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7月27日第2回ＷＧ

■ 各WGにおける検討内容

○取り扱う内容
環境教育の促進
ブランド化
観光交流の促進
普及啓発活動 など

○メンバー
伊藤委員、市東委員、
萩委員、増田委員

○取り扱う内容
利活用施設の設置
普及啓発看板の設置など

○メンバー
金澤委員、黒田委員、
駒谷委員、野々川委員、
東山委員

◆地域づくり専門部会委員と現地見学を実施したほか、地域づくり専門部会ワーキ
ングを2回開催し、 「PR・普及啓発WG」と「舞鶴遊水地現地関連WG」を設置。
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地域づくり専門部会における取組の進捗状況 資料1

日 付 内 容

平
成
29
年

5月9日 現地見学会 1回目

6月19日 現地見学会 2回目

7月20日 第1回 WG

7月27日 第2回 WG

8月25日 第1回現地WG

9月11日 第2回現地WG

9月14日 第1回普及WG

10月2日 第2回普及WG

10月23日 第3回普及WG

11月18日
バードセーバー
作りのイベント

11月21日 第3回現地WG

平
成
30
年

1月15日 第4回普及WG

1月18日 第4回現地WG

PR・普及啓発ＷＧ

■ 実施結果

5月9日現地見学

■ 開催の様子

舞鶴遊水地現地関連ＷＧ



■ 各WGにおける検討事項と取組結果

【今年度の検討事項】
○プロモーションビデオとQRコード付きステッカーの

連動によるPR

○タンチョウをシンボルとした商品の企画

○子どもを対象とした環境教育イベント

○舞鶴遊水地でのスノーアート

【今年度の取組結果】
■実 施
・環境教育イベント（バードセーバー作り）の開催

（11月18日）
・舞鶴遊水地でのスノーアート（2月24日開催予定）
・タンチョウソフト販売に向け、町内のソフトクリー

ム販売店等へヒアリングを実施

■検討中
・取組のＰＲ、マナーの普及啓発のための動画製作
・タンチョウも住めるまちづくりや舞鶴遊水地を紹介

するパンフレットの作成

【今年度の検討事項】
○利活用拠点施設における取組のＰＲ、マナーの

普及啓発のためのパネル設置

○利活用拠点施設の利活用（環境教育イベント等）

○舞鶴遊水地の目指すべき姿
・マナー普及啓発のための看板設置
・立ち入りを制限する柵、ロープ等の設置
・サイクリングロードの整備（舗装）

【今年度の取組結果】
■実 施
・利活用拠点施設へのパネル設置、名称「舞鶴遊

水地観察小屋（仮）」の決定
・春の渡り鳥の観察イベント（3月17日開催予定）

■検討中
・マナーの普及啓発等を目的とした舞鶴遊水地へ

の看板設置
・環境教育イベント（舞鶴遊水地におけるヨシの

植栽イベント）

◆「PR・普及啓発WG」と「舞鶴遊水地現地関連WG」を各4回開催。それぞれ今年度の
検討事項を協議し、ＷＧごとに具体的な取組を検討。

PR・普及啓発ＷＧ
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舞鶴遊水地現地関連ＷＧ

地域づくり専門部会ワーキンググループでの検討



自然観察

◆10月6日舞鶴遊水地に利活用拠点施設を仮設
※名称は、現地ＷＧにおいて「舞鶴遊水地観察小屋（仮）」と決定され、今後の設置状況に応じて、再度正式な名称を検討予定

交流促進

情報発信

◆舞鶴遊水地観察小屋（仮）は次の3つの主要機能を有する

約30m2の空間を、前面の広場と合わ
せて活用可能

遊水地に面して広い窓面を確保

タンチョウも住めるまちづくりの取組のＰＲ、マナーの普及啓発のためのパネルを設置

〈社会実験の実施項目〉
施設の有用性を確認するとともに、利用実態（潜在的ニーズ）、施設の仕様、備えるべき機能、利活用（賑わいづくり）方策、管理運営体制等を検証し、本設へ向けた課
題等を整理する。設置期間は10月から3月を予定（経過を見て延長を検討）。

11/18の環境教育
イベントにも活用

【設置場所】

【外観】

観察ノートやイス、机等を設置

設置状況

3

舞鶴遊水地の利活用を推進する拠点施設を仮設
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来訪者の居住地

○利用者調査
調査実施期間：１０月１２日～２月１９日 ※継続中
回 答 数：１０５件 ／ 来 訪 者 数 ：２３７名（大人２２８名、子供９名）

来訪者は札幌在住、
ついで千歳市や長沼町
内在住の方が多い。道
外7%は茨城県・大阪
府・兵庫県などからの
来訪者 遊水地のリピーター率は約6割 主目的はバードウォッチング
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（人）

※複数回答

○来訪者アンケート
調査実施期間：１０月２０日～２月１９日 ※継続中
回 答 数：２７件

施設の使いやすさや雰囲気 パネルの分かりやすさ 次回以降の利用について ○施設に用意してもらいたいもの
アンケート27件のうち、最も多い回
答はトイレ（19件）、次いで暖房
（4件）、双眼鏡（3件）、展望施設
（3件）となった。

○年代
年代については、回答者の年代では
なく、一緒に来た来訪者人数を含め
て回答を求めた。
その結果、60代が最も多く25名、次
いで大学生21名となった。ただし、
大学生については18名の団体利用が
あったため、人数が多くなったと考
えられる。

利用者調査及び来訪者アンケート結果（途中経過報告）
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◆タンチョウも住めるまちづくりの取組の普及啓発を目的に、タンチョウをシンボルとして、
一定のルールを満たしたものを「タンチョウ○○」として販売する企画を検討。町外からの
来訪者も気軽に食べられるという点からタンチョウソフトを企画。

5

タンチョウソフトの条件

１．名前は「タンチョウソフト」とする

２．タンチョウを表す「赤」「白」「黒」を入れる

３． 赤・白・黒のうち、いずれか1つ以上は長沼町でとれる・つくられるものを使用

○参考：他地域での事例

・丹頂ソフト（釧路湿原展望台）
頭に地元産の丹頂いちご、横にウエ
ハースの羽をつけてタンチョウに見立
てたソフトクリーム

・丹頂ソフトクリーム（阿寒町）
丹頂をイメージした釧路産パプリカ
ジャムを使い、タンチョウに見立てた
ソフトクリーム

○ 実施状況

資料を持参し、町内のソフトクリーム販売店舗（10件）へ
説明及び協力依頼を実施。

参加にあたってのメリット・役
場からの支援等を記載。
また、上記3つの条件を満たせば、
創意工夫はお任せすることなど
も記載。

タンチョウのことを知ってもら
うために、概要を説明

タンチョウをシンボルとした商品の企画



②秋に舞鶴遊水地にやってくる水鳥
の観察

【開催概要】
日 時 平成２９年１１月１８日（土）９：００～１０：００
主 催 タンチョウも住めるまちづくり検討協議会 地域づくり専門部会
参加者 子ども１４名、保護者５名、一般１名
運 営 地域づくり専門部会４名、長沼町３名

【実施内容】

①バードセーバーづくり

舞鶴遊水地に飛来した渡り鳥（オオハク
チョウ、コハクチョウ、マガモなど）を紹
介し、オオハクチョウとコハクチョウの見
分け方などを説明。
また、双眼鏡や望遠鏡を使って、子供たち
が渡り鳥の観察を実施。

順番に双眼鏡や望遠鏡を
のぞき込む子どもたち

施設から鳥を探す子どもたち

写真左）ガラス面に貼り付けた
バードセーバー

写真下）完成したバードセーバー
と子どもたち

ガラスに小鳥が衝突して
しまうバードストライク
の問題とその対策（猛禽
類のシルエットをガラス
面に貼り付ける）を説明
し、バードセーバーづく
りを実施。

バードセーバーの
台紙（チュウヒ）

子どもたちは、チュウヒとチゴハヤブサを模した台紙から好
きな方を選んで好きな色に塗り、バードセーバーを作成。

6

長沼タンチョウレンジャー 緊急出動～小鳥たちを守るために、バードセーバーをつくろう！～



舞鶴遊水地におけるスノーアート
（プレイベント）

春の渡り鳥観察イベント

【開催概要】
日 時：平成30年2月24日（土） 9:00～12:00

趣 旨：「タンチョウも住めるまちづくり」の普及啓発
を目的に、タンチョウをテーマとしたイラス
トと文字を舞鶴遊水地に描く。
来年度のイベント実施に向け、スノーアートの
作り方やイベントの進行・安全性の確認等を
行うために、主に地域づくり専門部会委員が
参加するプレイベントと位置付け実施。

内 容：舞鶴遊水地の南側法面にスノーアートを作成。

【開催概要】
日 時：平成30年3月17日（土） 9:00～10:00

趣 旨：春の渡り鳥の観察を通して、鳥類を観察する際
のマナーや渡り鳥のくらしを学び、舞鶴遊水地
がタンチョウ以外の様々な鳥たちにとって、重
要な場所ということに気付くことを目的にイベ
ントを開催

対 象：町内の小学生と保護者

法面用イラスト イメージ：春の渡り鳥の様子（平成29年3月）

内 容：■説明
・舞鶴遊水地の役割-水害の多かった長沼町-
・渡り鳥は、どこからやってくるの？
・生きものを観察するときに気をつけたいこと

■観察
・舞鶴遊水地にやってきた渡り鳥を観察しよう！

7

今年度開催予定のイベント



舞鶴遊水地に看板を設置 長沼高校 出前授業
（6/22：室内,6/26：現地,1/25：発表会）

観察マナーの啓
発を目的に、周
囲堤など9か所
に看板を設置。

3年生56名が生物の授業の一環
で、舞鶴遊水地やタンチョウに
ついて学びました。

めざせ！長沼タンチョウレ
ンジャーの開催(8/27)

兵庫県豊岡市 視察
（6/28～6/30）

長沼町内の子供12名、保護者7名
と一緒に、タンチョウの生態や付
き合い方などを学びました。
終了後、参加者は長沼タンチョウ
レンジャーに認定されました。

町長、ながぬま農業協同組合長、
ながぬま土地改良区理事長が兵
庫県豊岡市の取り組むコウノト
リも住めるまちづくりを視察。

各主体における取組状況

1

営巣環境構築に向けた現地
踏査（7/19）

タンチョウの営巣環境構築に向
け、地内の環境を確認。

資料2

生息環境専門部会の開催
（10/3）

タンチョウの生息環境構築に向け、
微高地の造成やアライグマ対策など
を議題に、検討を実施。



2

第6回長沼町タンチョウとの
共生検討会議（12/11）

タンチョウ飛来状況、タンチョ
ウも住めるまちづくり検討協議
会及び各専門部会の検討内容等
について報告、意見交換を実施。

秋まき小麦の擬似食害調査

舞鶴遊水地内の営巣環境構築
（2/6）

擬似的な食害を起こした区画と
慣行区を比較し、疑似食害が起
こす影響を調査。今後も引き続
き、調査を実施予定。（舞鶴遊水
地にタンチョウを呼び戻す会が実施）

タンチョウの営巣環境の構築を
目的として、抱卵期等に水面に
浸からない微高地を造成。

アライグマ防除セミナー
（2/21）

アライグマを地域一体となって
効果的に防除するため、町内の
農業者を対象としたセミナーを
開催。

広報ながぬまでの連載

長沼町の広報誌において「タン
チョウ博士のお話」と題して、
正富先生が子どもたちからの質
問に答えるコーナーを平成29年3
月～平成30年3月まで連載。

各主体における取組状況



期 間：平成29年6月28日（火）～30日（金）
参加者：長沼町 戸川町長、ながぬま農業協同組合 成田組合長、ながぬま土地改良区 菊地理事長など全11名

◆平成29年6月に長沼町、JAながぬま、ながぬま土地改良区、札幌開発建設部などが豊岡市
の取り組む「コウノトリ育む農法」の圃場、カントリーエレベーター（乾燥・貯蔵・調
整・出荷までを一貫して行う施設）、ハチゴロウの戸島湿地の観察施設などの視察を実施。

圃場（水田魚道、マルチトープ等） ハチゴロウの戸島湿地 観察
棟

野生生物から人が見えないよ
うに配慮された観察棟。

水田魚道マルチトープ

JAたじま組合長 表敬訪問

JAたじまでは、多様なブランドを展
開。平成27年に小ロットで管理でき
るカントリーエレベーターを新設

水田には、取り組む農法が一目でわかる
ような旗を設置。また、生き物の逃げ場
となるマルチトープ（江）、水路と水田
を魚が行き来できるよう水田魚道を設置
している水田もある

コウノトリ育むお米

コウノトリ育む
農法で作られた
大豆を使用した
豆腐と醤油

3

兵庫県豊岡市への先進地視察（コウノトリも住めるまちづくりの取組）



【開催概要】
日 時 平成29年8月27日（日）9：00～11：30
主 催 環境省北海道地方環境事務所、北海道開発局札幌開発建設部、長沼町
共 催 タンチョウも住めるまちづくり検討協議会
後 援 長沼町教育委員会
参加者 子ども12名、保護者7名、一般5名

① タンチョウレンジャーの心得（室内）
タンチョウの行動から気持ちを考えるクイズを出題
し、タンチョウが警戒したり、怒っているときは近
づかいことを確認しました。

「今は全問正解じゃなくても問題ありません！
クイズが終わったら、タンチョウの気持ちが
分かるタンチョウレンジャーになってね」

② 舞鶴遊水地のパトロール（舞鶴遊水地）
子どもたちは虫取り網を持って、コオイムシや
アキアカネなどの生きものを捕まえました。

③ 長沼タンチョウレンジャーの認定
北海道地方環境事務所より、子ども達に長沼
タンチョウレンジャー認定証を授与しました。

【実施内容】釧路からタンチョウコミュニティの代表音成氏を講師に迎え、参加者とタンチョウ

との付き合い方を学びました。

「かわいー！」「羽がふわ
ふわ」とタンチョウの剥製
に大興奮

講師の音成氏

4



生息環境専門部会の開催概要
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■開催日時：平成29年12月11日（月） 14：00～15：30
■実施場所：長沼町役場 3階第1・2・3会議室
■参加機関：委員15名,アドバイザー6名,随行者3名,長沼町6名

前回の検討会議（H28.2.22）以降のタンチョウ飛来状況、タンチョウも住めるまちづくり検討協議会及び各専門
部会の検討内容について報告し、意見交換を行いました。

開会挨拶（長沼町 戸川町長）
○10月の生息環境専門部会において検討された微高地の造

成やアライグマ対策など、前回の共生検討会議以降の
議論や取組状況を皆様にご報告する。

○今後タンチョウとの共生を進めるうえでの助言やお知恵
を、皆様からいただきたい。

質疑応答・意見交換

【タンチョウの飛来について】
・北長沼などに飛来した2羽については雄と雌で、むかわ町で生ま
れた姉と弟と推測されるため、繁殖に至るかは疑問。

・毎年、12月5日にタンチョウの越冬分布調査が行われているが、
調査日近辺に道央で確認されたのは今回が初めて。

【遊水地内の営巣環境構築（微高地の造成）について】
・植栽を行う予定の3箇所については、造成面積を大きくするのか。

⇒造成面積は、植栽を予定している3箇所を含めて全て同じ。

【アライグマ対策】
・2月に開催予定のセミナーにおいて、CPUEと生息数、農
作物被害の関係や、アライグマ対策における犬の活用に
ついて、話題提供をしてもらうといい。

【地域づくり専門部会等の取組状況】
・地域づくり専門部会においては、長沼町の水害の歴史や
治水といったことを常に念頭に置いて、議論してもらう
ことを要望する。

・利活用拠点施設については、来年３月以降の設置につい
ても検討してもらいたい。

【舞鶴遊水地の環境保全と利用のガイドライン】
・ガイドラインは、各地域における様々な知見を参考に作
成。

【秋まき小麦の擬似食害調査】
・疑似食害調査について、来年度以降も継続予定。

会議の様子

A

B CD

E 9号川
源頭部

10m

植生が密 早春期に
水鳥が多
く利用

左図：微高地造成候補エリア
上図：微高地形状イメージ

第６回長沼町タンチョウとの共生検討会議の開催概要

6



◆今年の春には微高地上にヨシを植栽する予定。

舞鶴遊水地内の営巣環境構築

◆生息環境専門部会では、タンチョウの営巣環境の構築を目的として、抱卵期等に水面に
浸からない微高地を検討。平成30年2月上旬に、札幌開建により微高地が造成された。

10m10m

10m10m

ヨシ植栽ヨシ植栽

10m

18m
0.8m 1 ： 5

想定最高水位　5.0m

4.1m初期湛水地標高

EL＝4.9m
平水位　4.3m

5m 5m

16m
0.6m 1 ： 5EL＝4.7m EL＝4.3m

想定最高水位　5.0m

4.1m初期湛水地標高

平水位　4.3m0.2m

10m

14m
0.4m 1 ： 5

EL＝4.5m 想定最高水位　5.0m

4.1m初期湛水地標高

平水位　4.3m

微高地平面図微高地断面図

No.5

No.2 No.3
No.1

No.4

造成箇所（５箇所）
TYPE①

（TYPE
③） （TYPE③）

（TYPE①） （TYPE①）

（TYPE
②）

○正富先生
・微高地の表面は凹凸があった方が

良い。
・現在生息していないところへツル

を呼んで繁殖させようという試み
はおそらく初めて。

・No.1の微高地は高い所と低い所が
作られており、水位が上昇した際
にタンチョウが高い所へ避難する
ような使い方が想定される。

○矢部先生
・シルト質が優占しておりヨシの生

育には問題ない。

TYPE②

TYPE③

造成した微高地 No.1（TYPE③） 学識経験者による微高地造成指導の様子
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ロゴマークの作成

趣旨：普及啓発及び取組に対する親しみを醸成するた
め、取組を象徴するロゴマークを作成。

1.検討事項
・ロゴマークの選考方法

公募実施の有無
選定にあたっての町民による投票の有無

・ロゴマークの使用ルール

2.先進地の事例

○徳島県鳴門市
認証した農作物に使用

○兵庫県豊岡市
名刺や封筒など様々なものに使用

ロゴ

マーク

○新潟県佐渡市
認証米「朱鷺と暮らす
郷づくり」に使用

ヨシの植栽イベント 現地ＷＧ

趣旨：タンチョウの生態（巣作り、子育て）等を学ぶ
ため、遊水地内につくられた微高地に、タン
チョウの巣の材料となるヨシを植栽するイベン
トを実施。

1.検討事項
・実施時期は4～５月を想定
・長沼町内の小学生及び保護者を対象としたイベン
トとして実施

2.イベント内容（案）
■説明「タンチョウの子育て」
・タンチョウが子育てを行う時期や場所を説明
・舞鶴遊水地につくられた微高地の役割とタンチョ
ウの営巣に向けてヨシが不足していることを説明

■体験「タンチョウが子育てする場所をつくろう」
・ヨシの植栽方法を説明
・地内に降りて、ヨシを

決められた場所に植栽

成長したヨシ

天端は整地しないで凹凸を残す。

斜面はヒナが歩きや
すいように出来る限
り緩やかにする。

造成した微高地上に
は、タンチョウの営
巣の巣材となるヨシ
を植栽

約10m

微高地造成のイメージ（断面図）

普及ＷＧ

提供：豊岡市 提供：豊岡市

提供：佐渡市

地域づくり専門部会の来年度の行動計画（案） 資料3

1提供：鳴門市農林水産課



舞鶴遊水地に看板設置

地域づくり専門部会の来年度の行動計画（案）

長沼町と鶴居村の子ども
交流イベント

趣旨：取組の普及啓発及び子どもたちが地域づくり活
動を考えるきっかけをつくることを目的に、
長沼町と鶴居村の子ども（小学生）を対象と
した、交流活動を実施。

1.実施時期（案）
７月下旬から９月初旬：長沼町での交流活動
10月下旬から11月：鶴居村での交流活動

2.検討事項
長沼町での交流活動の内容
（案）・タンチョウも住めるまちづくりの学習

・水害の歴史と舞鶴遊水地の役割の学習
・舞鶴遊水地での生きもの探し
・町民を対象とした成果発表会の開催

長沼町での活動イメージ
「めざせ！長沼タンチョウレンジャー(H29年8月27日)」より

普及ＷＧ 現地ＷＧ

趣旨：マナーの普及啓発や舞鶴遊水地の生きものを紹
介するための看板を設置。

1.現状
舞鶴遊水地に９か所、暫定的に看板を設置。

2.委員からの意見
・今後、外国人観光客が来ることも考えられるの
で、看板はイラスト主体とする。

・禁止事項の看板ばかりだと、読んでもらえな
い。生きものを紹介する看板も設置。

・遊水地の入口には、大きな看板を設置し、周囲
に生きもの紹介や注意を促す看板を設置。

3.来年度の取組
看板の内容を検討（主に伝え方やレイアウトにつ
いて意見をもらう）

現在設置されている看板
引用元：http://www.aroundaboutcars.com/blog/bontebok-national-park/

参考事例：南アフリカの国立公園

2



舞鶴遊水地観察小屋（仮）の活用PR・普及啓発用の動画製作

趣旨：取組のＰＲやマナーの普及啓発を目的とした動
画を製作。

1.現状
素材集め（関連する動画・写真の撮影）を実施

2.委員からの意見
・ＰＲ用に短いもの、環境学習のための教材用に長
いものなど使い分けをする。

・動画は鳥→遊水地→長沼町→北海道といった順番
で映像を見せると、長沼町や舞鶴遊水地の場所が
分かりやすい。

・タンチョウ目線の動画でもおもしろい。

3.来年度の取組
・引き続き、動画や写真等の素材集めを実施
・動画のストーリーなどを検討

舞鶴遊水地に飛来した
タンチョウ

地域づくり専門部会の来年度の行動計画（案）

3

普及ＷＧ 現地ＷＧ

Google mapより

長沼町

舞鶴遊水地

趣旨：自然観察、交流促進、情報発信を目的に仮設し
た施設について、（今後の設置状況に応じて）
利活用方法などソフト面の改善を図る。

1.現状
平成29年10月6日～平成30年3月末まで仮設

2.来年度の取組
・平成29年度に実施したアンケートを鑑みた改善
・施設の名称の再検討
・イベント等での活用

3.イベント等での感想
・子どもたちを対象としたイベントの際には、風を

しのぎ説明ができるのでいい。
・トイレや電気、暖房がないのは不便。

現在仮設されている施設

団体による利用



舞鶴遊水地におけるスノーアートタンチョウソフト

趣旨：取組の普及啓発を目的にタンチョウをテーマと
したイラストを舞鶴遊水地に描く。

1.現状
平成３０年２月２４日に、スノーアートの作り方や
イベントの進行・安全性の確認を行うため、地域づ
くり専門部会によるプレイベントを開催。

2.検討事項
プレイベント実施後に課題を確認。来年度実施にあ
たっての改善事項を検討。

3.来年度の取組
・来年度の絵柄はロゴマーク（後述）を使用
・主に小学生を対象として、イベントを実施

趣旨：取組の普及啓発を目的に、タンチョウをシンボ
ルとした「タンチョウソフト」の販売に向けた
検討・ヒアリングを実施。

1.現状
長沼町内のソフトクリーム販売店に個別でヒアリン
グを実施。普及ＷＧで決めたルールにのっとったタ
ンチョウソフトの販売が可能か、各店舗にて検討中。

2.検討事項
ヒアリングでの意見に対する対応

・「長沼町のものを使う」という条件が難しい。
・黒はチョコレートパウダーをかけるくらいしか思いつ

かない。
・自由度が高く、かえって難しい。

3.来年度の取組
夏ごろに再度、ヒアリングを実施し、意向を確認。

地域づくり専門部会の来年度の行動計画（案）

普及ＷＧ 普及ＷＧ

南側法面

平成２９年度プレイベント実施場所
4

タンチョウソフトの条件
１．名前は「タンチョウソフト」とする
２．タンチョウを表す「赤」「白」「黒」を入れる
３．「赤」「白」「黒」のうち、いずれか1つ以上は

長沼町でとれる・つくられるものを使用



出前講座、地内環境学習、イベントの実施
鶴居村との交流
ロゴマークの作成
先進事例の視察
町HP、広報誌、パンフレット、SNS、YouTube等を活用した取組みの普及啓発
地内に飛来したタンチョウ等の様子をリアルタイムで画像配信 等

■中長期的な取組

■短期的な取組

タンチョウをシンボルとした商品開発（アート作品、お菓子づくり、安全安心な農産物）
 「ながぬまLOVE増員計画（仮称）」の企画・始動
町の歴史・自然などを伝える地域住民ガイドの養成
 「長沼町タンチョウ応援大使（仮称）」の就任企画検討
周遊観光ルートの開発、舞鶴遊水地マップの作成、フットパス 等

 札幌、新千歳空港に近い
 交通の要所にある道の駅マオイの丘公園
 道内有数の農業地帯
 グリーンツーリズム特区
 石狩平野を一望する景観
 タンチョウも来るほど豊かな自然環境
 元気な高齢者、中間層、子ども達

＜現 状＞

環境教育の促進 ～子ども達が地元を誇りに思う～

住民参加の促進 ～一人一人の住民が活躍する～

地域資源の活用 ～地元で良い物を作り、

高く買ってもらう～

観光交流の促進 ～来てもらう・知ってもらう～

地域資源情報のとりまとめ・共有
～地域の資源・財産を次の世代につなげる～

＜目 標（案）＞

■地域づくりにおける現状と目標（案）

※代表事例のみを記載。記載事項以外にも
取組める案件から随時実施

※代表事例のみを記載。記載事項以外にも
取組める案件から随時実施

赤字：変更または追加事項

地域づくり専門部会の取組方針（改訂案） 資料4



平成28年度第三回検討
協議会資料（3/6）に加筆

平成28年度 平成29-31年度 平成32年度
（目標年次）

検討体制 取組方針 平成28年度 平成29-31年度
平成32年度

（目標年次）

生息環境
専門部会
＜2/17＞

舞鶴遊水地を
軸としたタン
チョウの生息
環境構築及び
社会ルールの
定着

地域づくり
専門部会
＜2/2＞

タンチョウを
シンボルとし
た農産業、観
光施策、住民
参加の促進

【目的】 整備後の舞鶴遊水地の利活用を通じた、舞鶴遊水地及び周辺地域における「タンチョウも住めるまち」の実現 【計画期間】 平成28年度（2016年度）から平成32年度（2020年度）まで
【将来像】 長沼町全域における「タンチョウも住めるまち」の実現

■タンチョウも住めるまちづくり検討協議会 （事務局：札幌開発建設部、長沼町／運営補助：日本生態系協会）

〔協議会は年１回、専門部会は年1回程度（別途WG）開催〕〔第1回〕 9/6 〔第2回〕 12/15 〔第3回〕 3/6

■ タンチョウも住めるまちづくりの取組方針（案）

対流促進型の
地域形成

地域経済の
活性化

タンチョウも住める
まちづくりの推進

≪環境教育・住民参加≫

先進事例の視察

『タンチョウも住めるまち』のあり方検討

検討体制の構築

〔現地視察会〕10/7

タンチョウの
営巣

タンチョウの生息に伴う社会的影響の評価と対策の検討実施

舞鶴遊水地の環境保全と利用のガイドライン（仮称）の策定

地域の環境保全を主導するリーダーの育成

≪生息環境の構築≫

≪社会ルールの定着≫

出前授業、地内環境学習・イベントの実施

採食環境調査（遊水地内の採食資源量の把握）

営巣環境の評価 営巣に資する地内の環境整備

越冬可能環境調査

協議会設立

取組方針（案）の提示 方針策定

モニタリング調査の実施

新たな課題等の検討

専門部会での検討結果報告

（部会の検討状況に併せ適宜）検討方針の改定・変更

連携

アライグマ対策の実施

≪農産業・観光・情報発信≫

タンチョウをシンボルとした商品開発（アート作品、お菓子づくり、安全安心な農産物）

町HP等を活用した普及啓発活動

リアルタイム画像発信 「長沼町タンチョウ応援大使（仮称）」の就任、企画検討

※代表事例のみを記載。記載事項以外にも取組める案件から随時実施

周遊観光ルートの開発、舞鶴遊水地マップの作成

赤枠：実施、 赤点枠：継続実施 or 実施中 赤字：新規追加

「長沼LOVE増員計画（仮称）」の企画・始動

町の歴史・自然などを伝える地域住民ガイドの養成

鶴居村との交流

ロゴマークの作成

『取組方針（改定案）』に沿った検討状況（Ｈ30年2月時点） 資料5



環境保全と利用のガイドライン（案）について

地域の豊かな自然環境保全を第一に、地域住民や来訪者（写真愛好家、バードウォッチャー、
自然観察者など）らに基本的な考え方や具体的なルール・マナーを示す。協議会が目指すタン
チョウなどの野生生物とのより良い共生関係構築のため、生息環境専門部会で作成。

資料6

【豊かな自然環境の構築と保全】

・タンチョウをシンボルに、自然環境
の重要性や価値を皆で理解して大
切に守る

【ワイズユース】

・自然資本を分かち合い、幅広い取り
組みに活用し、守りながら次世代へ
継承する

【ルールやマナーを守る】
・自然環境を利活用していくための
ルールやマナーを普及し、皆で尊重
する

※引き続き基本的な考え方の定着、円滑に利活用が進む社会環境構築のため、一般向けのリーフレット作成などを実施する。

基本理念

ガイドライン事項（目次）

■自然環境の保全
○自然との適度な距離について
○生物の持ち込みについて
○生物の採集（捕獲）について

■自然観察・散策
○自然観察について
○写真撮影について
○踏込、立ち入りについて
○生態系に関する情報の取り扱いについて
○その他、一般的な事項について

■野生生物との付き合い方
○餌やりについて
○距離の取り方について
○ペットとの違いについて

○けがをした・様子がおかしい生物を見つけ
たときは

○希少な野生動植物を発見したときは

■事業等での多面的な活用
○環境教育での活用について
○エコツアー等での活用について
○農業との共存について
○その他産業との関係について



資料 6 

 

環境保全と利用のガイドライン策定について 

 
■背景 

タンチョウは国内では、北海道のみに生息する特別天然記念物の鳥である。生息分布は
長く釧路地方に限られていたが、生息地分散の長年の取組により、近年では道央圏などへ
飛来することが増えている。千歳川流域の舞鶴遊水地でも、営巣環境構築へ向けた地内の
工事等が取り組まれるなど豊かな自然環境が形成されており、実際にタンチョウの飛来が
確認されている。 
一方、舞鶴遊水地周辺などでは、札幌圏からも多数の観察者や写真愛好家が集まること

で、過度のヒトの接近を警戒したタンチョウが飛び去る事案が報告されている。他の地域
では、写真愛好家による執拗な追いかけが原因でヒナが死亡する事故も発生しており、ヒ
トによる干渉がタンチョウの生息阻害要因となることが懸念される。この地域では道東な
ど既往のタンチョウ生息地と比べて人口密度など社会的な条件が異なるため、タンチョウ
生息のためには自然環境の保全はもとより、社会的な受け入れ態勢を作ることが重要であ
る。 
そこで、協議会が目指すタンチョウを始めとする野生生物とのより良い共生関係の構築

のため、舞鶴遊水地の有効かつ効果的な利活用に向け、遊水地本来の治水機能に影響なく、
タンチョウとの共生及びそれに資する環境の実現が図られるよう、環境保全と利用のガイ
ドラインを作成するものである。 

 
■目的・対象 

タンチョウの生息地分散の最前線となっている道央地域では、タンチョウが利用する自
然環境の保全・創出と同時に、タンチョウ受入れに向けた社会環境を整えることが重要な
課題である。そのため、本ガイドラインでは野生生物とのより良い共生関係構築に向け、
豊かな自然環境の保全・再生を第一としながら、理解や支援を促し、地域社会が持続的に
その豊かな自然環境を利活用するための基本的な考え方を示した。観察者らに対して生息
環境への配慮ルールを示すとともに、今後のタンチョウ生息の定着を進め生息地分散に寄
与することを目指す。 
本ガイドラインでは、主として千歳川流域の舞鶴遊水地をモデル地区に設定するが、将

来の飛来・生息分散の拡大の可能性を視野にいれ、他の遊水地やその周辺地域での汎用性
にも留意した。内容や表現では、地域住民や来訪者（写真愛好家、バードウォッチャー、
自然観察者など）を対象に想定し、専門的な知識を前提としなくても理解しやすい内容や
表現となることに留意した。なお、モデル地区等での反応や効果をフィードバックし、適
宜、見直しや改訂を行うこととする。 
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■普及啓発 
本ガイドラインの基本的な考え方が定着し、利活用が円滑に進められる社会環境をつく

るため、一般向けのリーフレット作成など普及活動を並行して実施する。リーフレット等
の作成にあたっては、一般市民などを想定し、タンチョウに関する基礎情報等を必要に応
じて掲載するなど配付対象への理解促進に配慮する。 
 
■構成 
ガイドラインでは、野生生物とのより良い共生関係構築のため、豊かな自然環境の保全

を第一としながら、その保全への理解や支援を促すことを目的に、地域社会が持続的に自
然環境の恵みの利活用を行うための基本的な考え方を整理した。具体的な内容としては、
「自然環境の保全」「自然観察・散策」「野生生物との付き合い方」「事業等での多面的な活
用」を大きな柱とした。 
それぞれの項目ではガイドライン事項を囲みで示し、その設定理由（考え方）を記載し

た。囲みで示したガイドライン事項については、看板やパンフレット等を作成する際など
に引用されることを想定している。 
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■基本理念 

【豊かな自然環境の構築と保全】 
タンチョウと持続的に共生することは、それを支える豊かな生態系基盤が成立して

いることの証左となります。豊かな自然環境を保全し、野生生物とのより良い共生関
係を構築するため、タンチョウをシンボルに、自然環境の重要性や価値を皆で理解し
大切に守ります。 

 
 
【ワイズユース】 

地域に存在する豊かな自然環境を資本として、その恵みを地域で分かち合い、地域
の対流促進や活性化を目指して、産業、文化活動、教育、観光交流などの幅広い取り
組みに活用します。自然環境への悪影響を与える行為を慎み、自然資本を守りながら
次世代へ継承していきます。 

 
 
【ルールやマナーを守る】 

地域社会が持続的にその豊かな自然環境を利活用していくためのルールやマナーを
ガイドラインとして提示します。保全への理解や支援を促し、ルールやマナーを普及
し、皆で尊重します。 
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■自然環境の保全 

 

自然との適度な距離について 
 
・野生の生きものには近づきすぎず、お互いにストレスのない距離を保ちましょう 
・野鳥などの巣には近寄らないでください 
・動物が仔を伴っていたら、そっと見守って下さい 
[設定理由] 

野生生物は、一般に神経質で臆病である。その場所を危険だと認識すると生息場所
として忌避してしまう可能性がある。また、抱卵期や育雛期（いくすうき；ヒナを育
てる時期）には、危険を感じると卵やヒナを放棄してしまうことがある。 

 
・エサやりなどで生きものを誘引しないでください 
・録音した鳴き声などで野鳥などを呼び寄せないでください 
・夜行性の動物などにライトの強い光を当てないでください 
[設定理由] 

野生生物へのエサやりは、自らの力で食べ物を獲得する能力を低下させたり、感染
症を誘発したりすることがある。また、人や人工的なエサに慣れてしまうと、人を襲
ったり、作物を荒らしたりする被害につながることもある。 
生物は野生下で鳴き声などによるコミュニケーションをするものもいる。写真撮影

や観察のために録音した鳴き声などを使用すると、繁殖などに悪影響を与えることが
ある。 
動物の中には夜間の行動に特化したものもいる。強い光を浴びせることは、行動や

生態に悪影響を与えることがある。観察においては、適度な距離を保ち、動物行動や
生息環境を撹乱しないように配慮する必要がある。 
 

・湿地や草地内への立ち入りは最小限に止めましょう 
・河原や砂浜などの自然地へは車を乗り入れないでください 
・河川敷、遊水地等の管理用道路への車両の侵入は禁止されています（管理者の許可があ
る場合は除く） 

[設定理由] 
湿地や草地等の生物の生息環境へ踏み込むことで、動物がその場所を生息地として

敬遠する原因になる場合がある。植物の場合には、踏圧や踏み荒らし等により植物が
傷つけられるだけでなく、土壌環境が荒廃し植生への悪影響が生じる場合がある。 
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生物の持ち込みについて 

 
・別の場所から持ってきた動植物を放さないでください 
・飼育している動物などを捨てないでください 
[設定理由] 

人為的な生物の移動（地域にもともと生息しなかった生物を持ち込むこと）は、在
来の生物の生息環境を奪ったり、交雑によって地域本来の遺伝子の多様性が失われた
りする危険を伴う。生物多様性を保全する観点から、生物の移動には注意が必要であ
る。 
また、犬や猫などの動物が持ち込まれた場合、生態系の中で新たな捕食者として振

る舞い、その地域の生態系のバランスが崩れることにつながる。 
 
 

生物の採集（捕獲）について 
 
・むやみに生きものを捕まえないでください 
[設定理由] 

その場所に生息している生きものは、その地域の生態系の一員として、生態系のバ
ランスを保つ役割を担っている。人為的な生物の移動（生息する生物を持ち出すこと）
は、その場所に生息する生物同士の関係を変化させ、生態系のバランスが崩れること
につながる。 
また、命のある生物を愛護する観点からも、無用に採集（捕獲）することは控える

ことが原則である。 
 

・観察や研究等で生きものを捕まえる場合は、必要以上に捕らないように配慮しましょう 
・観察するために捕まえた生きものは、もとの場所に戻してください 
[設定理由] 

環境教育や研究等では、その効果を高めるために生物を採集（捕獲）する場合があ
り得る。その場合にも、必要以上に採集（捕獲）しないように事前に計画を作ること
が重要である。観察や研究のために生物を採集（捕獲）した場合でも、可能なものに
ついては元の場所に戻すことが望ましい。 
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■自然観察・散策 

 
自然観察について 
 
・観察や撮影のために、木の枝や草を切らないでください 
[設定理由] 

野鳥などでは、外部から見えないような場所を探して巣をつくることがある。その
ような場所で枝が取り払われるなどした場合、外敵に襲われたり、自ら巣を放棄した
りすることがある。 
 

・生きものの様子に注意を払い、いつもと違う行動（大声で何度も鳴く、周囲を気にする
等）が見られるときには、静かにその場から離れましょう 

[設定理由] 
野生生物は、一般に神経質で臆病である。大声で何度も鳴いたり、周囲を気にした

りする行動は、生物が危険を感じて警戒している合図と捉えられる。生物が一度その
場所を危険だと認識すると、生息場所として忌避してしまう可能性がある。また、抱
卵期や育雛期には、危険を感じると卵やヒナを放棄してしまうことがある。 
 

・車で走行中に野生の生きものを見つけた時にも、止まらずにそのまま通り過ぎるように
しましょう 

・ある程度離れた場所にいれば、そのまま車内からの観察・撮影をお願いします（駐停車
は通行の妨げにならないように） 

・野生の生きものが近くにいる場合は車から降りないでください 
・河川敷、遊水地等の管理用道路への車両の侵入は禁止されています（管理者の許可があ
る場合は除く） 

[設定理由] 
野生生物にとって、人間を含む他の生物が近くに存在することは、警戒心を抱かせ

てストレスを与えることになる。とりわけ不意の遭遇は大きなストレスとなるため、
車で走行中などの予期せぬところで野生生物を見つけた場合には、自然に通り過ぎる
ことがよい。急停車等には、交通事故を誘発する危険もある。 
野生生物の他者への警戒は、一般に車両等よりも人が車外へ出てくるときの方が大

きいと言われている。また、車内から撮影した方が、与えるストレスを少なくしなが
らより対象に近づくことができて、良い写真が撮れることが多い。 
 
 



8 
 

写真撮影について 
 

・写真撮影などのために野鳥をわざと飛び立たせないでください 
・ストロボは使用しないようにしましょう 
[設定理由] 

野生生物は、一般に神経質で臆病である。木をゆすったり、大きな音を出したりし
て野鳥を飛び立たせるなどの行為は、生物がその場所を危険だと認識することになり、
生息地として敬遠する原因になる。また、抱卵期や育雛期には、危険を感じると卵や
ヒナを放棄してしまうことがある。 
ストロボの使用も同様に、生物にとってストレスとなることから、生物がその場所

を敬遠する原因になる場合がある。また、夜間の行動に特化した動物などでは光に対
する感受性が高いため、強い光を浴びることで行動や生態に悪影響が生じることがあ
る。 
 
 

踏込、立ち入りについて 
 

・農地（田や畑、あぜ道など）などの民有地には立ち入らないでください 
・観察路や観察場所が定められている場合には、指定された場所の利用をお願いします 
・遊水地内では堤防の上からの観察をお願いします 
[設定理由] 

観察や撮影のために農地や農道に入ると、農作業等の妨げになることがある。また、
田や畑への踏み込みは、農作物への直接的な毀損や、ジャガイモシストセンチュウ等
の病原菌媒介の恐れもある。 
観察路や観察場所の設定は、植生等の環境保全や生態系等への影響を低減するため

になされている。また、利用者自身の安全を守る意味合いもある。 
 
 
生態系に関する情報の取り扱いについて 
 
・希少種等の情報は、その影響を考慮し慎重に取り扱いましょう 
・希少種等を新たに見つけた場合などは、所有者や管理者への情報提供をお願いします 
・関係機関では随時情報を共有し、協力して適切な対応を実施しましょう 
[設定理由] 

希少種等の観察情報を安易に拡散してしまうと、その生物の生育を脅かすことがあ
る。動物の場合には、観察するために多くの人が来訪ことで過度のストレスが発生し、
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動物にとってその場所が危険な場所（落ち着かない場所）だと認識されると生息地と
して敬遠される原因になる。また、抱卵期や育雛期には、危険を感じると卵やヒナを
放棄してしまうことがある。 
植物の場合には、来訪者が増加することで踏圧や踏み荒らし等により土壌環境が荒

廃し植生へ悪影響を与える。また、生育する場所が広く知られることで盗掘等を誘発
する恐れもある。 
とりわけ近年では SNS などで、情報が速やかに広域に拡散されることがあるため、

情報の取り扱いには慎重な考え方が求められる。 
生態系への悪影響を低減するような適切な管理（対策）を実施するために、事前に

所有者や管理者が情報を把握することが有効である。情報を把握したら、関係各機関
で共有するとともに、トラブル回避などの方策を検討し、迅速に対応できるようにす
ることが必要である。 

 
 
その他、一般的な事項について 
 
・地域住民や他の来訪者、そして自分自身のためにも交通ルールは遵守してください 
・河原や砂浜などの自然地へは車を乗り入れないでください 
・車止めなどが設置された進入禁止の場所には入らないでください 
・農道では農耕車などに道を譲るようにしましょう 
・駐車するときは周囲の通行に配慮してください 
・河川敷、遊水地等の管理用道路への車両の侵入は禁止されています（管理者の許可があ
る場合は除く） 

・遊水地内では堤防の上からの観察をお願いします 
[設定理由] 

交通事故や車両トラブルを防止し、地域の資源を分かち合って、様々な分野への活
用を推進するために、基本的なルールを尊重することが基本となる。 
河原や砂浜などの自然地では、車両の乗り入れによる環境への過度な負荷が懸念さ

れる。また、進入禁止の場所の設定には、生態系などを保全する目的の他にも、利用
者自身の安全を守るために設定されている場合がある。地域外からの来訪者において
は、地域住民の生活や地域の産業等の営みを阻害しない利用が原則である。 
 

・多数の人が利用するような場所での火気の使用、危険物品の取り扱いは、その場所のル
ールに従ってください 

・喫煙するときは周囲の利用者へ配慮と火の後始末にご注意ください（指定されている場
合は指定場所でお願いします） 
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[設定理由] 
火気の使用、危険物品の取り扱いについては、その場所で定められているルールに

従うことが基本となる。ルールは、それぞれの場所の特性に合わせ、火災等の発生予
防と利活用面でのバランスを考慮して定められているため。なお、管理者等において
は、事前に利用者等から相談があった場合には、安全に使用できると認められた場合
に限りこれらの行為を必要最小限の範囲で許可するなどの対応が求められる。 
喫煙は、不始末などが火事につながる可能性もあるほか、副流煙の発生等による苦

情やトラブルの原因になることがある。 
 

・ごみは持ち帰りましょう 
・ほかの利用者と譲り合って、観察をしましょう 
・通行の妨げにならないように、撮影・観察場所選びには十分配慮しましょう 
・犬の散歩はリードをつけてお願いします 
[設定理由] 

利用者同士のトラブルを防止し、地域の資源を分かち合って、様々な分野への活用
を推進するために、基本的なルールの尊重が大切である。 
 

・物品の販売や興行など、利用にあたって事前に申請が必要な場合があります（詳しくは
管理者や所有者にお問い合わせください） 

[設定理由] 
地域の自然資本を守りながら次世代へ継承していくために、特定の個人や団体での

独占的な利用については事前に調整し関係者間での理解を得ることが必要となる。物
品販売や興行、営利のための写真や映画の撮影については事前に管理者や所有者へ相
談し、適切に実施してもらうことが基本となる。 
 
 

■野生生物との付き合い方 

 
餌やりについて 
 
・野生の生きものを近くで撮影、観察するための餌やりはやめましょう 
・野生の生きものに、餌付けは行わないでください 
・食べ物になるようなものを放置しないでください（ゴミはお持ち帰りください） 
・食べ物になるようなものを放置しないでください（廃棄野菜などは適切に処分しましょ
う） 
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[設定理由] 
野生生物へのエサやりは、採食資源を探索する能力を低下させたり、感染症を誘発

したりすることがある。意図したエサやりでなくても、人間の残した食べ物になるよ
うなもの（ゴミや廃棄野菜）を野生動物があさることにも、同様のリスクが伴う。ま
た、食べ物のにおいが付いたビニール袋などを野生動物が食べて、死亡する事故も発
生している。長期的には、人や人工的なエサに慣れてしまうことで、人を襲ったり、
作物を荒らしたりする被害につながることもある。 
種の保護等のため一部で実施されているエサやりは、専門家の関与する計画の下、

必要なモニタリング体制を備えて実施されている。科学的根拠に基づかない方法での
餌付けは野生生物の本来の生態へ悪影響を与える可能性がある。 

 
 
距離の取り方について 
 
・野生の生きものには近づきすぎず、お互いにストレスのない距離を保ちましょう 
・野鳥などの巣には近寄らないでください 
・動物が仔を伴っていたら、そっと見守って下さい 
・野生の生きものが近くにいる場合は車から降りないでください 
[設定理由] 

野生生物は、一般に神経質で臆病である。その場所を危険だと認識すると生息場所
として忌避してしまう可能性がある。また、抱卵期や育雛期には、危険を感じると卵
やヒナを放棄してしまうことがある。 

 
 
ペットとの違いについて 
 

・野生生物に対して安易に食べ物（エサ）を与えないでください 
・野生の生きものには近づきすぎず、お互いにストレスのない距離を保ちましょう 
・動物が仔を伴っていたら、そっと見守って下さい 
[設定理由] 

主として愛玩用に飼育される動物（犬、猫、小鳥、爬虫類などが一般的）と野生動
物では、接するときの基本的な考え方が異なる。 
野生生物へのエサやりは、採食資源を探索する能力を低下させたり、感染症を誘発

したりすることがある。長期的には、人や人工的なエサに慣れてしまうことで、人を
襲ったり、作物を荒らしたりする被害につながることもある。 
野生生物は、一般に神経質で臆病である。その場所を危険だと認識すると生息場所
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として忌避してしまう可能性がある。また、抱卵期や育雛期には、危険を感じると卵
やヒナを放棄してしまうことがある。愛護の精神からでも、過度に接近することは却
って野生生物にとっては生息しにくい環境になってしまう。 

 
 

・犬などの散歩はリードをつけてお願いします 
・犬などのペットを連れて野生生物の生息場所に入らない（巣などに近づかない）ように
しましょう 

[設定理由] 
主として愛玩用に飼育される動物（犬、猫、小鳥、爬虫類などが一般的）と野生動

物では、接するときの基本的な考え方が異なる。 
野生生物は、一般に神経質で臆病である。犬などの生物が近くに存在することは、

警戒心を抱かせてストレスを与えることになる。その場所を危険だと認識すると生息
場所として忌避してしまう可能性がある。また、抱卵期や育雛期には、危険を感じる
と卵やヒナを放棄してしまうことがある。犬などを散歩する際にはリードをつけてそ
の行動をコントロールできる状態にするとともに、巣などがあることが分かっている
場所には接近しないように配慮することが必要である。 

 
 
けがをした・様子がおかしい生物を見つけたときは 
 
・傷ついた野生の生きものを発見した場合で、放置しておけない場合には、空知総合振興
局の環境生活課へ相談してください 

・死亡した個体を発見した場合は、触らずに、空知総合振興局の環境生活課へ連絡してく
ださい 

[設定理由] 
怪我をした生きものが全く動けないなどの場合であっても、勝手に捕獲をすると鳥

獣保護法等に違反する可能性がある。また、適切な取り扱いをしない場合には、かえ
ってその動物の容態を悪化させてしまうこともある。まずは各都道府県の鳥獣保護担
当部署へ相談することとなる。 
 

・死亡した野鳥を見つけても、素手では触らないでください 
・同じ場所でたくさんの野鳥が死亡していたら、空知総合振興局の環境生活課へ連絡して
ください 

[設定理由] 
野鳥は様々な原因で死亡するため、散発的に死体が発見された場合では特別な対応
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は不要と考えられる。ただし、不安がある場合には各都道府県の鳥獣保護担当部署な
どの期間へ連絡すれば適切な対応がなされる。野鳥などの死体には細菌や寄生虫など
の病原体が付着している場合があるため、素手では触らないことが大事。 
一方、同じ場所で大量に死亡している場合には、毒物の摂取等の事件の可能性もあ

るため、都道府県や警察等へ連絡し適切な対応をすることが求められる。 
 
 

希少な野生動植物を発見したときは 
 
・希少種等の情報は、その影響を考慮し慎重に取り扱いましょう 
・希少種等を新たに見つけた場合などは、所有者や管理者への情報提供をお願いします 
・関係機関では情報共有など、適切な対応を検討して実施しましょう 
[設定理由] 

希少種等の観察情報を安易に拡散してしまうと、その生物の生育を脅かすことがあ
る。動物の場合には、観察するために多くの人が来訪ことで過度のストレスが発生し、
生物がその場所を危険だと認識すると生息地として敬遠する原因になる。また、抱卵
期や育雛期には、危険を感じると卵やヒナを放棄してしまうことがある。 
植物の場合には、来訪者が増加することで踏圧や踏み荒らし等により土壌環境が荒

廃し植生へ悪影響を与える。生育する場所が広く知られることで盗掘等を誘発する恐
れもある。 
生態系への悪影響を低減するような適切な管理（対策）を実施するために、事前に

所有者や管理者が情報を把握することが有効である。また、把握した情報は関係各機
関で共有するとともに、トラブル回避などの方策を検討し、迅速に対応できるように
することが必要となる。 

 
 

■事業等での多面的な活用 

 
環境教育での活用について 
 
・地域の生態系の特性を踏まえた実施計画や方法としてください 
・生態系や生息する生物の状態に異常が認められるなどの場合には、柔軟に計画や場所の
変更をしてください 

・実施を予定する場合、事前に管理者等へご相談いただければ配慮事項等の情報提供を行
います 
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[設定理由] 
地域固有の生態系について地域での理解を促し、次世代へ継承していくためにも、

環境教育での積極的な活用が推奨される。環境教育プログラムの実施においては、タ
ンチョウ等の希少生物の飛来・営巣状況など地域生態系の特性を踏まえた計画および
実施方法とするように配慮されることが望ましい。また、実施にあたっては、生態系
や生息する生物の状況等を踏まえ、場合によっては計画の延期・中止、場所の変更な
どの判断をすることが求められる。 

 
・動植物の採集を行う場合、地形等の改変を伴う場合、機材等を設置する場合には管理者
等へ必ず事前に相談するとともに、必要な許可の取得・届け出等を行ってください（詳
しくは管理者や所有者にお問い合わせください） 

[設定理由] 
生態系への影響を生じる可能性のある内容については、事前に管理者等において把

握する必要がある。その際、現地の状況等に応じて内容や時期の変更を含めた協議を
行うこととする。また、鳥獣の捕獲等における捕獲許可申請など必要な許可や届け出
等については実施者において確実になされることが必須である。 
特に、測定機器を設置する場合などにおいては、他の利用者からの問い合わせ等へ

の対応も想定されることから、管理者等へ必ず事前に相談するとともに、必要な許可
の取得・届け出等を行うことがよい。 

 
・観察で生きものを採捕する場合は、必要以上に取らないように配慮しましょう 
・観察するために採捕した生きものは、もとの場所に戻してください 
[設定理由] 

環境教育の効果を高めるために生物を採捕する場合も、必要以上に採捕しないよう
に事前に計画を作ることが重要である。観察のために生物を捕獲した場合でも、可能
なものについては元の場所に戻すことが望ましい。 

 
 
エコツアー等での活用について 
 
・地域の生態系の特性を踏まえ時期やコースを設定してください 
・生態系や生息する生物の状態に異常が認められるなどの場合には、柔軟に計画や場所の
変更をしてください 

[設定理由] 
地域固有の生態系について地域での理解を促し、次世代へ継承していくためにも、

エコツアー等での積極的な活用が推奨される。実施においては、タンチョウ等の希少
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生物の飛来・営巣状況など地域生態系の特性を踏まえた時期やコース設定とするよう
に配慮されることが望ましい。また、実施にあたっては、生態系や生息する生物の状
況等を踏まえ、場合によっては計画の延期・中止、場所の変更などの判断をすること
が求められる。 

 
・事前に関係団体等と相談し、より充実した内容とすることが期待されます 
・動植物の採集を行う場合、地形等の改変を伴う場合、機材等を設置する場合には管理者
等へ必ず事前に相談するとともに、必要な許可の取得・届け出等を行ってください（詳
しくは管理者や所有者にお問い合わせください） 

[設定理由] 
事前に関係団体等（所有者、管理者、自治体、活動する市民団体、エコツアー等を

実施する他団体等）と実施計画について打合せを実施することが推奨される。それは、
予め管理者等が把握している生態系や生息する生物の現況や、配慮事項等の情報提供
を行うことでより適切な実施計画とすることができるためである。 
生態系への影響を生じる可能性のある内容については、事前に管理者等において把

握する必要がある。その際、現地の状況等に応じて計画変更を含めた協議を行うこと
とする。また、鳥獣の捕獲等における捕獲許可申請など必要な許可や届け出等につい
ては実施者において確実になされることが必須である。 
特に、測定機器を設置する場合などにおいては、他の利用者からの問い合わせ等へ

の対応も想定されることから、管理者等へ必ず事前に相談するとともに、必要な許可
の取得・届け出等を行うことがよい。 
 

・ほかの利用者と譲り合って、通行の妨げにならないように利用しましょう 
・野生の生きものを近くで観察するための餌やりはしないでください 
・食べ物になるようなものを放置しないでください（ゴミはお持ち帰りください） 
[設定理由] 

利用者同士のトラブルを防止し、地域の資源を分かち合って、様々な分野への活用
を推進するために、基本的なルールを尊重することが大切である。 
野生生物へのエサやりは、採食資源を探索する能力を低下させたり、感染症を誘発

したりすることがある。意図したエサやりでなくても、人間の残した食べ物になるよ
うなもの（ゴミなど）を野生動物があさることにも、同様のリスクが伴う。また、食
べ物のにおいが付いたビニール袋などを野生動物が食べて、死亡する事故も発生して
いる。長期的には、人や人工的なエサに慣れてしまうことで、人を襲ったり、作物を
荒らしたりする被害につながることもある。 
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農業との共存について 
 
・地域の豊かな自然資本と共存した農業を目指しましょう 
・食害等の被害を予防するために適切な防除を実施しましょう 
[設定理由] 

地域の生物多様性に配慮した農業を地域の基幹産業として発展させることが望まれ
る。 
食害等の被害が想定される場合には、適切な防除の実施を推奨し、関係機関におい

ては防除策に関する情報提供や技術的な指導を実施されたい。 
 
 
その他産業との関係について 
 
・各種の事業を実施する場合には、可能な限り地域固有の生態系や生息する野生生物への
配慮をお願いします 

[設定理由] 
地域の豊かな自然資本を共有し、利用しながら次世代へ継承していくために、各種

の産業活動において積極的に自然資本の恵みを活用していくことが推奨される。工事
などや工場の操業において、可能な範囲で地域固有の生態系や生息する野生生物への
配慮を行うことは、企業の存続可能性を高めることにもつながる。 
とりわけ、地域の自然環境や生息する生物に対して直接的な影響を生じかねない事

業については、生息状況等を踏まえた判断基準を定め、事業内容等へ反映することが
望ましい。 
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