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タンチョウの飛来・繁殖状況
および来年度の対応について

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



今後の舞鶴遊水地におけるタンチョウ繁殖時の対応について
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想定される
タンチョウの状況

対応内容（案）

舞鶴遊水地内で交尾行動を確認し
たとき（3月頃想定）

⇒ • 舞鶴遊水地の一部立ち入り制限を実施（バリケード設置）
• 報道機関に対して、

１）立ち入りの制限
２）報道自粛
３）地内における取材希望時の対応、等についてお知らせする。

• 立ち入りの制限、報道自粛の期間については、
報道自粛をお願いする期間：孵化後1ヶ月半程度
立ち入り制限を行う期間：幼鳥が十分に飛行できるまで成長するまでを目

途として、この段階で併せてお知らせする。

※ただし、報道自粛、立ち入り制限の期間が終了する具体的な日付について
は、別途、推定孵化日と雛の成長具合により後日改めて報道発表する。

孵化（5月頃想定） ⇒ • 遊水地の一部立ち入り制限を継続
• 孵化後1ヶ月半程度を目途※に、一般へ報道発表。これをもって、報道自粛
も解除とする。

※具体的な日時は、雛の成長具合などについて、有識者のご意見も踏まえな
がら、協議会として判断する。

幼鳥の飛行（9月頃想定） ⇒ • 舞鶴遊水地の立ち入り制限範囲を縮小
• 一般へ報道発表を行い、情報提供を行う。

※具体的な日付は、幼鳥の飛行状況などについて、有識者のご意見も踏まえ
ながら、協議会として判断する。

卵・雛の死亡等 ⇒ • 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。

その他、常時の対応 • 呼び戻す会等との連携（見守り活動：タンチョウ飛来期間中継続）および
千歳川河川事務所（4月～）によりタンチョウをモニタリング

※時期は令和2年度の状況をもとに想定される時期を示しており、
前後する可能性がある。



生息環境専門部会の取組状況

資料２



第4回 生息環境専門部会 開催結果概要
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◆ 令和2年度のタンチョウ繁殖を総括し、令和3年度以降の
タンチョウ繁殖環境の整備・維持管理について議論！

■開催日時：令和3年1月27日(水) 15:00～16:40
■開催場所：オンライン開催（Webexを使用）
■出 席 者：計18名（うち委員10名）

主な検討内容

（１）タンチョウの飛来・繁殖状況および
来年度の対応について

（２）舞鶴遊水地の環境調査結果について

● 舞鶴遊水地内ではヨシ群落、ヤナギ低木林が拡大し、
開放水面は縮小した。

○ 今後も植生のモニタリングが必要。
○ アライグマの駆除体制の拡充を検討することが求めら

れる。

（３）舞鶴遊水地内における採食環境について

● 舞鶴遊水地に堤内の流水を引き込む水路を開削予定。

○ 舞鶴遊水地内の採食資源量によっては、2つがいが繁
殖できる可能性がある。

○ 採食資源となる生物の生息状況を把握することが求め
られる。

（４）令和３年度の環境調査予定等について

○ pHや電気伝導率を面的に把握することが求められる。
○ 環境省が繁殖期ドローン調査および標識調査を検討中。

総括
舞鶴遊水地内のタンチョウ親子
（令和2年8月7日撮影）

■今年はタンチョウが無事繁殖し、
この取組が全国的にも知られ
るようになった。

■ 舞鶴遊水地で2つがいの繁殖
可能性も示唆された。一方、ア
ライグマの駆除体制の強化も
重要である。また、タンチョウ
の生息情報から、広域の観点
の必要性も指摘された。

座長 中村 太士 教授

● 来年度も繁殖が期待され
ることから、想定されるタ
ンチョウの行動と協議会
の対応案を検討。

舞鶴遊水地植生図 アライグマ

舞鶴遊水地内の生物

●事務局からの報告 ○委員からの指摘事項



令和2年度 舞鶴遊水地内の植生のモニタリング結果
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昨年度と比較して、タンチョウの営巣環境となるヨシ群落面積は約1.5倍に拡大。ヤナギ低木林面積が拡大する一方、開放水
面面積は縮小。植生の量的・質的変化に伴い、採食環境も変化することから、今後も植生のモニタリングが必要と考えられる。

　 　
　 　

多 高茎 植物

　 　
　 　

　 　

　 　

平成27年7月

R1 R2
ヨシ群落 102,296m2 ⇒ 149,115m2

ヤナギ低木林 92,122m2 ⇒ 162,146m2

開放水面 22,667m2 ⇒ 8,427m2

令和元年7月

令和2年7月

※イ：イグサとも呼ばれる湿性草本の一種。

開放水面
⇒ H31年度以降顕著に

コカナダモ群落が拡大 開放水面
⇒ 令和2年度には顕著に

マコモ群落が拡大

人工草地
⇒ 顕著にヤナギ低木林が拡大

令和2年9月4日、8日に
特定外来生物
オオハンゴンソウ、
イタチハギの駆除を実施。



令和元年度 微高地の整備後の状況視察
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 専門部会委員の正富名誉教授、矢部教授とともに微高地の状況を視察。No.1及び3の状態を確認した。
 No.1は高い天端でヨシなどが繁茂し、低い天端では植物はまばらだった。No.3ではNo.1よりもヨシが旺盛に生育していた。
 ヨシ群落の成立には3～5年を要するため、継続的なモニタリングが必要と考えられる。

【概要】
日時：令和元年5月29日13:00～15:20
場所：舞鶴遊水地
出席者：札幌市立大学教授 矢部和夫先生

専修大学北海道短期大学名誉教授 正富宏之先生
タンチョウリサーチ代表 正富欣之氏
札幌開発建設部、千歳川河川事務所、長沼町政策推進課、北開水工コンサルタント、日本生態系協会

【結果概要】
 微高地No.1の盛土は砂質土で、ヨシの生育に適している。
 微高地No.3の盛土は粘土と泥炭から成っている。植栽し

ていないにも拘らずヨシが旺盛に生育しているのは、盛
土に混入した根系から再生したためと推測される。

 ヨシ群落での微高地造成時に根系分布深度で掘ること
でヨシ群落を復元できる可能性が示された。

 植栽したヨシが群落になるには3～5年を要する。短期間
で結論を出すのではなく、中長期的なモニタリング（一般
的には10年程度）が重要。

 タンチョウはスゲなどが混生するヨシ群落で、水位が上
がらない場所を営巣に利用する。

 ヤナギ類の侵入に留意する必要があるが、除去のため
に作業者が立ち入る影響も考慮すべき。密生しないので
あれば放置してもよい。

 盛土掘り取り跡の水域は、キツネの接近抑制や採食環
境として有効。

赤く示した微高地にヨシを植栽。

No.１ No.2 No.3

No.4
No.5



令和2年度 舞鶴遊水地内の微高地のモニタリング結果

平成29年度に舞鶴遊水地内5箇所に造成した微高地について、No.5を除く4箇所で植生のモニタリングを実施。No.2をはじめ
としてヨシ群落が成立したが、ドライエリアになったことで外来種を含む乾燥地で有利な植物の侵入も見られたことから、今後
も継続的なモニタリングが必要と考える。
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No.1 No.2 No.3 No.4

設定
天端高 4.3m、4.7m 4.5m 4.3m、4.7m 4.9m

処理 ヨシ植栽 ヨシ植栽 表土復元 ヨシ植栽

ヨシ定着
状況調査

調査方形区 ① ② ③ ④ ① ② ③ ④ ① ② ③ ① ② ③ ④

標高(m) 4.3 4.3 4.7 4.7 4.5 4.5 4.5 4.5 4.7 4.3 4.7 4.9 4.9 4.9 4.9

植物確認種
数(種)

22 31 15 19 21 18 12 13 22 19 6 14 19 13 12

植被率（%） 70 85 100 100 100 100 100 100 70 70 100 100 100 100 100

優占種
ヒメコウガ
イセキショ
ウ

コウガイセ
キショウ類
sp.

シロツメク
サ

シロツメク
サ

ヨシ ヨシ ヨシ ヨシ ヨシ オノエヤナギ ヨシ ヨシ ヨシ ヨシ ヨシ

ヨシ生育高
（cm）

64.1 - 94.6 95 142.9 179.5 173.5 170.6 - - - 167.4 161.4 163.5 172.6

ヨシ稈の総数
(本）

- - - 440 168 487 512

植生図

評価

ヨシ群落はほとんど成立せず、
4.7mの区画では外来種シロツメ
クサが優占。

ヨシが優占しており、当初目的
である「水没しないヨシ植生」は
概ね達成。ただし、各方形区内
でオオカナダオトギリ（①②③）、
オオアワダチソウ（④）などの外
来種も旺盛に侵入。

ヨシ群落も成立しているが、オオ
アワダチソウが広く侵入して優
占。

ヨシ群落も成立しているが、オノ
エヤナギなどのヤナギ類が多く
侵入して低木林を形成。



令和元年度 舞鶴遊水地を利用する鳥類調査結果

 水辺利用タイプ（カモ類など）、草原利用タイプ、森林利用タイプなど、多様な鳥類が計65種確認された。
 重要種は10種確認され、専門家からは将来チュウヒが繁殖する可能性も指摘された。

調査方法 スポットセンサス法 1スポット当たり10分程度
調査地点 舞鶴遊水地内の水域・湿地・草地・樹林 計13箇所
調査時期 春の渡り期（令和元年4月下旬～5月上旬）、繁殖期（同6月上旬～下旬）、秋の渡り期（同10月上旬～下旬）に各2回

種名
重要種カテゴリ

文化財
保護法

種の
保存法

環境省
RL

北海道
RL

ヒシクイ 国天(種) VU N

オオヒシクイ 国天(種) NT N

マガン 国天(種) NT N

タンチョウ 特天(種) 国内 VU Vu

チュウヒ 国内 EN En

ツミ Dd

オオタカ NT Nt

ハヤブサ 国内 VU Vu

マキノセンニュウ NT Nt

ホオアカ Nt

利用環境タイプごとの確認種数

確認種数：12目28科65種
確認された重要種：

オオヒシクイ

チュウヒ
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環境省 北海道 意味
EX Ex 絶滅
EW Ew 野生絶滅
CR Cr 絶滅危惧IA類
EN En 絶滅危惧IB類
VU Vu 絶滅危惧II類

環境省 北海道 意味
NT Nt 準絶滅危惧

N 留意種
DD Dd 情報不足
LP Lp 絶滅のおそれのある地域個体群

レッドリスト カテゴリー区分

※種ごとの利用環境タイプは、北海道鳥類
目録（藤巻,2012）を参考に整理

水辺を利

用する鳥類

アオサギ、

オオハク

チョウなど, 

21

水辺・草原

を利用する

鳥類 タヒバ

リ、タンチョ

ウ, 2
水辺・人里

を利用する

鳥類 トビ、

ハクセキレ

イ, 2

草原を利用す

る鳥類 チゴハ

ヤブサ、チュ

ウヒなど, 10

草原・森林

を利用する

鳥類 カシ

ラダカ, 1

草原・森

林・人里を

利用する鳥

類 アオジ、

カワラヒワ, 

2

森林を利

用する鳥類

オオタカ、ノ

スリなど, 

13

森林・人里を利用

する鳥類 アカゲ

ラ、カッコウなど, 

8

人里を利

用する鳥類

スズメ、ツ

バメなど, 3

海域を利用する鳥類

アマツバメ、ハヤブサ

など, 3



令和2年度 舞鶴遊水地内のアライグマ調査・駆除

千歳川河川事務所によって自動撮影カメラによるアライグマの生息確認調査が行われたほか、長沼町役場によってわな設
置によるアライグマ駆除が行われた。アライグマが水路や防風林をつたって舞鶴遊水地を利用していることが示唆された。
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アライグマの生息確認調査（千歳川河川事務所）

舞鶴遊水地内7箇所に自動撮影カメラを設置し、アライグマの生息確認を行った。
調査期間：令和2年5月11日～7月17日

調査地点と調査結果
アライグマが撮影された地点を黄色い丸で示した。
付記している数値は撮影頻度（個体/日）で、数値が大きいほど
頻繁にアライグマが利用していることを示す。

0.43

0.72

0.01

0.190.68

1.160.24

• 特に捕食リスクが高い抱卵・育雛初期の利用範囲のアライグマ利用実態は不明。
• 「水域2」や「樹林1」では高い利用頻度が確認された。
• 水路や防風林をつたって移動していることが示唆され、水路や防風林への重点的
な対策が有効と考えられる。

アライグマ駆除（長沼町役場）

舞鶴遊水地内2箇所にわなを設置し、アライグマを駆除。
設置期間：令和2年4月14日～12月16日

設置地点

越流堤

嶮淵右岸樋門

設置箇所
捕獲
頭数

嶮淵右岸樋門 4頭

越流堤 2頭

• 越流堤でも捕獲されたが、撮影頻度の高かった嶮淵
右岸樋門での捕獲が多かった。

• 北海道大学と連携し、効果的効率的な駆除対策の検
討を進める。



令和元年度 舞鶴遊水地内の採食資源量調査結果

 令和2年1月8日～2月12日の36日間のうち25日間、タンチョウ1羽による嶮淵右岸樋門吐口付近の利用が確認された。
 嶮淵右岸樋門吐口付近の水域において、採食資源になりうる魚類、甲殻類、水生昆虫類が確認された。

タンチョウの採餌状況の記録

調査方法 自動撮影カメラ
調査地点 嶮淵右岸樋門吐口付近
調査日 令和2年1月8日～2月13日11:25
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個体数
（匹）

湿重量
（g）

備考

嶮淵右岸樋門
吐口付近

488 195

トミヨ属淡水型、
オオエゾヨコエビ、
タイリクバラナタ
ナゴ、モツゴ等

堤内排水 54 13

ウグイ属、エゾト
ミヨ、トミヨ属淡水
型、オオエゾヨコ
エビ

計 542 208

トミヨ属淡水型 オオエゾヨコエビ

餌資源となりうる水生生物の定量捕獲

調査方法 たも網を用いた水生生物の捕獲
調査地点 嶮淵右岸樋門吐口付近、堤内水路
調査日 令和2年2月13日 3人×約30分間

日数 備考

調査日数 36 1/8-31,2/1-12

撮影日数 25
1/9-21,23,25-26,28-29,
2,4-8,11-12

ねぐら入り
確認日数

19
1/9,11-14,16,18-20,23,
25-26,28-29,2/4-8

水中を索餌

ねぐら入り

1/28, 2/7, 2/9に、調査範囲内に穀物が撒かれた
形跡が確認された。

カメラ①

カメラ②

嶮淵右岸樋門

自動撮影カメラ設置位置

撮影方向

撮影された人の手



令和元年度 舞鶴遊水地内の湧水調査結果

調査概要
調査方法 赤外線サーモグラフィカメラを搭載したUAVによる空撮
調査範囲 舞鶴遊水地 初期湛水池及び嶮淵右岸樋門幌内川流入部付近
調査日 令和元年12月9日、令和2年2月19日、3月4日、3月17日

令和2年1月8日に嶮淵右岸樋門流入水の流量観測を実施

9

令和元年12月、令和2年2月、3月にサーモグラフィで水温を調査したところ、冬季に解氷しているのは嶮淵右岸樋門吐口付近
のみに限定され、解氷部で湧水ポイントを確認することはできなかった。不凍水域はほぼ幌内川の流入に依存していると考
えられる。

可
視
画
像

12月9日

水
温
分
布

2月19日 3月4日 3月17日

地点 12月9日 2月19日 3月4日 3月17日

No.1 幌内川流入部 3.6℃ 4.2℃ 5.4℃ 3.7℃

No.2 堤内排水流入部 3.6℃ 0.3℃ 0.7℃ 3.6℃

No.3-1 嶮淵右岸樋門吞口 2.8℃ 4.3℃ 1.6℃ 3.7℃

No.3-2 嶮淵右岸樋門吐口 2.5℃ 4.1℃ 3.0℃ 3.2℃

気温 -1.6℃ 4.8℃ -0.3℃ 3.2℃

黒は-5℃より低い
0℃

15℃

No.1
No.2

No.3-1

No.3-2

• 遊水地東側の丘陵方向から流入するNo.1
は、南側から流入するNo.2と比較して流量
が大きく水温が高い。

• 吐口水路や不凍水域周辺の掘削や、幌内
川の流量増加によって、流水域が広がり不
凍水域を拡大できる可能性がある。

幌内川



凍結

流水あり

令和2年度冬季 嶮淵右岸樋門付近の様子（新水路開削後）

10

○ 令和３年２月３日に嶮淵右岸樋門呑口の水路付替を実施（今年度は断面等を暫定形で施工）。
○ 嶮淵右岸樋門吐口側は、遊水地内の開放水面の形成は当初限定的だったが、徐々に拡大。
○ 雪解け後に状況を確認し、必要に応じて対応を検討する。

確認日：令和3年2月8日

凍結

開放水面が見られる

嶮淵右岸樋門吐口

新水路開削箇所

開削区間

凍結（流水なし）

嶮淵右岸樋門呑口



地域づくり専門部会の取組状況

資料３



第5回 地域づくり専門部会 開催結果概要

2

◆ タンチョウの繁殖による地域の魅力向上を、
地域振興につなげるための取組を議論

■開催日時：令和3年2月12日(金) 18:30～20:00
■開催場所：長沼町役場 3階 会議室
■出 席 者：計15名（うち委員7名） 傍聴者8名

報告・検討内容

（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

総括

舞鶴遊水地内のタンチョウ親子
（令和2年8月7日撮影）

■ コロナ禍により施設利用者が大きく落ち
込む中で、鳥の駅マオイトーの利用者数
が大きく伸びているのは、タンチョウ雛誕
生への関心の大きさを示している。

■ 廃校跡地の利活用は地域活性化の主要
なテーマ。行政には、関係者の意見を聞
いてまとめるだけでなく、自ら将来像を打
ち出し、実現方策を探る役割が求められ
る。

■ 今後の人口減少時代には、遊水地にお
いても多目的に共有・活用するコモンズ
の考え方が重要。

委員からの主な意見

○ 鳥の駅マオイトーの利活用状況
○ 町内の学校への出前授業
○ バードセーバーづくりイベントの開催
○ 長沼町×鶴居村タンチョウ子ども交流ツ

アー（リモート開催）
○ 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
○ タンチョウ関連商品のPR
○ 長沼町外のイベントでの取り組み・商品PR
○ タンチョウイラスト集の制作
○ 「広報ながぬま」における連載記事の掲載
○ タンチョウも住めるまちづくりサポーター制

度の設立
○ 現地見学会の実施
○ 長沼舞鶴小学校の利活用に関する検討
○ タンチョウの保護と両立した観光商品造成

の検討

○ 過年度までの取組の継続
○ 新規取組

○ 現地見学会で長沼町の資源の豊かさを再認識し、多くの方に知っ
てもらいたいと思った。

○ 町内の他の農家にも、「タンチョウも住めるまちづくり」を農産物の
付加価値等へ活用するという意識を持っていただけるように、農協
などとも連携して議論を進めたい。

○ 遊水地の来訪者が増える中、タンチョウの住む環境を守るために
は、見守り隊との連携や観光ガイドの育成などの取組が必要。

(一財)地域研究工房 代表理事

座長 小磯 修二 氏



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



令和元年度 鳥の駅マオイトーの利活用状況
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• 平成29年10月に舞鶴遊水地に仮設した施設について、展示内容の一部リニューアルを実施。

■展示物のリニューアル

■利用者数調査／アンケート調査
平成31年4月～令和2年1月末時点
回答数： 利用者数調査 156件／アンケート調査 68件

OPEN/CLOSED表示の刷新

掲示板の設置
見守り活動情報やイベント情報の掲示

観光パンフレットなどの設置

バードセーバー

27

27

9

2

40

11

3

9

4

1

0 20 40 60

a 双眼鏡

b 望遠鏡

c 図鑑

d 自然や生き物の本

e トイレ

f 自動販売機

g 電灯

h 冷暖房

i 展望施設

j その他

施設に用意してもらいたいもの

47

18

4

6

5

4

0 20 40 60

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

参加したいイベント

その他：
イスを増やしてほしい。
遊水地への誘導看板 等

その他：
ハイキング
そっと見守っていたい 等

87

51
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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

295

365

425
465

200

250

300

350

400

450

500

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

155

42

68

20

4

3

0 50 100 150 200

バードウォッチング

写真撮影

自然観察

散策

観光

その他

110

59

61

0 20 40 60 80 100 120

初めて

2～5回目

5回目以上

50

8

0 10 20 30 40 50 60

a 知っていた

b 知らなかった

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？

35

21

0

0 10 20 30 40

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

18

1

6

11

3

0 20 40

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？



長沼町立長沼中央小学校
対象：5年生 2クラス81名
教科：総合的な学習の時間

正富先生の講話 舞鶴遊水地現地授業

北海道長沼高等学校
対象：3年生
教科：生物（長沼の自然）

加藤会長の講話 舞鶴遊水地見学

長沼町立北長沼小学校 学童保育
対象：北長沼小学校3年生1名、2年生4名
実施日：令和元年12月27日
タンチョウも住めるまちづくりの講話とバードフィーダー工作

令和元年度 町内の学校への出前授業

日程 内容 講師

6月10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

7月1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27日
タンチョウも住めるまちづくりって、
なんだろう？Part2

役場

9月2,4日
舞鶴遊水地に行ってみよう（1クラ
スずつ実施）

千歳川河川事務所

12月5,10日
タンチョウの越冬分布調査に参加
してみよう（1クラスずつ実施）

役場

12月24日
タンチョウも住めるまちづくりの取
組を知ろう

地域づくり専門部会

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）、北長沼小学校
学童保育（新規）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。

日程 内容 講師

6月27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2日 舞鶴遊水地見学 役場

講話 バードフィーダーづくり 6



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



令和元年度 バードセーバーづくりイベントの開催
【開催概要】

日時 令和元年11月10日（日） 9:00～10:30
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12名、大人16名（長沼おっ鳥クラブを含む）
運営 地域づくり専門部会２名、長沼町２名、長沼おっ鳥クラブ

【実施内容】

バードセーバーの台紙（チゴハヤブサ）

①バードセーバーづくり

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。
対策の一つとして、バードセーバーを作った。
子どもたちは、チュウヒと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、鳥の駅マオイトーの窓に貼った。

バードセーバーづくりの様子 窓にバードセーバーを貼った
鳥の駅マオイトーの前で記念撮影

②舞鶴遊水地に飛来した野鳥の観察

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。
堤防に飛来したタンチョウも静かに観察した。

長沼おっ鳥クラブによる野鳥解説

過年度に作成したバードセーバーは、
町内の施設に移設

 長沼町役場 政策推進課
 長沼町児童センターぽっくる
 森下松風庵
 長沼マルシェ

8



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



令和元年度 長沼町×鶴居村 タンチョウ子ども交流ツアー
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平成30年度から鶴居村との連携により、互いの町村を子どもたちが訪れる「タンチョウ子ども交流ツアー」を開催。今年度は2
回目の開催となる。

第１回タンチョウ子ども交流ツアー in鶴居村 第２回タンチョウ子ども交流ツアー in長沼町

開催日：7月6日～7日

参加者：子供29名（長沼町 小学生11名、鶴居村 小学生14名・中学生4名）

開催日：8月31日～9月1日

参加者：子供28名（長沼町 小学生11名、鶴居村 小学生12名・中学生5名）

地元農家のお話を聞く
長沼町の農家から、タンチョウや長沼
町の農業等についてお話を聞く

川の生きもの探し
舞鶴遊水地内水域に生息する生きもの
を観察する

夜の自然観察会
夕食後、宿泊地周辺を散策してカエル
や昆虫などを観察する

活動発表会
鶴居編、長沼編での活動をポスターに
まとめ、一般公開での発表会を開催

タンチョウの巣の観察
今年作られた巣を実際に触ったり座っ
たりして観察

釧路湿原の散策
釧路湿原を散策するイベントに参加し
て、自然観察や生きもの探し

一日目の活動のまとめ
観察したタンチョウ親子や巣がどう
だったかを振り返る

湿原再生事業地の見学
開発局担当者が事業や土地の特徴（泥
炭）など説明。今年タンチョウも営巣



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 長沼町子ども9名、大人2名 鶴居村子ども16名

発表の準備 長沼町の発表

鶴居村の発表 記念写真撮影
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長沼産大豆ピューレを使用。
製造者：ぱん工房陽風堂
イベントでの限定販売

■タンチョウパン

■ようふうの食ぱん

長沼産大豆ピューレを使用。
製造者：ぱん工房陽風堂
販売店：ぱん工房陽風堂

道の駅マオイの丘公園
販売開始： 令和元年10月

■ななつぼし（タンチョウパッケージ）

Yes!clean認証を取得した減農薬米（長沼産ななつぼし
一等米）をイベント限定で、タンチョウパッケージで販売。

■日本酒・甘酒「夢馬追」

長沼産ゆめぴりかを100%使用。

令和元年度 タンチョウをモチーフとした商品開発・販売

平成30年度に引き続き、タンチョウをモチーフとした商品が新たに販売された。

企 画： ながぬま農業協同組合
販 売 店 ： Aコープ ながぬま店
販売開始： 平成31年4月

企画：
ながぬま農業協同組合

■ロゴマーク入りのポロシャツ

タンチョウも住めるまちづくりの
ロゴマークが入ったポロシャツ

販売店：森下松風庵

平成30年度商品
■丹頂ソフト
販売店：

あいすの家 長沼本店
販売開始： 平成30年5月
■羊羹「双鶴と雪」
販売店：

菓子匠 森下松風庵
販売開始：平成30年7月

■長沼丹頂鶴のケーキ

タンチョウをモチーフにしたケーキ

販売店：森下松風庵



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

13

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）



令和元年度 PR動画の制作とSNSでの広報

タンチョウも住めるまちづくりをPRする30秒の動画を制作。都市部の街頭やインターネットなどで放映・公開して、取組を発信。

放映場所HILOSHIビジョン（札幌市）
放映期間令和2年1月31日～2月20日
放映時間７時より21時まで

各時間 8分/14分/23分/29分/
38分/44分/53分/59分

PRステッカー
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■PR動画（30秒）の制作

湿原の広がる大地に
わたしたちが作ったこの町から
いつしかタンチョウは姿を消した

そして
この町にまた
タンチョウが来てくれた

タンチョウが選んでくれる町
それはわたしたちもきっと
豊かに暮らせる町

「ここにしよう」 長沼町
タンチョウも住めるまちづくり

■札幌市街頭ビジョンでの放映 ■SNS（Facebook）ページの開設

PRポストカード
（宛名面・絵面）

ページ名 長沼町タンチョウも住めるまちづくり
URL https://www.facebook.com/NaganumaTancho

■PRグッズの制作



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



令和元年度 「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20回
令和元年6月号

第21回
令和元年10月号

第22回
令和2年2月号



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



マルヤマクラス FOODFESTA

日程： 10月26日(土)・27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

参加事業者：長沼あいす、ながぬま温泉、ながぬま農協、
坂下農園、平田農園、ファームクボタ、Farm Maekawa

令和元年度 長沼町内外のイベントでの取り組み・商品PR
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長沼町内のイベントで取組を紹介したほか、札幌市で行われた食に関するイベントで物販出展し、タンチョウ関連商品のPRを
行った。

夕やけ市

日程： 5～9月の第4土曜日
場所： 長沼ホワイトベース
内容： 取り組み紹介パネル設置・

動画放映

長沼町民文化祭

日程： 11月1・2・3日
場所： 長沼町スポーツセンター
内容： 取り組み紹介パネル設置・

動画放映

マヌガーナの集い

日程： 12月7日(土)
場所： 長沼町民会館
内容： 講演・取り組み紹介パネル

設置・動画放映



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



令和元年度 ふるさと納税制度での活用・全国への情報発信

1 活力と魅力あるまちづくりに関する事業

2 安全で安心なまちづくりに関する事業

3 農業振興に関する事業

4 健康及び福祉の推進に関する事業

5 緑のまちづくりに関する事業

6 教育振興に関する事業

7 未来をひらく人づくりに関する事業

8 タンチョウも住めるまちづくりに関する事業

9 認定特定非営利法人の主体的な地域づくりを支援

長沼町ふるさと応援寄附制度の支援先事業一覧

平成31年4月より、長沼町ふるさと応援寄附制度の支援先事業に「タンチョウも住めるまちづくりに関する事業」が追加され、
返礼品でもタンチョウをシンボルにした商品を活用。
また、1月30日（木）に国土交通省主催により東京で開催された「第4回水辺からはじまる生態系ネットワーク 全国フォーラム」
において、戸川町長からタンチョウも住めるまちづくりの取組紹介を実施。

長沼町ふるさと応援寄附制度の返礼品
（タンチョウをシンボルにした商品）

夢馬追
寄付額：6,000円
提供：株式会社FAMO長沼
容量：720mL

平成31年4月1日～

第4回水辺からはじまる生態系ネットワーク 全国フォーラム

日 時 令和2年1月30日（木）14：00～17：00
会 場 一橋大学 一橋講堂

新潟大学農学部 関島教授の基調講演に続き戸川町長をはじめ、イオン
（株）、日本雁を保護する会、国土交通省からの取組紹介、パネルディス
カッションがあった。

戸川町長の発表の様子
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令和元年度 先進地視察（兵庫県豊岡市）
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視察先 内容

兵庫県立コウノトリの郷公園
豊岡市立コウノトリ文化館

 豊岡市での取組の全体概要
 オープンケージでの生体展示

コウノトリ本舗  コウノトリをシンボルにした商品

豊岡市役所  豊岡市役所の取組とその経緯

ハチゴロウの戸島湿地
 コウノトリの生態
 生息・繁殖環境づくりの取組

田結湿地
 耕作放棄水田での湿地再生
 地区の女性による有料ガイド

豊岡市役所・森津地区  コウノトリ育む農法

八条地区  水田ビオトープ

加陽湿地・水辺公園  河川区域での湿地再生の取組

概要

視察内容

日時： 令和元年11月17日(日)～19日(火)
視察先： 兵庫県豊岡市
参加者： 地域づくり専門部会 伊藤委員、黒田委員、市東委員、東山委員

長沼町政策推進課 駒谷課長、佐藤主幹、桒原主事、平林研修生

コウノトリと共生するまちづくり



令和元年度 タンチョウと“わたし”活動報告会の開催

活動報告

タンチョウの見守り活動と先進地視察報告 徳島県鳴門市

【座談会での主な意見】

 タンチョウ商品の売れ行きはあまり良くない。地域全体で商品が増えて
いけば、タンチョウ商品を求めて来る人も多くなるのではないか。
⇒店頭にPOP等が見当たらず、店員に商品の有無を尋ねたことがある。

商品の存在をもっとPRしてはどうか。

 タンチョウも住めるまちづくりの将来の目標像はどのようなものか。

 経済だけでなく、社会や教育の面でもタンチョウを活用してほしい。
⇒長沼町では、小学校、高校での授業やイベントの開催など、社会・環

境教育面でもタンチョウを活用している。

タンチョウも住めるまちづくりの取組状況を町民向けに報告し、意見交換を行う活動報告会を開催
日 時 ： 令和2年1月18日（土）15:00～16:30 / 場 所 ：長沼町民会館1階 大集会室
出席者：71名 ※地域づくり専門部会委員、町民等のほか、徳島県鳴門市より5名が参加し、終了後に取組の話題提供が

あった。

タンチョウの関連商品の開発秘話と事業者の思い

○タンチョウソフト
(株)長沼あいす あいすの家本店 山口 幸太郎氏

ソフトクリームの曲がり具合でタンチョウのくちばしを
表現している。そこに至るまで、苦労した。

○双鶴と雪、長沼丹頂鶴のケーキ、ポロシャツ
(有)森下松風庵 森下 伸 氏

長沼丹頂鶴のケーキは、タンチョウを一つずつ手描
きしているため、パティシエは苦労しているが、お客
さんの評判は良い。

○タンチョウパン、ようふうの食ぱん
(福)長沼陽風会 山崎 昭二 氏

見た目のほか、なによりパンのおいしさと、障害者支
援施設として障がい者の方が作れるパンということに
こだわった。

○夢馬追
ながぬま農業協同組合 柴田 佳夫 氏

タンチョウのロゴを使った第1号の商品。お酒らしくな
いパッケージにこだわった。

先進地視察報告 コウノトリと共生する兵庫県豊岡市

タンチョウも住めるまちづくり 地域づくり専門部会 東山 哲智 氏
• 豊岡市では一見実現不可能な事業であっても、知恵とアイディ

アでハードルを突破していた。
• 生息環境専門部会とも連携しながら、タンチョウも住める農法

を考えて、長沼町の農業を盛り上げていきたい。

舞鶴遊水地にタンチョウを呼び戻す会
加藤 幸一 氏、柳原 茂 氏、菊澤 巧 氏
• タンチョウに来てもらい長沼町を盛り上げる

ため、見守り活動を続けている。
• 鳴門市では、れんこんをコウノトリによりブ

ランド化し販売するだけでなく、ツアーも試
行されていた。
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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

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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
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令和2年度 タンチョウも住めるまちづくりサポーター制度の設立

25

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



令和2年度 長沼舞鶴小学校の利活用に関する検討

26

# 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15日 ミサワホーム株式会社

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

27

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
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

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



令和2年度の今後の予定

28

下記のとおり、スノーアートの制作イベントを予定している。

40m

80m

行事名 タンチョウのスノーアートを作ろう！
日時 1日目 3月2日(火) 9:00～11:30

2日目 3月3日(水) 9:00～11:30
場所 旧長沼舞鶴小学校 校庭
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
対象 タンチョウも住めるまちづくりやスノーアートに興味のある方

※事前申込が必要。
※未就学児は保護者同伴必須。

服装 汚れてもよく、動きやすい暖かい服
※融雪剤は服につくと取れなくなる可能性がある。

持ち物 （あれば）持ち手のついたペットボトルやバケツ
備考 天候、積雪状況、感染症の状況等を踏まえ、実施を判断する。

スノーアートのデザインは長沼小学校5年生が授業で作成する。

平成30年度の実施風景（場所は舞鶴遊水地）



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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