
タンチョウも住めるまちづくり検討協議会 

第 5 回地域づくり専門部会 

 

日時：令和 3年 2月 12日（金） 18:30～20:00 

場所：長沼町役場 3階 会議室 

 

議事次第 

 

１. 開会 

２. 議事 

（１） タンチョウの飛来・繁殖状況について 

（２） 今年度の地域づくり専門部会の取組状況について 

（３） 来年度の地域づくり専門部会の取組計画について 

３. その他 

４. 閉会 

 

＜配布資料＞ 

議事次第 

委員名簿・配席図 

資料１－１：タンチョウの飛来・繁殖状況について 

資料１－２：タンチョウの確認位置図（非公開） 

資料２：今年度の地域づくり専門部会の取組状況 

資料３：来年度の地域づくり専門部会の取組計画（案） 

参考資料１：令和 2年度舞鶴遊水地におけるタンチョウのヒナの成長の様子 

参考資料２：第 4回生息環境専門部会開催結果概要（非公開） 



タンチョウも住めるまちづくり検討協議会 

第 5回 地域づくり専門部会 

日時：令和 3 年 2月 12日（金） 18:30～20:00 

場所：長沼町役場 3階 会議室 

 

■委員名簿 

 氏名 所属等 備考 

委員 

伊藤 隆弘   

黒田 泰明   

小磯 修二 一般社団法人地域研究工房 代表理事 部会長 

市東 保子   

根本 麻衣子  欠席 

野々川 美由紀  欠席 

萩 薫  欠席 

東山 哲智   

前川 大輔   

増田 健司   
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タンチョウの飛来・繁殖状況
について

資料１－１



令和2年度のタンチョウの繁殖および対応状況
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3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

繁
殖
の
状
況

3/19～
巣材を
積む行
動

3/22～
交尾行
動（堤
防天
端）

4/15
就巣・産
卵確認

5/22
孵化（推定）

5/24
雛2羽確認

5/27
離巣

6/1
雛1羽確認

舞鶴遊水地
内で育雛

8/27
幼鳥の飛行
確認
（100m程
度）

9/8
幼鳥が堤内へ飛行

舞鶴遊水地内で就
塒し、日中は農地
で索餌

日中は舞
鶴遊水地
周辺で索
餌

12/12
舞鶴の家
族の最後
の確認

協
議
会
に
よ
る
対
応

6/5立ち入り
制限範囲の拡大

バリケード設置位置

4/3 バリケード設置による立ち入り制限の実施 9/25

舞鶴遊水地内のタンチョウ親子
（令和2年8月7日撮影）

4/6 報道機関への 5/29
報道自粛依頼



今年度の
地域づくり専門部会の取組状況

資料２



WGの開催状況
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WG 委員

PR・普及啓発WG

伊藤 隆弘

市東 保子

根本 麻衣子

萩 薫

増田 健司

舞鶴遊水地現地関連WG

黒田 泰明

野々川 美由紀

東山 哲智

前川 大輔

■WG所属委員名簿 ■WG開催状況

日付 開催WG 主な議題

令和2年
7月29日

第7回合同WG
出席委員：6名

• 旧長沼舞鶴小学校の利活用検討について
• 現地見学会の開催について
• イラスト制作について
• タンチョウ商品について
• アースデイin円山動物園パネル展出展について

令和2年
12月11日

第9回現地WG
出席委員：3名

• 農業の取組について

令和3年
1月18日

第8回合同WG
出席委員：5名

• ガイド養成・モニターツアーの企画について
• 農業の取組について
• 環境学習の取組について
• サポーター制度の企画について

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、WGの開催回数は最低限としたが、検討事項については連絡ツールを使用して
適宜各委員に報告、検討を行った。

■地域づくり専門部会に関わる行事等実施状況

日付 主な議題

6月8・9・10日、8月6日、8月
25・26・27日、11月6日、11月
24日、12月4・7・8日

長沼町立長沼小学校 授業対応
※11月24日は市東委員、前川委員が登壇

6月22日、7月7日 北海道長沼高等学校 授業対応

8月18・20日
現地見学会 開催
※伊藤委員、市東委員、東山委員、前川委員参加

9月19日～27日 アースデイin円山動物園 パネル展 出展

10月17・18日 マルヤマクラス タンチョウPR・物販ブース 出展

11月8日
長沼タンチョウレンジャー～鳥たちを守るバードセーバーを作ろう
～ 開催

10月10日、12月5日 第3回長沼町×鶴居村タンチョウ子ども交流ツアー 開催

第9回現地WGの様子



令和2年度 鳥の駅マオイトーの利活用状況
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鳥の駅マオイトーの年間利用者数（令和3年1月31日時点）

※１ 2017年度は10月12日から集計開始。
※２ 2019年度は2月28日から一時閉鎖。
※３ 2020年度は8月3日から再開。

利用目的

利用回数

町や遊水地の位置関係を確認したり、
地域の自然や将来を話し合ったりする仕掛けとして
長沼町の航空写真を天板に貼ったテーブルを設置

※令和3年1月31日時点
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Q1 長沼町が「タンチョウも住めるまちづくり」に取り

組んでいることをご存知ですか？
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a 何度も利用したい

b 機会があれば利用したい

c もう利用しない

Q5 この観察施設をまた利用したいですか？

36
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a 野鳥の観察会

b 生き物調査などの体

験イベント

c スノーアート

d ウォーキングなど体を

動かすイベント

e 野菜の直売などの販

売イベント

f その他

Q6 舞鶴遊水地でイベントを開催した場

合、参加したいと思うものはありますか？



令和2年度 町内の学校への出前授業
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北海道長沼高等学校（連携開始：平成28年度）、長沼中央小学校（連携開始：平成30年度）でタンチョウも住
めるまちづくりに関する出前授業を実施。

年度 長小5年生 長高3年生
その他

(学童保育)
計

H28 - 72 - 72

H29 - 54 - 54

H30 71 52 - 123

R1 81 53 5 139

R2 89 33 - 122

計 241 264 5 510

授業を受けた児童・生徒数

長沼町立長沼小学校
対象：5年生 2クラス89名
教科：総合的な学習の時間

北海道長沼高等学校
対象：3年生 2クラス33名
教科：生物（長沼の自然）

日程 内容 講師

6月8・9・10
日

タンチョウも住めるまちづくりって、
なんだろう？

舞鶴遊水地にタンチョウを
呼び戻す会 加藤幸一会長

8月6日
タンチョウも住めるまちづくり
環境整備の取り組みを知ろう

長沼町政策推進課

8月25・26・
27日

舞鶴遊水地に行ってみよう 千歳川河川事務所

11月6日 タンチョウのことを知ろう
専修大学北海道短期大学
名誉教授 正富宏之先生

11月24日
タンチョウも住めるまちづくり
地域づくりの取り組みを知ろう

地域づくり専門部会
市東保子委員、前川大輔
委員

12月4・7・8
日

タンチョウ越冬分布調査に参加し
よう

長沼町政策推進課

日程 内容 講師

6月22日 室内講話
舞鶴遊水地にタン
チョウを呼び戻す会
加藤幸一会長

7月7日 舞鶴遊水地見学 長沼町政策推進課

正富先生の講話舞鶴遊水地現地授業

授業の様子

ハマナス砂丘見学 嶮淵川の生物観察



令和2年度 バードセーバーづくりイベントの開催
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②バードセーバーづくり①舞鶴遊水地に飛来した野鳥の観察

【開催概要】
日時 令和2年11月8日（日） 9:00～11:30
場所 野鳥観察：舞鶴遊水地、バードセーバーづくり：舞鶴会館
主催 長沼町・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
協力 長沼おっ鳥クラブ（5名）
参加者 子ども16名、大人10名

バードセーバーの台紙
（オオタカ）

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
対策を説明。
子どもたちは、長沼町で見られる猛禽類（オオタカ、チュウヒ、
ノスリ、チゴハヤブサ）を模した台紙に色を塗り、ハサミで切り
抜いてバードセーバーを作った。

バードセーバーづくりの様子

記念撮影

双眼鏡を貸し出し、野鳥観察を行った。
観察にあたって、長沼おっ鳥クラブが遊水地に
飛来する渡り鳥について解説した。

長沼おっ鳥クラブによる野鳥解説

タンチョウも住めるまちづくりの一環として、野鳥との共生を考える環境教育イベントを開催した。本イベントは平成29年より開
始し、今回で4回目となる。コロナ感染拡大防止のため、会場を鳥の駅マオイトーから舞鶴会館に変更して行った。

野鳥観察
オオハクチョウ、ヒシクイなど



令和2年度 長沼町×鶴居村 タンチョウ子ども交流ツアー
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【開催概要】
日時 令和2年10月10日（土） 9:00～14:30
場所 舞鶴会館、舞鶴遊水地
主催 長沼町
協力 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
後援 長沼町教育委員会
参加者 子ども9名、大人2名

体験活動（長沼町）

講話「タンチョウも住めるまちづくり」

タンチョウの観察

平成30年度からはじまった鶴居村との交流事業について、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年度は地域ごとに子
ども向け体験活動を行い、後日、オンラインで発表交流会を行うこととした。

オンライン発表交流会

模型解説「舞鶴遊水地の役割」

水辺の生きもの探し 活動のまとめ

呼び戻す会加藤氏によるバスツアー

【開催概要】
日時 令和2年12月5日（土） 9:00～12:00
場所 長沼町役場 3階 会議室
主催 長沼町、KODOMO湿地交流つるい委員会
協力 鶴居村、鶴居村教育委員会、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
後援 長沼町教育委員会
参加者 子ども9名、大人2名

発表の準備 長沼町の発表

鶴居村の発表 記念写真撮影



令和2年度 長沼町のタンチョウをモチーフとした商品開発助成制度
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長沼町役場にて、長沼町のタンチョウをモチーフとした商品開発に対して開発費用の助成を行った。

■制度概要

募集期間：令和2年10月12日(月)～12月25日(金)

助成額： 1事業者につき、1～10万円で申請時に事業者が設
定する

助成数： 5事業者まで（要件に合う申請から順に選定し、先
着順）

対象期間：令和3年3月15日(月)までに開発を終了して、報告
書・請求書を提出

その他： 事業者からの申請状況を踏まえ、追加の申請受付
を行うことがある。

# 事業者 商品 助成額

1 Soukore
ガラスアクセサリー
タンチョウ粉雪の舞

50,000円

2 めばえ窯 陶器 折り鶴の親子 100,000円

3 ガラスエッチング工房ピリカ ロックグラス 50,000円

4 合同会社マスケン
北海道長沼町トマトジュース
タンチョウのごほうび

100,000円

5 さんぼんぎ 長沼町タンチョウラッシー 100,000円

6
就労継続支援B型ジョブサ
ポート陽風堂

タンチョウサブレ 100,000円

■選定事業者

■開発された商品

ガラスアクセサリー
タンチョウ粉雪の舞
ネックレス、ピアス、イアリング、
ブローチ、ネクタイピン
（Soukore）

タンチョウロゴマークを
彫刻したロックグラス
（ガラスエッチング工房ピリカ）

タンチョウロゴマークを
型押ししたサブレ
（ジョブサポート陽風堂）

北海道長沼町トマトジュース
タンチョウのごほうび
（合同会社マスケン）

長沼町タンチョウラッシー
（さんぼんぎ）



令和2年度 タンチョウ関連商品のPR
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長沼町のタンチョウをモチーフとした商品をPRするため、展示スペースの設置および紹介パンフレットの制作を行った。

紹介パンフレットの制作

発行日： 令和3年2月
発行者： 長沼町
デザイン： 長沼町地域おこし協力隊 佐野 亜沙美
イラスト： エトブン社 新岡 薫
掲載数： 24商品

展示スペースの設置

場所： 長沼町役場 1階 ロビー
期間： 令和3年1月15日～
内容： 長沼町内で開発・販売されているタンチョウ関連商品のサ

ンプルをガラスケース内に展示。令和3年1月15日現在展示
されているのは、下記の商品。
• 夢馬追（ながぬま農業協同組合）
• 双鶴と雪（森下松風庵）
• ロックグラス（ガラスエッチング工房ピリカ）
• 陶器 折り鶴（めばえ窯）



令和2年度 長沼町外のイベントでの取り組み・商品PR
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円山動物園・マルヤマクラス（札幌市中央区）において、タンチョウも住めるまちづくりの取り組み紹介や、タンチョウをモチー
フにした商品のPRを行った。コロナ感染拡大防止のため出展可能なイベント等が減少した。

アースデイin円山動物園 パネル展

日程： 9月19日(土)～9月27日(日)
場所： 円山動物園 動物園センター情報ホール

北海道札幌市中央区宮ケ丘3番地１
• A1サイズのポスターを作成して展示

マルヤマクラス 出展

日程： 10月17日(土)・18日（日）
場所： マルヤマクラス

北海道札幌市中央区南1条西27丁目1-1
来場者数：17日453名、18日389名 計842名
売上金額：17日349,170円、18日287,620円 計636,790円
参加事業者：長沼あいす、ながぬま温泉、坂下農園、平

田農園、ファームクボタ
• タンチョウも住めるまちづくりの取り組み紹介とタンチョ
ウ関連商品をはじめとした長沼町産品の販売を行う
ブースを出店

• 一定額購入者に対してタンチョウパン親子セットのプレ
ゼントを実施



令和2年度 タンチョウイラスト集の制作
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長沼町役場の発行する広報物等で使用できるタンチョウのイラストを20点制作した。

イラストレーター：エトブン社 新岡 薫
使用のルール：
• 長沼町が自身の制作物で使用するためのイラスト集です。ただし、「タン

チョウも住めるまちづくり」の目的に合致する二次利用は妨げません。
• 縦横の比率の変更や、反転は行わないでください。
• 背景色は必要に応じて削除していただいてもかまいません。
• クレジットの記載は必須ではありませんが、可能な場合のクレジット表

記は、「新岡薫／エトブン社」もしくは「エトブン社」としてください。
• psdの線画レイヤーは乗算で重ねています。

広報ながぬま2020年12月号での活用



令和2年度 「広報ながぬま」における連載記事の掲載
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昨年度に引き続き、正富宏之先生に寄稿を依頼し、「広報ながぬま」（毎月1回発行）に連載記事「タンチョウ博士のお話」を3
回掲載した。

第23回
令和2年6月号

第24回
令和2年10月号

第25回
令和3年2月号



タンチョウも住めるまちづくりサポーター制度の設立
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タンチョウも住めるまちづくりの普及啓発に向けたサポーター制度の制度内容を検討した。

「見守り活動」や「イベント」など特定の形に縛られ
ず、タンチョウも住めるまちづくりに関わりやすい間
口・チャンネルを広げる。

名称 タンチョウも住めるまちづくりサポーター

対象
タンチョウも住めるまちづくりを理解・共感し、情
報発信などで支援する意欲のある個人・団体

活動内容
自身の生活や事業活動の中で、タンチョウも住め
るまちづくりをPR・情報発信

特典
タンチョウも住めるまちづくり関連情報の配信
タンチョウも住めるまちづくりロゴマークの使用
長沼町HPのサポーターリストへの掲載

その他
詳細は、「タンチョウも住めるまちづくりサポー
ター制度に関する要領」に従って運用

○ タンチョウも住めるまちづくりを理解・共感・支援し、
自ら発信者にもなってくれる個人・団体

○ 支援や発信のありかたは、サポーター各自に一任

ポイント１． サポーターの位置づけ

ポイント２． サポーターの特典

○ タンチョウも住めるまちづくり関連情報の配信
○ タンチョウも住めるまちづくりロゴマークを使用可能
○ 長沼町HPにサポーターリストを掲載

ロゴマークの使用は“物件に対する承認”ではなく、
“使用者に対する承認”へと運用を変更。
サポーター名簿は掲載・非掲載をサポーター自身
で選択可能。

制度概要
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令和2年度 現地見学会の実施
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ガイドからタンチョウに関する専門的な話

を聞けてよかった

ガイドから舞鶴遊水地でのタンチョウの

様子に関する話を聞けてよかった

立ち入り制限中に現地に入る特別な経

験が出来てよかった

タンチョウ飛来に関わる地域の課題（農

道へ一般車両が入ることなど）も取り上げ

て欲しかった

舞鶴遊水地の治水機能や長沼町の洪水

の歴史なども取り上げて欲しかった

【概要】

開催日 時間 参加

第1便
令和2年8月18日(火)

13:30～14:00 13名

第2便 15:00～15:30 12名

第3便 令和2年8月20日(木) 15:00～15:30 16名

【参加者アンケート結果】

問１ 現地見学会について、満足度をお聞かせください。

問２ 現地見学会に参加して、感じたことをお聞かせください。

実施した方がいいと思う, 28
実施しない方がいいと思う, 

1
分からない, 9
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問３ 長沼町でのタンチョウの保全と地域振興の両立に向け、今回のようなガイドが乗
車したバスのみが立ち入り制限区域内に入って行けるツアーを、今後、一般を対
象に実施することについてどう感じるかお教えください。

問４ 「タンチョウも住めるまちづくり」では、タンチョウの保全だけでなく、タンチョウをシ
ンボルとした地域活性化や経済の好循環を目指しています。そのために必要だと
思うことをお教えください。

• 地域、町民の理解と協力をもっと得る。
• 道外の方、様々な業種の方に長沼町を見てもらい

アイデアをもらう。
• タンチョウの個体数を増やす。
• タンチョウが定着した地として長沼町をPRする。
• 農業者の理解を得て、自然や生き物との共生をア

ピールする。
• ロゴマークを多くの商品につけて拡大させる。

正富宏之名誉教授
による解説

バスによる舞鶴遊水地見学

タンチョウ・サロンの様子
（旧長沼舞鶴小学校体育館）

参加者内訳： 協議会・専門部会委員、共生検討会議委員、長沼町議
会議員、長沼町内事業者、長沼町民 等

旧長沼舞鶴
小学校

転回

【他のご意見】
• タンチョウ以外の動植物の生態も知りたい。
• 反対意見等の問題も聞けると良い。
• 地域の課題や治水はバス見学の前に小学校か鳥の駅で解説してはどうか。

【積極的なご意見】
• 正しいタンチョウの知識等は、ガイドから学べることが多い。
• ツアーを通じて、タンチョウの保全等を考える機会になる。理解者が増えることで今後につながる。
• 周辺の緑豊かな広大な農地も見て、いかにこの地が自然豊かな地かを感じてほしい。
• 月1回など定期的に、人数制限・申込先着順のツアーを実施してはどうか。
【慎重なご意見】
• 一般を対象にするには時期が早いような気がする。
• 一般よりも小学生などを対象に取組を知ってもらった方が将来につながるのでは。

旧長沼舞鶴小学校に集合し、町有バスに参加者が乗車。車
内では、正富先生からの解説や舞鶴遊水地にタンチョウを呼
び戻す会からの見守り活動の紹介を実施した。

• ゆるキャラをつくる。
• 観察施設の整備（トイレの設置、物産品の展示な

ど）。
• タンチョウを「知る」「学ぶ」機会を増やす。
• 希望する町民全員に見守り隊になってもらい、地

域全体でタンチョウを見守る意識を持つ。
• 自然や生命の大切さを学び、生活し、次世代へ

引き継いでいく。

バスルート

13



令和2年度 長沼舞鶴小学校の利活用に関する検討
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# 日程 内容

第1回 4月9日
会議に参画していただくメンバー
の確認と呼掛け

第2回 6月8日 検討方向の確認

第3回 8月18日 視察の振り返りと共有

第4回 10月28日
事業者PR状況の共有と舞小の特
徴に関する意見交換

第5回 11月19日
事業者も交えた現地見学会・意見
交換会

第6回 3月予定 整備方針決定

■住民会議の開催

■廃校活用事例の視察

■連携候補の事業者へのPR

日程 事業者名

9月14日 株式会社セブン－イレブン・ジャパン

9月14日 サッポロビール株式会社

9月18日 ファームレストランハーベスト

10月7日 伊藤忠エネクス

10月12日 有限会社クレスガーデン

10月19日 イオン北海道株式会社

10月19日 株式会社シィービーツアーズ

10月15日 ミサワホーム株式会社

10月22日 株式会社アーキビジョン21

10月23日 北海道中小企業家同友会

10月23日 カフェ コフェル

10月27日 空知信用金庫

11月4日 株式会社JALスカイ札幌

日時： 令和2年7月6日
視察先： 千歳市埋蔵文化財センター（千歳市）

雨煙別コカ・コーラ環境ハウス（栗山町）

長沼舞鶴小学校（令和2年3月閉校）跡地をタンチョウも住めるまちづくりと連携して整備するために住民会議、廃校活用事例
の視察、連携候補の事業者へのPRを行った。

千歳市埋蔵文化財センター（千歳市） 雨煙別コカ・コーラ環境ハウス（栗山町）

現地見学会・意見交換会の様子



令和2年度 タンチョウの保護と両立した観光商品造成の検討
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タンチョウの保護と両立した長沼町の自然を楽しむ観光商品造成に向けて、旅行事業者と打合せを行い、モニターツアーや
地元住民ガイド養成の企画を行った。

日付 事業者名 主な内容 打合せ参加者

令和2年
10月19日

株式会社シィービー
ツアーズ

• 地元ガイド養成について
• モニターツアーの開催について

EPO北海道
長沼町政策推進課

令和2年
11月25日

株式会社JTB
• タンチョウをテーマにしたツアー商品
の造成について

• モニターツアーの開催について

長沼町産業振興課
長沼町政策推進課
長沼町地域おこし協力隊

■旅行事業者との打合せ

千歳川遊水地フットパス
《長沼》舞鶴遊水地
事業者： エコ・ネットワーク

株式会社THE-O
開催日： 8月31日
参加者： 15名
対応者： 長沼町役場
対応内容：
• 舞鶴遊水地の概要
• タンチョウの飛来・繁殖状況
• タンチョウも住めるまちづくりの概要

■観光ツアーの受け入れ

【中止】台湾ランドオペレーター招請モニターツアー
事業者： 株式会社JTB
開催日： 令和3年2月～10日
対応者： 長沼町役場

舞鶴遊水地にタンチョウを呼び戻す会

株式会社JTBとの打合せの様子

【中止】株式会社シィービーツアーズ企画バスツアー
事業者： 株式会社シィービーツアーズ
開催日： 12月以降を予定

実施が検討されたツアー（未実施）

■観光客へのタンチョウ観察・撮影マナー啓発バッジ制作

 タンチョウの観察・撮影マナーを学んだ人限定のノベルティ

 タンチョウ・ツアーの記念品として、また観察・撮影マナー受講の
インセンティブとして活用 サイズ： w34mm×h26mm 厚さ2.0mm

個数： 200個



来年度の
地域づくり専門部会の取組計画（案）

資料３



検討方針に沿った地域づくりの取組状況

2

【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

平成28年度

〔第1回〕9/6〔第2回〕12/15〔第3回〕3/6

平成29-令和2年度

〔協議会は年１回、専門部会は年1回程度（別途WG）開催〕
目指す姿

■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）

『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協議会設立

取組方針（案）の提示 方針策定

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
タンチョウも住める
まちづくりの推進

■タンチョウも住めるまちづくりの取組方針

第4回検討協議会資料（平成30年3月6日）に加筆修正

検討体制 取組方針 平成28-令和2年度 目指す姿

生息環境
専門部会
1 H29.2.17
2 H29.10.3
3 H31.2.22
4 R2.1.27

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
1 H29.2.2
2 H30.2.23
3 H31.2.7
4 R2.2.21
5 R3.2.12

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

対流促進型の
地域形成

地域経済の
活性化

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

地域の環境保全を主導するリーダーの育成

環境保全と利用のガイドライン（案）の策定 ガイドライン（案）の普及・定着促進

≪生息環境の構築≫

≪社会ルールの定着≫

営巣環境の評価 営巣に資する地内の環境整備（営巣環境構築）モニタリング調査の実施

連携

採食環境調査（遊水地内の採食資源量の把握）越冬可能環境調査 アライグマ対策の実施

※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

≪環境教育・住民参加・地域交流≫

≪農業・観光・情報発信≫

◆H28年度 長沼高校出前授業
◆H30年度 長沼中央小学校出前授業（長沼小学校に統合後も継続）

◆H30年度 鶴居村との交流事業「タンチョウ子ども交流ツアー」

◆H28年度 バードセーバーイベント
◆H28年度 スノーアート制作（R1年度は中止）

◆H28年度 春の渡り鳥観察会（R1年度は中止）

◆H30年度 ロゴマーク作成 ◆R1年度 PR動画制作
◆R1年度 SNS（Facebook）運営

◆H30年度 町内事業者との連携によるタンチョウ商品開発

◆R1年度 兵庫県豊岡市視察

◆町の歴史・自然などを伝える住民ガイド
◆生きものに配慮した農業とブランディング

◆周遊観光ルートの開発・マップ制作

◆応援大使（仮称）の就任

◆R2年度 商品紹介パンフレット制作◆R2年度 商品開発助成
◆R1年度 商業施設出展

◆サポーター設立・増員

赤字：未実施または検討中の事項



令和3年度 地域づくり専門部会の取組計画（案）
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■過年度までの取組の継続

■新規取組

# 実施事項 備考

1
札幌開発建設部の協力による「鳥の駅マオイトー」仮
設と利活用

令和3年度末撤去予定

2 町内の学校への出前授業
長沼町立長沼小学校5年生
北海道長沼高等学校3年生

3 長沼町×鶴居村 タンチョウ子ども交流ツアー
新型コロナウィルス感染症の拡大状況等を踏まえてオ
ンライン開催などを検討

4 「広報ながぬま」における連載記事の掲載 年3回予定（6月、10月、2月）

5 アースデイin円山動物園への出展 ポスター展示を予定

6 マルヤマクラスへのタンチョウPR・物販ブース出展 マルヤマクラス、出展業者との協議による

7 長沼舞鶴小学校の活用の検討
地域住民や企業等も含めた意見交換・合意形成のも
と進める

# 実施事項 備考

1 環境学習イベントの実施
企画詳細別紙。助成金活用予定。
助成金不採択の場合、計画の修正・延期を検討

2 タンチョウと共生する農業およびそのブランド化の検討
企画詳細別紙。助成金活用予定。
助成金不採択の場合、計画の修正・延期を検討

3 タンチョウの保護と両立した観光のためのガイド育成
企画詳細別紙。助成金活用予定。
助成金不採択の場合、計画の修正・延期を検討

4
タンチョウも住めるまちづくりサポーターの制度充実化
の検討

令和3年度の地域づくり専門部会の取組計画（案）は下記のとおり。



環境学習イベントの実施

4

タンチョウとの共生などに関する普及啓発・社会づくりを目的として、環境学習イベントを実施する。

回 内容 時期

1

活動（屋外）
 夏鳥観察会（0.5h）・水辺（水田）の生きもの観察会（1.0h）
活動（屋内）
 屋外活動のまとめ「見られた生きものについて」（1.0h）
※長沼町で鶴居村との交流事業を実施する場合は同時開催とする。

7月

2

活動（屋外）
 秋の渡り鳥観察会（マガン・ヒシクイ・ハクチョウ類）（0.5h）
活動（屋内）
 屋外活動のまとめ「見られた生きものについて」（0.5h）
 バードセーバー作り（1.0h）

10月

3

活動（屋外）
 冬鳥観察会（オジロワシなど）（0.5h）
活動（屋内）
 屋外活動のまとめ「見られた生きものについて」（0.5h）
 バードフィーダー作り（1.0h）

1月

4

活動（屋外）
 春の渡り鳥観察会（マガン・ヒシクイ・ハクチョウ類）（0.5h）
活動（屋内）
 屋外活動のまとめ「見られた生きものについて」（0.5h）
 一年間の振り返り＆●●年版長沼町の生きもの図鑑づくり（1.0h）

3月

企画の実施について

本企画の実施は外部資金を活用することとし、
下記の制度に申請している。

制度： エフピコ環境基金
運営： 株式会社エフピコ
審査結果：令和3年3月に発表予定

企画名称：長沼タンチョウレンジャー
主 催： 長沼町・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
協 力： 長沼おっ鳥クラブ
対 象： 長沼町内に在住の小・中学生 定員15名程度
内 容：
• 年4回の子ども向け環境学習プログラムを開催する。開催日は土曜日もしくは日曜日とする。
• 参加者には「長沼タンチョウレンジャー証」を交付し、参加した回を記録するスタンプカードとする。
• 年5回「長沼タンチョウレンジャー便り」を発行し、参加者および関係者へ送付する。

■イベント（案）

号 発行時期 内容

1
6月末
～7月頭

長沼タンチョウレンジャーについて
7月の活動の案内
タンチョウの様子

2
9月末
～10月頭

7月の活動の結果
10月の活動の案内
タンチョウの様子

3
12月末
～1月頭

10月の活動の結果
1月の活動の案内
タンチョウの様子

4
2月末
～3月頭

1月の活動の結果
3月の活動の案内
タンチョウの様子

5
3月末
～4月頭

3月の活動の結果
タンチョウの様子
一年間の振り返り

■長沼タンチョウレンジャー便り内容（案）



タンチョウと共生する農業およびそのブランド化の検討

5

タンチョウと共生する農業およびそのブランド化の検討を行う。

企画の実施について

本企画の実施は外部資金を活用することとし、
下記の制度に申請している。

制度： エフピコ環境基金
運営： 株式会社エフピコ
審査結果：令和3年3月に発表予定

事例

■実施計画

（１）アンケート調査 【実施時期（想定）：4～5月】
長沼町環境保全型農業推進協議会の農家等を対象として、農業内容、環境配慮の取組状況、
農地の生物環境に対する実感の程度等を把握するアンケート調査を実施する。また、調査を通
じてプロジェクトの協力者を獲得することを目指す。

（２）長沼町における農業と生物の関係の調査 【実施時期（想定）：6～7月】
農薬や化学肥料の施用状況と生物の生息状況、農薬を使用しない除草手法の効果検証、水田
であれば用排水路との接続状況や湛水状況と魚類の生息状況など。アンケートにおいて協力
に同意した農業従事者と連携して行う。結果をまとめ、普及リーフレットとして制作。

（３）事業者へのヒアリング 【実施時期（想定）：8～9月】
農産物を取り扱う事業者に対して、タンチョウとの共生を付加価値とした農産物の取り扱いの可
能性についてヒアリングを行う。

（４）勉強会 【実施時期（想定）：6～10月】
取り組みの方向性を関係者と共有・議論し、取り組みを前に進めることを目的として、勉強会を
定期的に開催する。

■プロジェクトが目指す将来ビジョン
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タンチョウの保護と両立した観光を実現するため、地元住民によるガイドの育成を行う。

回 内容 時期

1 ネイチャーガイドについて

4～9月

2 タンチョウの基礎知識

3 タンチョウの歴史

4 長沼町の歴史・文化

5 タンチョウを呼び戻す地元の取り組み

6 観光ツアーについて

7 モニターツアーその１ 10月

8 モニターツアーその２ 11月

9 フォローアップ 12月

企画の実施について

本企画の実施は外部資金を活用することとし、
下記の制度に申請している。

制度： 地方創生に向けて“がんばる地域”
応援事業

運営： 一般財団法人地域活性化センター
審査結果：令和3年3月に発表予定

事例

コウノトリと共生するまちづくりを進めている
兵庫県豊岡市では、田結地区の住民がガイ
ド団体「案ガールズ」を組織し、来訪者に対し
て地区の歴史や農業、コウノトリの様子など
をガイドしている。

組織名称：長沼タンチョウ・ガイド（仮称）
活動内容：観光ツアー等で長沼町を訪れる来訪者に対して、事前予約制

で舞鶴遊水地や周辺の自然、タンチョウとの共生、地域の歴
史等をガイドする。来訪者に特別な体験・有意義な時間を提
供するとともに、タンチョウや地域の生活・産業との軋轢を回
避できるようタンチョウの観察・撮影マナー等を啓発する。

実施計画：座学およびモニターツアーにより構成される養成講座を町民
対象に開講し、ガイドを育成する。事務局は試走段階では役
場政策推進課が務めるが、自走化を目指す。

■養成講座内容（案）



参考資料１ 

令和 2年度 舞鶴遊水地におけるタンチョウのヒナの成長の様子 

5月 28日 撮影 6月 4日 撮影 6月 12日 撮影 

   
 

6月 19日 撮影 6月 26日 撮影 7月 3日 撮影 

   
 

7月 10日 撮影 7月 17日 撮影 7月 27日 撮影 

   
 

8月 7日 撮影 8月 19日 撮影 8月 27日 撮影 

   
 

9月 8日 撮影 9月 23日 撮影 
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