
タンチョウも住めるまちづくり検討協議会 

第 6 回地域づくり専門部会 

 

開催方法：書面 

 

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について 

３. その他 

４. 閉会 
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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について 

資料 3：来年度の地域づくり専門部会の取組について 

参考資料 1：令和 3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 
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タンチョウの飛来・繁殖状況

資料1-1



令和2,3年度のタンチョウの繁殖および対応状況（1/2）

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1

繁
殖
の
状
況

令
和
２
年
度

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

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

令
和
３
年
度

3/9
つがいと子の
飛来確認
3/28
つがいの造巣
行動を確認

4/1
就巣確認
4/5
卵2個確認
4/18
遊水地水位上
昇、巣の嵩上
げ行動確認

5/7
卵1個確認
5/10
雛1羽確認
5/11
離巣

6/17
オスの換羽を
確認
6/24
メスの換羽を
確認

7/20
ヒナの羽ばた
き練習を確認

8/20
オス・メスの
換羽終了を確
認
ヒナの遊水地
内での飛翔を
確認

9/7
幼鳥の堤内へ
の飛行を確認

10/17
幼鳥行方不明。
前日水路落ち
負傷との情報
10/23
幼鳥発見。左
翼に負傷

12/17
午前に確認さ
れたのち、確
認されなくな
る

協
議
会
に
よ
る
対
応

令
和
２
年
度

令
和
３
年
度

4/1 立ち入り制限の実施
（バリケード・看板の設置）

3/31 報道機関への
報道自粛依頼

【繁殖期の途中で卵・雛の死亡等があった場合】
再度の繁殖の可能性などについて、有識者のご意見を踏まえた上で、
状況に応じて、立ち入り制限範囲の縮小、報道自粛の解除などについ
て、報道機関へお知らせする。

4/3 バリケード設置による立ち入り制限の実施 9/25

4/6 報道機関への 5/29
報道自粛依頼

そ
の
他
の
想
定

6/1
ヒナ誕生の報道発表
（札幌開発建設部・環境省・長沼町同時）

2/29 新型コロナにより全国の国交省施設休館となったため
鳥の駅マオイトー閉鎖

5/16 鳥の駅マオイトー
一時閉鎖

（図は次頁）

6/18 タンチョウ行動範囲変化
のためバリケード移動

8/3 対策を実施して再開

6/30 ヒナ誕生を報道発表（札幌開発建設部・環境省・長沼町同時）
報道機関への報道自粛依頼解除

※鳥の駅マオイトーの閉鎖・再開は
新型コロナに伴う公共施設の
開館状況等を踏まえて判断

8/27 鳥の駅マオイトー
一時閉鎖

6/24 再開

9/14 幼鳥飛行確認のため
制限解除・報道発表

10/1 再開

10/25 幼鳥負傷のため
立ち入り制限・報道発表

2

1月 2月 3

1/27 鳥の駅マオイトー
一時閉鎖



令和3年度のタンチョウの繁殖および対応状況（2/2）

バリケード設置位置

通行できない範囲

立ち入り制限範囲

（令和3年4月1日～9月14日。6月18日一部変更）

（令和3年10月25日～現在）

バリケードに設置した看板

6/18バリケード移動

3

新型コロナウイルス感染症対策に伴う一時閉鎖のお知らせを鳥の駅マオイトーへ掲示

（令和3年5月16日～6月23日、8月27日～9月30日、令和4年1月27日～現在）



地域づくり専門部会の取組状況

資料2

1



鳥の駅マオイトーの利活用状況

2

鳥の駅マオイトーの年間利用者数

※１ 2017年度は10月12日から集計開始。
※２ 下記期間は新型コロナ対策のため鳥の駅マオイトーを閉鎖した。

2019年度： 2月28日～3月31日（計32日間）
2020年度： 4月1日～8月3日（計125日間）
2021年度： 5月16日～6月23日、8月27日～9月30日、

1月27日～（2022年1月末現在、計79日間）
※2022年1月31日時点

パネルなどの設置資料は、わかりやすかったですか？

アクセスで迷ったことがあれば教えてください この観察施設の使いやすさや雰囲気はいかがですか？

この観察施設をより良くするために求めたい機能はありますか？

この観察施設の利用が有料だとしたら、
１回の利用あたりいくらまでなら支払いますか？

金額記入 21

有料なら
利用しない

6

最大値 500円

平均値 223.8円

中央値 200円

最小値 100円
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各年度とも、1月末までの集計値
赤字は年度末までの集計値
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舞鶴遊水地の治水機能

タンチョウも住めるまちづくりの取組

タンチョウはどのような鳥か

タンチョウの観察・撮影マナー
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自然観察機能（双眼鏡や望遠鏡、展望台など）

普及啓発機能（図鑑・資料コーナーなど）

休憩機能（トイレや自動販売機など）

飲食機能（カフェやレストランなど）

販売機能（農産物や加工品の販売コーナーなど）

宿泊機能（ホテルなど）

案内機能（音声・映像案内、案内人の配置など）

その他



広報ながぬま「タンチョウ博士のお話」掲載

今年度も引き続き、広報ながぬま（毎月1日発行、長沼町内の全世帯へ配布）に「タンチョウ博士のお話」を年3回掲載しました。
掲載月は6月、10月、2月。執筆は専修大学北海道短期大学名誉教授 正富宏之先生に依頼しました。

3

第26回
「タンチョウはワンゲル部員ですか？」

広報ながぬま2021年6月号に掲載

第27回
「今年“も”タンチョウは子育て中！」

広報ながぬま2021年10月号に掲載

第28回
「ふたたび、君の名は？」

広報ながぬま2022年2月号に掲載



町内の学校への出前授業等

4

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。

◆長沼町立長沼小学校

対象： 5年生 2クラス70名
教科： 総合的な学習の時間 ※平成30年度からの継続

◆北海道長沼高等学校

対象： 3年生 2クラス35名
教科： 生物（長沼の自然）
※平成28年度からの継続

日程 内容 講師

6月15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

7月16日
タンチョウも住めるまちづくり
生息環境の取り組みを知ろう

長沼町役場

8月23・24日 舞鶴遊水地に行ってみよう
千歳川河川事務所
長沼町役場

11月9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30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
伊藤隆弘委員
長沼町役場

12月3・8日
タンチョウ越冬分布調査に参加し
よう

長沼町役場

2月 スノーアートをつくろう！

日程 内容 講師

6月25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

6月30日 舞鶴遊水地見学
千歳川河川事務所
長沼町役場

室内授業 嶮淵川の生物観察

室内授業 タンチョウ観察

◆長沼町立長沼中学校

対象： 3年生
教科： 道徳
「タンチョウ博士のお話」
第24・25回を教材として活用した。

※授業の対応は行っていない。



秋の渡り鳥の学習と観察

なぜ秋にマガンやハクチョウな
どが長沼町にやってくるのかを
学習しました。

タンチョウ探し

舞鶴遊水地で子育てをするタン
チョウは、ヒナが飛べるように
なりました。
バスに乗ってタンチョウ探し。
舞鶴遊水地の近くの畑で発見！

川の生きもの探し

舞鶴遊水地の中の水辺にはどん
な生きものがいるのかな？
網を使って魚や昆虫を捕まえま
した。

環境学習イベントの開催（長沼タンチョウレンジャー）

5

タンチョウも住めるまちづくりの一環として、環境学習イベント「長沼タンチョウレンジャー」を夏編と秋編の2回開催しました。舞
鶴遊水地でのタンチョウをはじめとした野鳥の観察を行ったほか、舞鶴遊水地内の水辺で水の中の生きもの探しをしました。

タンチョウ観察バスツアー

舞鶴遊水地の野鳥観察

小鳥が窓ガラスに衝突するのを防ぐ
「バードセーバー」づくり台紙を配布しました。

ホオアカ

オオジュリン



長沼町×鶴居村 タンチョウ子どもオンライン交流会

6

平成30年度から実施している鶴居村との交流について、新型コロナ対策のため、昨年度に引き続きオンライン交流会を開催
しました。長沼タンチョウレンジャー秋編で実施した川の生きもの探しの結果を使って鶴居村と対決しました。

長沼町側で撮影した記念写真 鶴居村側で撮影した記念写真

【開催概要】

日 時：令和3年11月23日(火・祝)
10:00～12:00

開催形態：オンライン（ZOOMを使用）
参加人数：長沼町 小学生 6名

鶴居村 小学生・中学生 計13名

【プログラム】

１．アイスブレイク（webあっち向いてホイ）
２．各地域の自然と活動の紹介
３．川の生きもの探しの様子照会・結果対決
４．記念品（プレゼント）の交換



第15回アースデイin円山動物園へのパネル展示

令和2年度に引き続き、タンチョウも住めるまちづくりの普及啓発のため、イベント「第15回アースデイin円山動物園」のパネル
展に参加しました。コロナ対策の動物園休園に伴い期間が短縮されましたが、1週間パネルが展示されました。

【開催概要】
期間 令和3年8月21日（土）～8月29日(日)

※コロナ対策による動物園休園
に伴い27日に終了した

会場 札幌市円山動物園 動物園センター
科学館ホール

主催 アースデイin円山動物園実行委員会
共催 札幌市円山動物園
参加団体 17団体

順位 団体名 いいね数

第1位 円山動物園ボランティア会 27

第2位 狼祭実行委員会 26

第3位
(一社)MOAインターナショナ
ル +1花プロジェクト

21

第8位 長沼町 13

各団体のポスターと併せて、来訪
者が「いいねシール」を貼れる台紙
を設置。開催後、団体ごとの「いい
ねシール」獲得数を集計。

7



札幌市の商業施設での情報発信＆物販出展

8

令和元年度、令和2年度に引き続き、札幌市中央区の商業施設「マルヤマクラス」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を行いました。

【開催概要】

イベント名：タンチョウがはこぶ

ながぬま秋の恵みマルシェ

日 程：10月23日(土)・24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

• タンチョウも住めるまちづくりやふるさと納税の

情報発信パネルブースを設置。

年度 日程
来場者数
（人）

売上
（円）

令和元年度 10/26-27 764 865,190

令和2年度 10/17-18 842 636,790

令和3年度 10/23-24 940 709,765

◆参加事業者と販売商品

事業者 販売商品

ながぬま温泉 源泉豆腐、かりんとう饅頭、羊羹「双鶴と雪」

農業者グループ（坂下農園、
平田農園、ファームクボタ、
ファームマエカワ）

農産物
米、大豆、ブロッコリー、玉ねぎ、アボチャ、人
参、大根、じゃがいも、さつまいも、など

工房 楓
木工品
タンチョウも住めるまちづくりロゴ入りマグネッ
ト、ミニコースター、小物入れ、ペーパーナイフ



長沼タンチョウ・ガイド講座

【開催概要】

第1回 日時 令和3年7月31日（土） 13:00～17:00

場所 ながぬまホワイトベース

内容 講義１「ガイドの方法と役割」

エコネットワーク代表 小川 巌 氏

講義２「タンチョウとは」

専修大学北海道短期大学名誉教授 正富宏之 氏

講義３「タンチョウの歴史と文化」

北海道大学准教授 久井貴世 氏

第2回 ※動画配信方式に変更

内容 講義４「タンチョウを呼び戻す地元の取組」

舞鶴遊水地にタンチョウを呼び戻す会会長 加藤幸一 氏

講義５「長沼町の歴史」

長沼町文化財保護委員 山下光雄 氏

講義６「救命救急」

南空知消防組合長沼支署

第3回 日時 令和3年10月9日（土） 10:00～16:00

場所 舞鶴会館、舞鶴遊水地

内容 講義７「観光ツアーについて」

北海道中央バス株式会社シィービーツアーズカンパニー

統括マネージャー 嶋田浩彦 氏

ツアー行程づくりワークショップ

一般を対象とした「長沼タンチョウ・ガイド講座」を計3回開催し、専門家や呼び戻す会等による講演を行いました。また、ガイド
として活動する意欲のある受講者は、北海道中央バス株式会社のモニターツアーでガイドとして実際に活動しました。

n = 19

その他の回答：
• 母親の付き合い
• 長沼のタンチョウの

ことを知りたかった
から

• 長沼の歴史を知りた
かった

7

16

3

0 5 10 15 20

ガイド活動に関心

があったから

講座の内容に関心

があったから

その他

講座に参加しようと思った理由 （複数回答可）

第1回講座

第3回講座 ワークショップ

第2回講座（動画）
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長沼タンチョウ・ガイド モニターツアー

【開催概要】

内 容 舞鶴遊水地でのガイドを含む札幌発着日帰りバスツアー
催行者 北海道中央バス株式会社シィービーツアーズカンパニー
日 程 第1弾 令和3年11月6日（土）

第2弾 令和3年11月20日(土)
ガイド 第1弾5名、第2弾6名
ツアー客 第1弾9名、第2弾20名

「長沼タンチョウ・ガイド講座」の受講者が実際にガイドとして活動するモニターツアーを、北海道中央バス株式会社との連携
により開催しました。2日程で延べ29名が舞鶴遊水地を訪れ、タンチョウの観察マナー等を学びました。

長沼タンチョウ・ガイドに期待すること

• タンチョウの生態や生活の様子
• タンチョウ以外の生きものの紹介
• 写真や映像を用いた紹介
• 来訪者増に対し如何にタンチョウと共存するか
• 活動の継続 など

【ツアーの特徴】

• 札幌発着の日帰りバスツアー。
• 舞鶴遊水地では、長沼タンチョウ・ガイド講座を受講したガイドが

解説。
• ツアー参加者には、タンチョウの優しい観察の仕方を学んだ証

として、ノベルティバッジをプレゼント。
• お土産付きのツアー。お土産にはタンチョウ商品を活用。（夢馬

追の甘酒、トマトジュース「タンチョウのごほうび」）
• バス車内でHTB制作番組「たづ鳴きの里」を上映（第2弾のみ）。

• 第1弾は客が少人数で属性に合わせた説明の
仕方が可能だったが、第2弾は大人数のため説
明の仕方を変える必要があった。

• 鳥の駅マオイトーの入り口の段差など、高齢の
方などへの配慮が必要。

• タンチョウへのストレスや農家への迷惑回避の
ため、遊水地以外での観察はしない方が良い。

• タンチョウ観察は貴重な体験。遊水地以外の観
察可否ゾーニングや、農家の声を伝えるなどの
工夫をしてはどうか。 など

長沼タンチョウ・ガイドの話で印象に残ったこと

• タンチョウの観察の仕方、マナー
• 餌付けをせず地域全体で見守っていること
• ガイドの熱意、タンチョウに対する愛 など
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JALスカイ札幌 地域活性化事業室勉強会「地域を知る」

株式会社JALスカイ札幌が、旧長沼舞鶴小学校校舎を活用して社員向け勉強会を開催し、千歳市役所、長沼町役場が講演
しました。長沼町の農業やタンチョウも住めるまちづくりについて講演したほか、舞鶴遊水地の見学も実施しました。

【開催概要】

行事名 地域活性化事業室勉強会「地域を知る」
開催者 株式会社JALスカイ札幌 地域活性化事業室
日 程 第1回 令和3年10月20日(水)

第2回 令和3年10月28日(木)
第3回 令和3年11月11日(木)
第4回 令和3年11月17日(水)
各回10:00～17:00で、勉強会の内容は同じ。

参加者 対象はJALスカイ札幌の社員で全4回、計49名
ほか、地域の農業者等が同席した。

【プログラム内容】

現地見学１「キウス周堤墓墳」（千歳市）
セッション１「JALが取り組む地域活性化活動について」
セッション２「千歳市を知る／新千歳空港の歴史」
セッション３「長沼町を知る／タンチョウも住めるまちづくり」
グループディスカッション「私たちができる地域貢献」
現地見学２「舞鶴遊水地」（長沼町）

【グループディスカッションで出た意見】

• まずはプライベートを含め地域に関わり、知ることが大事。
• 空港内のラウンジや搭乗口等で地域のことをPRするパネルを設置

してはどうか。
• 搭乗客に渡すメッセージカードや、バゲージベルトを活用した情報発

信ができるのではないか。
• 「タンチョウジェット」をつくり、関連商品を機内販売してはどうか。
• 地域を巡るバスツアーを企画してはどうか。

長沼町の講演 グループディスカッション

舞鶴遊水地見学同席した農業者の発言風景

旧長沼舞鶴小学校
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企業・団体との関わり

企業・団体との連携を推進しました。

【イオン 幸せの黄色いレシート キャンペーン】

イオンは、毎月11日の「イオン・デー」に「イオン 幸せの黄色いレ
シート キャンペーンを実施している。
本キャンペーンは、購買客がレジ精算時に受け取った黄色いレ
シートを地域のボランティア団体名が書かれた店内備え付けの
BOXに投函することで、レシート合計の1%分の品物をイオンが各
団体に寄贈する取組。
舞鶴遊水地にタンチョウを呼び戻す会が令和3年3月より本キャン
ペーンに参加している。
設置店舗：マックスバリュ上江別店

（北海道江別市上江別442番地16号）
期間： 令和3年3月～
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◆イオン株式会社・イオン北海道株式会社

商号 イオン株式会社
本社所在地 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1
設立 1926年9月

【季刊PR誌「イオンマガジン」への掲載】

イオンが発行する季刊PR誌「イオンマガジン」は、毎号1団体、幸
せの黄色いレシートキャンペーンの参加団体を紹介している。
令和3年11月発行のvol.75において、舞鶴遊水地にタンチョウを
呼び戻す会が紹介された。
バックナンバーはイオンWebサイトで公開している。

マックスバリュ上江別店に設置されているBOX

イオンマガジンVol.75
表紙

舞鶴遊水地にタンチョウを
呼び戻す会 紹介記事

事業内容 小売、ディベロッパー、金融、サービス、およびそれに関連する事業を営む会社の
株式または持分を保有することによる当該会社の事業活動の管理

（2021年5月現在）



企業・団体との関わり

企業・団体との連携を推進しました。

【寄附】

株主総会において議決権の電子行使により削減された郵送費用
と手数料の一部を、タンチョウも住めるまちづくりに役立てるため
に長沼町に寄附した。
令和3年度は、3,478名の株主が電子的方法により議決権を行使
し、寄附額は347,800円となった。

展示ポスター
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◆伊藤忠エネクス株式会社

商号 伊藤忠エネクス株式会社
本店所在地 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 霞が関ビルディング27階～29階
設立 1961年1月28日
事業領域 社会インフラとしてのエネルギーから、人を育み、くらしと心を豊かにするエネルギーまで （2021年3月31日現在）

【東京都港区パネル展でのPR】

同社が加盟している「生物多様性みなとネットワーク」（東京都港
区主催）が開催する生物多様性パネル展にポスターを展示した。
行事名： みなと生物多様性パネル展
期間： 令和4年1月29日(土)～2月17日(木)

伊藤忠エネクスの展示は2月8日(火)～17日(木)
会場： 東京ポートシティ竹芝3階まちづくりプラザ

（東京都港区海岸1-7-1）

伊藤忠エネクス株式会社第61回定時株主総会招集通知より引用



来年度の
地域づくり専門部会の取組について

資料3

1



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



地域づくり専門部会の取組計画について

3

■取組の継続

実施事項 備考

「鳥の駅マオイトー」仮設と利活用 札幌開発建設部の協力による

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

舞鶴遊水地を活用した環境学習イベント

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

「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）

町外の環境イベントへの出展
アースデイin円山動物園（札幌市）を想定。
ポスター展示を予定

タンチョウ関連商品の開発と販売・PR

町外の商業施設へのタンチョウPR・物販ブース出
展

マルヤマクラス（札幌市）を想定。
商業施設、出展業者との協議による

「長沼タンチョウ・ガイド」事業及び旅行事業者
との連携

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

これまでの地域づくりの取組を継続し、地域住民へのPR・普及啓発に取り組むとともに、民間事業者等との連携による地域
経済活性化を推進します。



タンチョウ報告会の開催
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【開催概要】

日程及び会場は、新型コロナウイルス対策状況を踏まえて決定する。
開催時間 13:00～14:30（開場：12:30）

12:30～15:00 写真展を同時開催
会場候補 長沼町総合保健福祉センターりふれ 2階 研修室A・B

◆（１）2021年のタンチョウの暮らし

舞鶴遊水地にタンチョウを呼び戻す会加藤会長より、2021年
のタンチョウの暮らしを紹介する。3月の飛来から舞鶴遊水地内
での繁殖、10月の幼鳥怪我、11月のナベヅル飛来などを取り上
げる。

◆（２）2021年の地域づくりの取組報告

長沼町役場より、タンチョウをシンボルとした地域づくりの
取組状況について報告する。商品づくり、札幌市商業施設での
PR＆物販、ガイド講座、モニターツアー、JALの地域活性化事業
室勉強会などを取り上げる。

◆写真展

同日、ふれあいホールで写真展を開催する。日頃より舞鶴遊
水地やその周辺で写真撮影しているバードウォッチャー、カメ
ラマン等へ写真の展示を呼びかける。

タンチョウの生息状況や地域づくりの取組状況を長沼町民と広く共有することを目的として、タンチョウ報告会を開催します。

時間 研修室A・B ふれあいホール

12:30 開場

写真展

13:00～
14:30

タンチョウ報告会

14:30～
15:00

休憩

15:00～
16:30

呼び戻す会第8回通常総会

舞鶴遊水地にタンチョウを呼び戻す会との連携

舞鶴遊水地にタンチョウを呼び戻
す会の通常総会との連携開催を
検討する。

第5回通常総会（H30年度）の様子

◆全体のタイムテーブル（案）



機内食風ランチ（イメージ）

• 夏休み時期（7～8月）に札幌発着の日帰りバスツアー
を催行する。

• 「舞鶴小学校」で、
★タンチョウとの共生を学ぶプログラム
※長沼タンチョウ・ガイドによる説明
※JALの環境に関する取組との連携を検討

★昼食
※機内食風ランチを検討
※長沼産農産物の活用を検討

• 立ち入り制限中の「舞鶴遊水地」をガイド付きで周遊

• ターゲットを道外から観光にいらっしゃる方・家族とし、
北海道観光の最後の一日を長沼で過ごしてもらうとい
うコンセプトで帰路では新千歳空港に立ち寄り、空港
でも降車できるようにする。

企業・団体との連携事業
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企業・団体との連携を推進し、農業や観光に係る事業を検討、実施します。

◆モニターツアーによる舞鶴遊水地の利活用の試行
【連携】株式会社JALスカイ札幌・北海道中央バス株式会社

◆舞鶴遊水地内でのタンチョウ観察について

令和4年度も舞鶴遊水地でタンチョウが繁殖した場合立ち入り制限を実施する予定
だが、本計画では制限区域内のバス進入を想定する。これには下記の効果を見込む。

• 立ち入り制限を実施するとともに、限定された車両（ガイド付き）のみ進入可とする
ことで、タンチョウの保護と地域づくりを両立させる。

• タンチョウが農地ではなく遊水地を利用する期間に催行することで、地元農業への
迷惑を避ける。

また、開催に当たってはタンチョウへの悪影響を回避するため、令和2年度に実施し
た現地見学会の経験を踏まえ、専門家への相談の上、ガイドによるマナー啓発、車
両内からの短時間の観察等に配慮する。

【関連するこれまでの取組】

地域づくり専門部会現地見学会

令和2年8月、タンチョウ繁殖のため立
ち入り制限中の舞鶴遊水地において、
関係者及び町民を対象とした現地見学
会を開催した。

オーバーツーリズムを抑制し、「タンチョウとの共生」を観光資源とする舞鶴遊水地の
利活用を、企業・団体との連携のもと検討・推進する。



地域づくり専門部会の取組と目指す姿
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地域づくり専門部会の現在の取組を整理し、地域づくり専門部会の目標である「地域の活性化」との関係性を整理しました。

地域の活性化

地域住民の愛着醸成

長沼町民向けにタンチョウも住めるまちづくりの取組
やタンチョウの生活等を発信し、愛着の醸成を促進す
る。

◆町内の学校への出前授業
◆舞鶴遊水地を活用した環境学習イベント
◆長沼町×鶴居村 タンチョウ子ども交流ツアー
◆広報ながぬまにおける連載記事の掲載
◆ SNSや動画による情報発信
◆タンチョウ報告会の開催
◆テレビ局・新聞社等のメディアの活用・協力

舞鶴遊水地を活用した観光の活性化

オーバーツーリズムを抑制し、「タンチョウとの共
生」を観光資源とする舞鶴遊水地の利活用を、企業・
団体との連携のもと検討・推進する。

◆「鳥の駅マオイトー」の仮設と利活用
◆旧長沼舞鶴小学校の活用の検討
◆舞鶴遊水地を活用した環境学習イベント
◆長沼タンチョウ・ガイドの育成
◆旅行商品の造成
◆テレビ局・新聞社等のメディアの活用・協力

交流人口・関係人口の創出

タンチョウも住めるまちづくりの取組を町外に発信す
ることで長沼町の認知度や関心を向上させ、交流人
口・関係人口を創出する。

◆ SNSや動画による情報発信
◆町外の商業施設へのタンチョウPR・物販ブース出展
◆町外の環境イベントへのタンチョウPR出展
◆ふるさと納税等でのタンチョウも住めるまちづくり

のPR
◆旅行商品の造成
◆テレビ局・新聞社等のメディアの活用・協力

生態系ネットワークの効果を町全体に波及

舞鶴遊水地を活用した方策と連携して、町全体でもタ
ンチョウをシンボルとした施策を検討・推進する。

◆タンチョウ関連商品の開発と販売
◆町外の商業施設へのタンチョウPR・物販ブース出展
◆町外の環境イベントへのタンチョウPR出展
◆ふるさと納税等でのタンチョウも住めるまちづくり

のPR
◆テレビ局・新聞社等のメディアの活用・協力
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令和 3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 13日 撮影 5月 14日 撮影 6月 10日 撮影 

 

親鳥とヒナ 

 

生まれて数日のヒナ 

 

親鳥とヒナ 

 

6月 17日 撮影 6月 24日 撮影 6月 24日 撮影 

 

換羽中の親鳥 

 

換羽中の親鳥 

 

伸びをするヒナ 

 

7月 20日 撮影 8月 10日 撮影 8月 20日 撮影 

 

羽ばたくヒナ 

 

羽ばたくヒナ 

 

飛翔するヒナ 

 

9月 3日 撮影 10月 13日 撮影 11月 22日 撮影 

 

飛翔する親鳥とヒナ 

 

親鳥と幼鳥 

 

索餌する親鳥と幼鳥 
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