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▲ 昨年の営巣地整備作業の様子

このこあじ冊子は、トヨタ自動車株式会社の「トヨタ環境活動助成プログラム」の助成金を受
けて作成しています。

こあじ冊子

【日時】3月28日(土)、29日(日)　9:30～15:30
※半日のみの参加もOKです。
※保険の関係上、事前申込みをお願いします。

【対象】小学生５年生以上
※中学生未満は親の同伴が必要です。

【集合時間】
1日・午前のみ参加の方…9:30
午後のみ参加の方…12:45
【集合場所】
東京モノレール「昭和島」駅「森ヶ崎水再生セン
ター側改札」脇の職員通用口付近
※車でのお越しは、ご遠慮ください。

営 巣 地 整 備 作 業 のお知らせ
【作業内容】
貝殻敷き、雑草対策（草むしり）、捕食者対策
（カラス除け修復・増設など）、シェルター設
置、清掃及び危険物除去
【持ち物】
弁当（１日参加の方は必ずお持ちください。）、
水筒、軍手、タオル、汚れてもいい服装、動きや
すい靴、保険代50円
【申込み方法】
メール又は葉書に「氏名」「住所」「電話番号」
「作業希望日」「HPが見られるかどうか」を記
入の上、3月24日までにお申し込みください。

※同封のチラシをご覧ください。



東京湾をさまようコアジサシの現状 
シンポジウム「絶滅から救え、コアジサシ！」報告

シンポジウムのねらい：さまよえる鳥、コアジサシを守るには...
「コアジサシは一か所にとどまらない。だから、コアジサシを守るには、広い範囲にわたって

営巣地を保全することが大切...」私たちが森ケ崎水再生センター屋上で営巣地を守る活動を始め
るとき、何人ものコアジサシ関係者から聞いた言葉です。リトルターン・プロジェクトの活動も今
年で８年目。そろそろ森ケ崎の我が家だけでなく、東京湾全域や日本各地にも目を向け、活動範
囲を広げるときが来ているのではないでしょ
うか。
広域にわたる活動や調査を進めるために

は、似た目的をもったグループどうしのネット
ワークづくりが有効です。コアジサシとその保
全に関する情報を交換し、必要であれば一緒
に調べたり、保全活動を進めたりするための
ネットワークです。
そんな「コアジサシ・ネットワーク」づく

りの第一歩として、私たちは東京湾で活動す
る水鳥調査会と日本野鳥の会神奈川支部に声
をかけ、東京、神奈川、千葉でのコアジサシ
の現状と保全活動の情報交換を目的としたシ
ンポジウムを開きました。その概要を報告し
ます。

森ケ崎のコアジサシはどこへ行った? (藤田剛：リトルターン・プロジェクト)
過去7年間の森ケ崎水再生センター屋上でのコアジサシ営巣数は、最大約2000 
(2003年)、最小 0  (2008年) と大きく変化しました。その営巣数は、砂利などを敷いた
営巣地面積とはあまり関係がないようでした (図)。

　卵が無事に孵った割合は、営巣数が多い年ほど高く
なっていました。営巣数と孵化割合の季節変化をみる
と、100巣より多い時期に卵が孵る割合が高くなって
たので、コロニーに100つがい以上が集まれば、カラ
スなどの捕食者をうまく追い払えるのかも知れませ
ん。
 また、全国のコアジサシの分布データ (環境省 2007) 
をもとにシミュレーションした結果、1年間で営巣場
所を移動する距離が、約40 km であると推定されまし
た。これは、例えば東京湾全体を含む範囲です。私た
ちは、さまよえる鳥、コアジサシの営巣地を保全する
ためには、この範囲内に複数の営巣地を確保すること
が重要だと考えています。
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シンポジウム「絶滅から救え! コアジサシ」
大田区池上会館　12月6日 13:30 - 15:30

　　　　　主催：リトルターン・プロジェクト
　　　　　共催：東京都大田区
　　　　　協力：東京都下水道局森ケ崎水再生センター
  内容

1.さまよえる鳥、コアジサシを守れ (藤田剛 : 
リトルターン・プロジェクト)

2.森ケ崎のコアジサシはどこへ行った? (藤田)
3.神奈川県での営巣状況の経年変化と保全活
動 (田村俊幸 : 日本野鳥の会神奈川支部)

4.千葉県におけるコアジサシの現状と保護対
策 (早川雅晴 : 水鳥研究会)

5.パネルディスカッション
　       総合コメント (藤井幹 : 鳥類保護連盟)



神奈川県での営巣状況の経年変化と保全活動：1993 - 2008年の記録 
(田村俊幸：日本野鳥の会神奈川支部)

神奈川県でのコアジサシ営巣地は、大きく、東京湾岸の埋立地や工場跡地 (表) と、酒匂川など
自然河川の河原などに分類できます。埋立地などにできた営巣地のうち、川崎区東扇島の例で
は、10年以上にわたって断続的に営巣が確認されましたが、これは同一の場所ではありませんで
した。川崎区いすず工場跡地では、2005年に500巣以上の大規模な営巣が見られましたが、翌年
には全く営巣しませんでした。これら埋立地などの営巣地では、すでに事業計画があり、営巣中
に工事が始まる場合もありました。私たちは、繁殖が終了する８月中旬までの工事延期を要請し
たり、延期できない場合は繁殖期前の４-５月に営巣妨害措置を施したりしました。また、要請に
応じてくれた事業者や市当局には感謝状を出しました。

酒匂川では、河口近くから中流の足柄大橋近くまで、8か所の中洲で営巣が1993年から記録さ
れています。この地区では、コアジサシプロジェクトチーム（代表：頼ウメ子氏）が中心になって
人工の台地を造成するなどの保護活動が行われています。しかし、2001年には54羽の若鳥が観察
されましたが、2003年以降、営巣は100羽規模であるものの、2007 - 2008年は１羽も巣立ち
が確認されていません。チョウゲンボウが繁殖失敗の主な原因でした。
相模川では、中流域の5ヶ所の中洲で営巣が確認されています (北條文彦氏の1995年からの観

察による)。取水堰を管理する水道企業団の事業として中州に人工台地が造成されています。 成鳥
の飛来数は2002年の約700羽が最高でした。しかし、その後減少し、2005年以降は成鳥数は
100羽を下回り、2005 - 2007年には若鳥が確認されていません。
日本野鳥の会神奈川支部では、神奈川県の地域グループや個人活動を支援し、行政との良好な

協力関係維持に努力しています。また、これらの成果を支部報「はばたき」や研究年報 BINOS に
報告することを通して会員に呼びかけ、保護意識を広めています。また、恒久的な営巣地の確保を
今後の課題として取り組んでいます。

 川崎市川崎区 川崎市川崎区 年 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
① 東扇島 営巣数 △ ○ △

成否 ？ ○ ○

② 浮島処分場 営巣数 ◎ × ○
成否 ◎ × ×

③ 大師河原・中瀬 営巣数 ◎ △ △ △
成否 ○ ○ ？ ○

④ 殿町三丁目 営巣数 ◎

（いすず工場） 成否 ◎

⑤ 池上新町 営巣数 △ △

成否 ○ ○

 横浜市中区 横浜市中区 年 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
① 南本牧埠頭 営巣数 ◎？ ◎ ◎ ◎ ○？

成否 ？ ◎ ◎ ◎ ○？

② 本牧埠頭 営巣数 ◎

成否 ◎

 横須賀市夏島 横須賀市夏島 年 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
① 夏島 営巣数 △ ◎

成否 ？ ◎？



千葉県におけるコアジサシの現状と保護対策 (早川雅晴：水鳥研究会)
水鳥研究会によるコアジサシの調査は、1990年に千葉市美浜区打瀬という場所の仮設駐車場に

てコアジサシのヒナを発見したことから始まりました。仮設駐車場は秋に開催される東京モー
ターショーに時にだけ利用される場所で、普段は立入禁止にはなっているため、春から夏にかけ
てはコアジサシやチドリの繁殖の場所として利用
が可能な場所です。ここで翌1991年より営巣状況
の調査を始めると共に、調査範囲も千葉市から船
橋市まで広げていきました。
調査の結果、コアジサシは毎年同じ営巣場所を

利用しているとは限らず、繁殖に失敗した場所では
翌年営巣しない傾向が見られました。そこで移動
性の高いコアジサシの動態を知るには、より広い
範囲で営巣数を把握する必要があると考え、全国
の繁殖地の情報収集を行なってきました。
調査活動と平行して、保護活動も行っています。営巣場所での人的な撹乱を防ぐための啓蒙活

動、安全な繁殖用地造成のための働きかけ、シェルターの設置、またそこにコアジサシを誘致す
るためのデコイの作製講座の開催等です。現在は新たなカラスによる捕食対策を検討しています。

「コアジサシ・ネットワーク」を目指して
環境省主催で日本鳥類保護連盟がとりまとめている全国コアジサシ繁殖分布調査は、熱心な調

査グループや個人の好意で進められてきました。総合コメントとして、藤井幹氏 (日本鳥類保護連
盟) が、(1) 営巣地を転々と変えるコアジサシの現状をより正確に把握するためには、これら経験
者の知識が重要な役割を果たすこと、(2) 現段階では全国規模で見えていることは限られているも
のの、繁殖期前後の移動状況などが分かり始めていること、そして (3) 今後広範囲にわたる情報
交換が進むことで、コアジサシのより具体的な現状が把握できることなどを指摘されました。
パネルディスカッションでは、演者3名とコメンテイターがパネラーとなり、北村亘氏 (リトル

ターン・プロジェクト) を進行役として進められました。各地の営巣状況などの質問への応答とと
もに、参加メンバーから千葉県太平洋側や多摩川の情報報告なども行われ、今回発表したグループ
以外との情報や意見交換も進みました。
そして最後に、今回の参加メンバーなどを基礎として、コアジサシとその保全活動に関するネッ

トワークづくりを目指したいという、増田直也リトルターン・プロジェクト代表の締めくくりでシ
ンポジウムは終了しました。
このシンポジウム開催にあたっては、大田区、都下水道局森ケ崎水再生センターにご協力いた

だきました。また、準備段階から当日の運営にはリトルターン・プロジェクト理事の皆さんの全
面的なバックアップがありました。心から感謝いたします。(文責：藤田剛)

車に轢かれたと思われる雛と金属足環

東京湾をさまようコアジサシの現状
シンポジウム「絶滅から救え、コアジサシ！」報告



　　　 日本鳥学会に参加してきました！

2008年9月12日～15日の日程で、立教大学池袋キャンパスにおいて、日本鳥学会2008年度大会
が開催されました。この大会にリトルターン・プロジェクトとして参加し、これまでの成果を発表
してきました。当日の様子などをご報告いたします。
鳥学会は、会場を日本全国の様々な場所に変えながら、毎年9月に行われている学会です。日本

全国から、鳥の専門家やアマチュアの野鳥観察者も含めた多くの人が集まり、鳥に関する研究成
果を報告したり、情報などを交換したりできる場になっています。LTPではこれまでにも、営巣地
の様子や、そこで得られた学術的な成果などを、たびたび鳥学会で発表してきました。
しかし、前回の発表から時間も経ち、その間に蓄積された知見も多くあったことから、改めて

今回の大会でLTPの活動を報告する場を設けることにしました。また、今年度の大会が東京で開催
されたことも、参加への後押しとなりました。
発表は「NPO法人 リトルターン・プロジェクト～活動の経緯と今後の展望～」という題で、ス

タッフの柴田さんを中心とした5人のメンバーで、ポスター発表を行いました。ポスター発表と
は、大きなポスター（A0くらいのサイズです）に研究の成果をまとめ、その前に立って、興味を
持って足を止めてくれた人に対して説明をするという形式です。
発表した内容は、2001年から行ってきた整備作業の内容をまとめたものと、その成果としてど

れだけのコアジサシが営巣地から巣立ったか、というものでした。さらに、これまで培ってきた
情報を踏まえて、どのような営巣地がコアジサシにとって理想的であるかといった情報をまとめて
発表しました。
最後に、コアジサシを守るためには森ヶ崎などの1ヶ所だけを守っていくだけでは不十分である

という視点から、各地の営巣地をネットワーク化していく必要性があることを説明しました。そ
してこれを達成するために、各地でコアジサシを守る活動をしている人たちへ、LTPが構築を目指
しているコアジサシ・ネットワークへの参加を呼びかけました。
鳥学会は、鳥の研究者も多いのです

が、LTPのように各地で鳥を守る活動
をしている団体や、アセス会社などの
人も多く訪れます。
近年、野生生物を守るという意識が

高まっている背景を受けて、LTPの発
表にも多くの方達が聞きにきてくれま
した。
お陰で、コアジサシに興味のある

様々な人たちと有意義な議論をする良
い機会を得る事ができました。全般と
して、良い宣伝と新しい交流をつくる
きっかけの場になったと思っていま
す。（W.K.）

報告



＜LTP近況＞
・2008年度定期総会が開催されました。
2009年2月10日(金)に大田区男女平等推進セ
ンター「エセナおおた」第2和室におい
て、2008年度定期総会が開催され、付議さ
れた各議題について、承認されました。
2009年度の事業計画及び予算についいて
は、今回、お送りしましたので、ご覧くだ
さい。
なお、紙面の都合により詳しい内容を掲載
できませんが、議事録をご覧になりたい方
は、ご連絡ください。

・LTPのウェブサイトがリニューアルしま
した。
このたび、LTPのウェブサイトが装いも新た
にリニューアルしました。
とても、かっこいい感じになっています
よ～。ぜひ皆さんも訪ねてみてください！

リニューアルに伴い、URLが変更になって
いますので、ご注意ください。
◎LTPウェブサイトURL
　　　http://www.littletern.net/

・New Tシャツ完成！
前回好評だったLTPオリジナルTシャツがデ
ザインを一新し、完成しました。
今回は、白地に３種類のイラストをあしら
いました。サイズはL、M、S、150です。
アメリカンサイズですので、大きめです。

区民・事業者・区が協働して環境活動を発表し、子どもを主に広く区民の環境意識の高揚を図ること
を目的として、例年２月に開かれる「エコフェスタワンダーランド」が、今年度は会場となる学校の都
合で１１月３０日に開催されました。テーマは昨年と同じく「地域から考える地球の未来」で、３１の
団体と、小学校３校、高校１校が参加し、参加総数は１３６０名でした。ＬＴＰは例年と同じく「活動
紹介のパネル展示」「コアジサシのモビール作り」で参加しました。
天候にも恵まれ、地元のケーブルテレビの取材も入り、区職員による「コムイン　 チェンバーオーケ

ストラ」の演奏もあり、結構盛り上がりましたが、残念
だったのは、小学校の「環境学習」の発表が例年の半分
と少なく、会場の小学校４～６年生を対象に募集し、各
コーナーのお手伝いをお願いする「キッヅスタッフ」も
２３名と少なかったことです。ガールスカウトから１９
名の応援がありましたが、開催時期を含め、区内の小中
学校とより強い協力体制を作るのが課題です。(J.H)

詳しくはユーチューブで件名を入れて検索すると動画が
見られます。
http://www.youtube.com/watch?v=T0tFGiDlcU4

◆お問合せ先
住所：〒143-0015　東京都大田区大森西5-10-22増田方　リトルターン・プロジェクト
E-mail：info@littletern.net
Tel：090-9379-6392

◇Website-URL　http://www.littletern.net/
◇発行　特定非営利活動法人　リトルターン・プロジェクト
◇編集　水越正幸、藤田剛
◇写真・イラスト　水越正幸、増田直也ほか
◎無断転載・複写複製を禁じます。

第８回
エコフェスタワンダーランドin萩中小学校


