチゴロウの戸島湿地を拠点としてコウノトリ野生復帰の仕
事をしています。昨年 4 月から、外来生物の駆除にも取り組んでいますので、この間の状況を報告しま
す。
１．ハチゴロウの戸島湿地の概要
コウノトリの繁殖を支えるために 2009 年に整備された。周辺の円山川～日本海、河川～水路、水
田と繋がっており、生物多様性を高めるよう造成されている。
そのため、魚類、甲殻類を中心に多様な生きものが多く行き来し、再生産の場にもなっている。反
面、外来生物も行き来自由で、カダヤシ、ヌートリア、アメリカザリガニ、ウシガエル、ミシシッピアカミミ
ガメ等が侵入している。ブルーギルは 1 年に数匹が確認されるが、ブラックバスは生息が確認されて
いない。うち、本稿ではミシシッピアカミミガメについて報告する。
２．ミシシッピアカミミガメ
①種の特徴
顔の両側に赤い模様があるのが特徴。幼体の頃はミドリガメと呼ばれ、緑がかった姿をしているが、
成長するとくすんだ色になる。よく甲羅干しを行っており、人の姿を見ると水中に隠れる。在来のイシ
ガメ等の生息を脅かすと言われている。
②侵入経路
本種は以前から近辺にも相当数生息しているので、水路による侵入や増水時に本川から流されて
入ってきたと思われる。
３．駆除期間
当該湿地では 2015 年から本格駆除に乗り出している。ここでは、私が担当となった 2018 年 4 月 1
日から 12 月 6 日の状況について報告する。
４．駆除方法
使用罠
・カメ捕獲用罠（写真１）（縦：約 188cm 横：約 53cm 高さ：約 41cm）×２基
・ブルーギル捕獲用罠（写真２）（縦：約 94cm 横：約 63cm 高さ：約 60cm）×2 基
※時期によって設置数は変動している。餌として、鶏肉（手羽元）を罠の中に入れている。
※個体処分 捕獲した個体は、コウノトリ文化館に設置の冷凍庫で冷凍死させている。

写真２

写真１
ブルーギル捕獲用罠

カメ捕獲用罠

カメが中の餌を食べようと登って近づくと、
足元からもんどり内に落下する。

固定のため紐でくくっている杭側は、イシガ
メが入った場合に窒息しないよう、網が水面
から出るようになっている。
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設置場所 （図 1）
図1

8/20～10/25
11/26～
10/25～
4/1～8/20

4/1～15
8/19～11/26

4/1～15

4/15～8/19

8/20～10/25

4/15～11/21

11/26～

５．結 果
駆除数合計

126 匹

月別内訳 4 月/19 匹、5 月/30 匹、6 月/29 匹、7 月/20 匹、8 月/11 匹、9 月/9 匹
10 月/3 匹、11 月/4 匹、12 月/0 匹
６．考察
A 4 月中旬までの①、②の設置場所では捕獲できなかった。その理由として、
○

・①の地点は、今年の 4 月は水位が低く、罠が水中に沈まなかったことが本種の侵入を阻害した
のではないか。
・②の地点は、起伏ゲートの作動で水の流れがあったため、本種の好む止水環境でなかったため
と考えられる。
B 罠の移動後は、常時罠の半分ほどが水中に入っていたため本種が侵入しやすく、かつ水の流れ
○

が緩やかな場所であったため捕獲数が伸びたと考えられる。
C 季節による捕獲数の変動は、4 月～9 月中旬にかけては気温が高かったので、動きが活発で罠に
○

よくかかったのだと考えられる。反対に 9 月下旬～11 月は平均気温が 20℃を下回る日が大半だ
ったので、本種の活動が減り、捕獲数が少なくなったと考えられる。
10 月中旬からは、湿地内に設置した罠にはかからず、農業用水路の罠が主となった。これは湿地
作業により水位を低くしたことから、湿地よりも水位のある農業用水路に移動したためだと考えられ
る。
D 一度に複数匹捕獲されることもあり、罠に侵入した本種に引き寄せられた他の個体が、罠に侵入し
○

た可能性が考えられる。ちなみに、一日に捕獲した最高数は 4 月 18 日の 7 匹。
※また、本種の罠にはウシガエルの生体・幼生やアメリカザリガニもかかることがある。
７．感想
外来種は、一度繁殖してしまうとその種のいなかった元の状態に戻すのは、労力と長い時間を要
すると感じました。罠に仕掛ける餌の購入や日々の罠確認、罠にかかった本種をコウノトリ文化館ま
で運ぶなどの作業があります。また、生物の命を奪う作業ですので精神的ストレスにもなります。
湿地内にはまだまだ本種が生息していると考えられますので、次年度以降も継続してミシシッピア
4
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カミミガメの駆除活動を根絶まで頑張りたいと思っています。
今年度の駆除活動で、捕獲しやすい時期や地点の目星を付けることは出来たので、来年は餌の
種類等も変えながら捕獲率の変化を調べたいと思います。

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）

００９００－０－１９４１２８

※「会費納入がまだの方は、上記口座に振込みをお願いいたします」

山茶花（サザンカ）
雪をかぶりながらピンクの花を咲かせる山茶花
は、ツバキ科の常緑小高木。山地に自生し、観
賞用としてもたくさん栽培されている。
山茶花は、中国語でツバキ科の木を「山茶」と
いい、その花を「山茶花」と称したことに由来す
る。ただ、山茶花は江戸時代頃から椿とは区分さ
れるようになり、日本原産である。自生のものは白
色の花がほとんどだが、現在では、園芸種で
10,000 種類を超える交配種があり、桃色、赤色
が多い。
山茶花は、寒い時期に咲くため、たき火を囲ん
で焼き芋を食べるイメージがあり、椿とは違った
庶民的な中にも凛とした風情が庭木としても多く
の人に好まれている。
（画・文 池上晃）
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早 川 さんのつれづれ話
但馬野鳥の会 早川貞夫
早川さんは但馬の野鳥観察の先陣を切ってこられました。観察を
始めたのが 20 代後半ということなので 60 年近くの年月、野鳥の観
察を続けてこられました。但馬野鳥の会の創立メンバーの一人であ
り、現在も元気に活動しておられる早川さんに、これまでの来し方
あれこれを伺いました。

■■まず、鳥に関心を持つようになった動機は ■■
元々鳥が好きだったのではなく、やせっぽちで体が弱く、20 代後半には体力の低下を感じていまし
た。何とかして丈夫になりたい、そのため、野外で活動する少し頭を使う趣味は何かと考えた時、昆虫、
植物は種類が非常に多くて覚えるだけで大変だが、鳥は当時日本の野外で見られるのは 450 種ほどと
少なく、覚えやすいと思ったからです。
ところが始めて見たものの、当時はテレビで鳥が映されることは少なく、教えてくれる人もなく、唯一の
カラー図鑑だった小林桂助氏の「原色日本鳥類図鑑」を毎日、毎晩見るだけだった。野外へ出ても野
鳥は近づけばすぐ飛んでいくし、遠くからではよく判別できず、いつまでたってもスズメとカラスとトビくら
いしか判別できなかった。本を見始めてから 1 年近く過ぎたある日、自動車の前に飛んできた鳥をホオ
ジロだと直感しました。これが私の探鳥事始めで、その後は一気に識別が進み、探鳥が
本当に好きになりました。それからは休日になると必ず双眼鏡を持って、近くの山へ登り、
川辺を歩いて、鳥を見て過ごしました。
当時、県農林主催の探鳥会が北鉢伏周辺でありました。まだ北鉢スキー場のできる前で、大笹の自
然林に囲まれた農家へ泊りました。早朝、宿のすぐ前でサンコウチョウ（ｵｽ）を初めて見まし
た。顔が紫色で腹が白くスズメくらいの大きさで 30 ㎝もある尾羽をひらひらさせながら飛ぶ姿
の美しさに感動しました。その時の姿は未だに瞼に浮かびます。

■■但 馬野鳥の会■■
1968 年には日本野鳥の会に入会しました。その後同好者も集い、会長松本茂氏の下、
若い本庄四郎さん、友田達也さんたちと共に 1981 年但馬野鳥の会を立ち上げました。それから間もな
く、兵庫県による瀞川・氷ノ山大幹林道の計画が発表され、標高 1200ｍから 1300ｍの尾根付近を通る
ということで、兵庫労働者山岳連盟を中心に自然破壊反対運動が盛り上がり、現場の鉢伏や氷ノ山で
1000 人規模の大反対集会が何度も開かれ、私たちも参加しました。県庁へ出向いての交渉にも行きま
した。10 年以上続いたこの運動が実を結び、計画路線は大幅に変更され、現在の位置に下りました。
野鳥の会はその後順調に発展し、2003 年松本茂氏の後、会長を引き継ぎ、2013 年には 30 周年記念
誌を出版し、現在は池口和三会長の下、会員 59 名で活動を続けています。
30 年位前から春の扇ノ山の麓菅原で一泊探鳥会を続けています。昔は夜明け前、宿から少し登っ
たところにある原生林の谷間から湧き出すように鳥の声が響き渡りましたが、今は見た目では変わらな
いその林から聞こえる声は少なく、寂しくなりました。原因は越冬地の東南アジアの自然林の減少と、渡
りの途中の休息地の悪化で、渡り鳥が少なくなったのではないでしょうか。また、登山口まで続いている
約 9ｋｍの林道が 10 数年前に舗装されて、車の交通量が激増し、排気ガスも増したからでしょうか。以
前は道の両側にヤマブドウが鈴なりに実り、採ってきてそのまま壺に入れてつぶすと自然発酵してとて
6
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も美味しいぶどう酒ができました。道が舗装されてから実が付かなくなり、木も少なくなりました。
まだ開発の進んでいなかった山野には多くの種類の多数の鳥がどこにでもいました。城崎温泉の町の
中でもキビタキ（背中が黒くて白斑があり腹が黄色の姿も声もきれいな小鳥）の声が聞
こえ、裏山へ登れば姿をよく見ることができました。今は少なくなったし、声も聞かれな
くなった。もっとも当時は若くて、目も耳もよかったですしね。

■■天 皇行幸■■
昭和 43 年、昭和天皇の行幸がありました。当時まだコウノトリが野外にいて、城崎町菊屋島付近の
田んぼにエサを採りに来ていました。今は埋め立てられ葦原になっていますが、１００ha はある広い田ん
ぼが円山川下流域に広がっていました。竹野に行かれる天皇に、付近を通られるときコウノトリを見て貰
ったら、と考え、天皇への説明のため来豊していた小林桂助氏に進言
し、当日田んぼへ行って待っていましたがその日、コウノトリは来ませ
んでした。後で考えると、秒刻みのスケジュールの中で突然車を止め
てコウノトリを見てもらうなんて、どだい無理だったかもとちょっと可笑し
かったです。

■■コウノトリ■■
野外のコウノトリがすべて保護されて野上の増殖センターへ移されて、1、2 年の間市に時々コウノトリ
の目撃情報が寄せられた。市の要請で現場へ確認に行ったが大抵の場合アオサギと間違えたもので、
コウノトリがいたことはなかった。コウノトリを見たこともない人ばかりだったから無理もなかった。
現在豊岡でコウノトリが放鳥されてから順調に増え続けていることは大変喜ばしいことですが、生息
地、採餌場が激減している現在、豊岡周辺でコウノトリたちが生き続けるためには湿地や自然な水辺を
増やすことはもちろん、えさの少ない冬場には給餌等、人間の助けはよいことだと思います。
※早川さんのお話はどれも貴重でもっともっとお聞きしたいものでした。続編を近いうちに出すことがで
きればと考えています。 編集部

ハチゴロウの戸島湿地便り (８月～12 月編)
戸島湿地管理棟 森 薫

■■ Ｊ0195♂は・・・
7 月 24 日に長浜市で確認されて以降、10 月 20 日まで長浜市の皆
さんに『戸島君』と呼ばれ親しまれていましたが、23 日には加古川市ま
で移動し、30 日には鳴門市で確認されました。（コウノトリ市民科学参
照）その後は行方不明となっており、安否が気にかかります。
巣立つ前から、よく羽繕いをしているのが特徴で、親鳥の羽繕いまで
していましたが、長浜では全身泥だらけになっていて、随分逞しくなっ
たものだと思っています。
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■■ 戸島ペアは
湿地に生きものが増えてきているようで、湿地で過ごす時間が多くなっています。そのため、湿地内
を区分けして番号を付けて採餌している状態をエクセルで記録し、季節ごとに集計して、採餌している
地点の生きものを調べてみようと計画しているところです。
8 月～12 月の 4 か月（観察日 126 日）の内 48 日は、独身のメスのコウノトリが飛来してきていて（Ｊ
0103、Ｊ0102、Ｊ0123，Ｊ0124、Ｊ0043、Ｊ0010、Ｊ0184）そのたびに、Ｊ0294 が追い払っています。今のところ
は若いメスよりＪ0294 の方が力関係は上位に見えます。
12 月 10 日には、Ｊ0103 が汽水域に降りているところにＪ0391 が降りましたが、追い払うことなくＪ0103
の堂々たる姿勢にたじろいでいるように見えました。人の在り様にも似ていて面白いです。管理棟に動
画がありますので興味のある方はぜひ見に来てください。
戸島ペアは若いメスが飛来すると交尾行動をして、仲の良さをアピールします。そんな時交尾後Ｊ
0294 は尾羽を動かしませんが、１月～2 月の交尾後は尾羽をプルプル震わせます。Ｊ0391 もつられて？
プルプルするときがあるのですよ。Ｊ0391 が帰巣しＪ0294 が続いて帰巣したときには３分以内に交尾をし
ます。他のペアはどんなでしょうね。

■■ 10 月 21 日、ハチゴロウの戸島湿地まつりを開催しました。
恒例のバザーをはじめ、晴天にも恵まれて地域の皆さんのご協力のもとで盛会に開催することができ
ました。恒例の講演会は、森津こうのとりファームの成田市雄さんに『私が行っている無農薬農業』と題
したお話をしていただきしました。但馬茅葺の三木さんに藁葺き小屋、川中さんのペレット窯で焼くピザ
の実演、猫砂の販売など、近大付属豊岡高校『鸛部』の皆さんも参加してくださり、若い世代が頑張っ
てまつりを盛り上げてくださいました。

■■ 環境学習では
城崎・豊岡・八条・田鶴野・神美・岩美西小学校、奈良学園高等学校等の 501 名の皆さんと、コウノト
リについて学び、それぞれが質問をたくさんされました。高校生によるラムサールエリアの生きもの調査
や豊岡総合高校インターアクトクラブ、クラーク記念国際高等学校の皆さんは湿地作業等をしてくださり
助かっています。

■■ 湿地には
今年も川嶋建設、兵庫県損害保険代理業協会、トヨタ部品共販株式
会社等の 140 名の皆さんが湿地作業に来てくださいました。家族総出で
参加くださった方も増え、お子様の成長がよくわかりこうした活動を広げ
ていきたいと思っています。
見試し工事では、観察棟の前から西の水路まで重機や軽トラが入れ
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るようにしました。湿地作業をし易いようにすることと、湿地内に高低をつけて生きもの層を増やすこと、
汽水域の法面沿いを掘り潮位が下がった時には、コウノトリが餌を採りやすいようにするたことが目的で
す。今年明けから、戸島ペアは西公開ケージに依存しないようになり湿地で過ごす時間が長くなってい
ます。このことは、湿地作業の賜物で湿地の状態がよくなり、生きものが多くなったためと思われます。さ
らに、作業をし易くしコウノトリの餌場としての湿地管理の方法を探っていきたいと作業を進めています。
外来種駆除も順調に進んでいます。

■■ あおいほけん（甲南アソシエイツ株式会社）より寄付金をいただきました
社長の岡本さんは、兵庫県損害保険代理業協会の皆さんと年 2 回、戸島湿地に作業に来てくださ
っています。今まで 3 年間の支援金は久美浜町市場人工巣塔の巣台と高砂市人工巣塔の巣台を『あ
おいほけん』の支援金で作らせていただきました。久美浜も高砂にもお越しいただき、巣塔を見てくださ
いました。自然災害が多発するなかで、損害保険を取り扱う企業として、少しでもリスクを減らしたいと水
辺つくりや環境保護活動に取り組んでおられます。今年も有意義に使わせていただきたいと考えている
ところです。

■■ 7 月 1 日に公開されたコウノトリ市民科学は６か月が経ちました
現在調査員は約 200 名件の 4,451 件のデータが入っています。（12 月 31 日）公開時の豊岡
から始め、鳴門、越前、雲南、京丹後、野田、鴻巣で勉強会を重ねてきました。公開以前より観察
者のマナーやデータの入力の仕方、位置情報の公開についてなど、お問い合わせくださる方やご
意見には親身になって応対しています。事務局として力不足のこともありますが、長い目で見てい
ただければ幸いです。
一番多いご意見は「地域検索ができるようにしてほしい」と言われる
方が多くおられます。お願いばかりでは・・・と、せめてデータが 5,000
件以上（2018 年 7 月以降）集まってからお願いしたいと考えているとこ
ろです。手間のいることですが、誰でもが活用できるコウノトリ市民科学
の意味を分かり合い、仲間に連なっていただけると嬉しいです。皆さん
よろしくお願いいたします。

編集後記
「自宅は 2 階まで浸水し住めなくなったけれど、田んぼは水を抜いてもらったら使えるようになり、そこ
へコウノトリ（Ｊ018７♀豊岡市百合地人工巣塔生まれ）が降りてくれて、父が元気を取り戻しました。嬉し
くて」と、倉敷市真備町の方から管理棟にお電話をいただき涙した 8 月 16 日。その声が今も耳に残っ
ている。その後Ｊ0187 は長崎県諫早で確認され（9 月 24 日～）西日本新聞社から取材を受けた。韓国
からは勇敢なアイク君（Ａ29）が（11 月 19 日）潜伏キリシタンの町長崎県五島市福江島に飛んできてく
れた。新しい年も、コウノトリたちはたくさんの出会いと物語を運んでくれると思う。（森）
昨年はぼんやりと過ごしてしまったという気がする。貴重な 1 年なのに。気を取り直して、今年は本当
に自分がやりたいことを見つけようと思う。いくつになっても遅くない？（宮村）
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