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森ヶ崎での初認は 4 月 19 日、8 羽
求愛給餌
新設された水場で水浴び!!

今年はなんか
早いよね！！

4 月 18 日 11 時 28 分、東京港野鳥公園で
ウォッチングしていた田中良平さんから初認の
一報がとどき、翌 19 日には森ヶ崎でも確認。
１

デコイたちにごあいさつ？
写真はいずれも 4 月 29 日撮影

連載
早川 雅晴
NPO 法人リトルターン・プロジェクト副代表

第４回 「ビオトープそが」の造成

水鳥研究会代表

植草学園大学准教授

前回コアジサシが｢千葉市の鳥｣に指定されたことを書

「コアジサシの丘」は、周囲から見えないように約 2ｍの

きましたが、指定さえされればコアジサシが守られるわけ

盛土をした上に、植物が生えてこないようにシートを敷

ではありません。

き、さらに古い発電所を撤去した際のコンクリート粉砕

コアジサシの保護には様々な障壁がありますが、そのひ

を含んだ砂礫を 1ｍ敷きました。直射日光による熱やカラ

とつに、営巣場所確保の問題があります。1990 年代、千葉

ス等の襲来から雛が身を守ることができるよう、金網製

市の東京湾沿岸には、営巣に適した多くの造成地がありま

の防護シェルターも設置しました。

したが、造成地は一時的にできる土地であり、やがてはな
くなってしまいます。
そこで、なくなる前に造成地に代わる恒久的な営巣地を
確保する必要があります。そんな折にちょうど、老朽化の
ために千葉市の沿岸にある東京電力・千葉火力発電所を取
り壊し、隣に新しく発電所を建て替える計画が持ち上がり
ました。
千葉市は県の協力を得て、東京電力に対し、とり壊した
発電所の跡地をコアジサシの繁殖のために造成してくれ
るよう働きかけてくれました。
その後 2 年半の歳月をかけ 2003 年 3 月に完成したのが、
「ビオトープそが」です。約 18ha の敷地に、2 つの池と水
路・芝生広場・田畑の他、コアジサシの営巣用地として
3.5ha の「コアジサシの丘」が造成されました。

ビオトープそが

「コアジサシの丘」の周囲には、野猫や野犬等の侵入
を防ぐため、フェンスを設けました。「ビオトープそが」
の造成中には、2001 年は約 3000 羽、2002 年は約 1000 羽
が営巣し幼鳥が巣立っていきました。しかし完成後は、

ビオトープそが位置図

ほぼ毎年産卵はするものの、カラスやチョウゲンボウの
襲来により、一度も繁殖に成功していません。
そして、2011 年 3 月 11 日に東日本大震災が起こりまし
た。これ以降、東京電力は「ビオトープそが」を瓦礫置
き場とし、閉館しました。仕方のないこととは思います
が、震災からの復興と、コアジサシの営巣地が早く復活
することを期待します。

コアジサシの丘

防護シェルター

２

（つづく）

カワラノギクとコアジサシ

倉本 宣

植物に覆われていない土地をもっぱら利用する生きも
のたちがいる。カワラノギク、カワラニガナ、カワラバッ
タ、コアジサシ、イカルチドリなどがその代表である。
1990 年から毎年、カワラノギクの花が咲く秋に、多摩
川、鬼怒川、相模川を踏査して、カワラノギクの個体群を
観察している。この時期にはコアジサシは渡去していてみ
ることはできない。
昨年度は、多摩川で初夏にもカワラノギクの調査を行っ
た。イカルチドリをみることができたものの、コアジサシ
をみることはできなかった。カワラノギクの生育地は、コ
アジサシの生息地よりも上流で重なっていないようであ
る。カワラノギクは、ほとんどは植栽起源ではあるものの、
青梅市から福生市の区域と、府中市に生育している。かつ
ての川崎市青少年科学館のジオラマには、カワラノギクが
展示されていた。溝の口までは中流域で礫河原が広がって
いたといわれるので、その時代にはコアジサシとカワラノ
ギクが同じ河原に暮らしていたのかもしれない。
コアジサシやイカルチドリは空中移動動物で、移動距離

Ａ工区（カワラノギクプロジェクト）

冠毛は種子の大きさに比べて小さいので、高さ 50cm 以下
の低いところを飛んでいるらしい。頭花ごと種子が河原
を転がっていることもある。種子は冠毛でセーターにも
付くので、新しい個体群が実は私にくっついて運ばれた
種子起源だったということになりかねないので、表面の
すべすべした服を着るようにしている。
カワラニガナの種子の寿命は短くて、就職が遅く決ま
った学生が卒業研究で発芽実験を始めたら、種子が全部
死んでいたということがあった。種子は初夏から秋まで

は大きい。カワラバッタも空中移動するが、地上移動動物

だらだらできるので、出水の際には新しい種子が存在す
でもある。カワラバッタは羽村市と福生市でみられたが、 るから、生きた種子がある。その種子が出水で運ばれる
2007 年の出水の後に、カワラバッタが下流に分布を広げ らしく、調布市の日活の撮影所の前に 1 株だけ生育して
ているという情報を得た。私がみたのは、南武線鉄橋下流

いたことがある。

右岸だった。カワラバッタは自力では福生市から府中市ま

このところ、生きものの移動に興味が湧き、葛西臨海

で移動することはかなわないものの、出水によって移動す

公園の漂着物を集めてそのなかの種子を調べたり、ウラ

ることはできるようである。コアジサシには河川間の移動

ギクの発芽特性を調べたりしている。どんなにその生き

もできるがカワラバッタには河川間の移動はむずかしい。 ものに適したハビタットがあっても、創始者になる個体
カワラノギクとカワラニガナは冠毛のある果実をつけ が到達しなければその生きものは分布しないのが、特に
おもしろいところだと思っている。

る。カワラノギクの種子は風で散布されることが多い。

（明治大学農学部教授：ＬＴＰ顧問）

NEWS

ＬＴＰの活動が第 7 回日本動物大賞を受賞！！

「森ケ崎に飛来したコアジサシのことは TV や新聞で報道されていますが、それを支え
る LTP の活動は殆ど知られていません。活動開始から 15 年目を迎えようとしている
今、この活動に対する社会的認知が必要と思い（公財）日本動物愛護協会の顕彰事業
”日本動物大賞”の社会貢献部門に推薦応募し、受賞しました。これまで活動に参加
して下さった多くのボランティアさんと共に喜びを共有しましょう。
」
LTP スタッフ 本多紗絵
◎授賞式は 2015 年 3 月 23 日島根イン青山にて行われた。審査委員長の湯川れい子氏
他の祝辞に続き、LTP 北村代表の記念講演も行われ、都、下水道局や大田区の協力の
もと、この事業が継続されている感謝を力説した。
6月15日（月） 森ヶ崎水再生センター屋上営巣地コアジサシ観察会（大田区立大森第一中学校）
6 月下旬 森ヶ崎水再生センター屋上営巣地 地元向けコアジサシ観察会（21 日、27 日で調整中）
6月28日（日）森ヶ崎水再生センター屋上営巣地 第1回コアジサシ観察会
7月4日（土）森ヶ崎水再生センター屋上営巣地 第2回コアジサシ観察会、交流会（予定）
7月中 森ヶ崎水再生センター ホタルの夕べにイベント出展
7月中 大田区立大森第4小学校 コアジサシのヒナのぬいぐるみ作り教室 開催指導
9月中～10月 今年度コアジサシ営巣成果報告会 東京都下水道局森ヶ崎水再生センター 、大田区
10月中 葛西臨海公園バードウォチングフェスティバルにイベント出展
10月中 大田区大森東連合自治会主催 いつつのわふれあい祭りにイベント出展
10月中 大田区 田園調布グリーンフェスタ リトルターン・プロジェクト活動紹介予定
10月31日(土)11月1日（日）ジャパンバードフェスティバル2015 イベント出展
11月中予定 大田区主催第15回エコフェスタワンダーランド イベント出展
11月中 千葉県行徳野鳥観察舎「行徳やちょかん祭り」 イベント出展
11月中 東京港野鳥公園 第4回里地里山フェスティバル イベント出展
12 月 5 日（土）NPO 法人リトルターン・プロジェクト 2015 年度営巣成果報告会（アプリコ）
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表彰状を受ける北村代表

これからの
活動予定

まとめ 松村雅行

ＬＴＰでの活きた経験

Short
Essay

柴田

英美

私は小さい頃からモノづくりが好きだ。図工や美術の時間がすごく好
きだった。出来上がった作品がどうこうというより、モノをコツコツと
作り上げていくその過程と、出来上がったときの達成感が好きだ。今は
昔のように版画を彫るとか油絵を描くとかモノづくりらしいモノづくり
はしなくなった。でも、その過程や達成感を楽しむ精神は変化した形で
日常に活かされている気がする。
大学時代、この「こあじ冊子」を LTP メンバーと起ち上げ、他にも調
査や観察会の企画等いろいろなことに挑戦した。その時、「目的」「目
標」など、企画する上で必要な視点をわかりやすくレクチャーしてくれ
この貴重な体験をするきっかけを与えてくれたのは、本冊子で「カワ
たメンバーがいた。
お互い忙しい時間をぬってメールでやり取りしたり、
ラノギクとコアジサシ」を執筆している大学時代の研究室の指導教授だ
ファミレスで長時間の講義をしてくれたこともあった。何もなかった状
った。先生は、ただの自然好きの私に、自然を調査するだけでなく、現
態から徐々に形が見えはじめ、形を成していく過程にドキドキわくわく
実社会とつながった研究をするという大切な視点を与え、さらに LTP に
したあの感覚は今も忘れられない。
出逢わせてくれた。
今回、LTP 編集スタッフより「私の好きな○○（例えば、小鳥とか）」
というお題をもらった。その依頼から趣旨がだいぶずれてしまった気が
するが、今の私が好きなこと、それは、出来るだけたくさんの人と話し、
様々な視点を念頭に置きながら、自然のことを伝えるためのプログラム
を練り上げ、準備し、多くの人に届けること。この基礎をつくり上げて
くれたのが、LTP の活動と大学での研究という青春時代の貴重な体験だ
った。
（NPO リトルターン・プロジェクト スタッフ）

大学時代の LTP 集合写真

BOOKS
当代表北村亘氏の新刊「ツバメの謎」ツバメの繁殖行動は進化する!?が誠文堂新光社より刊行されまし
た。春になるとやってくるツバメは、身近な鳥ですが、その生態や行動については意外と知られてい
ないことが多い。つがい外交尾＝浮気の真相を DNA を調べるなどの研究でその謎にせまります。
ツバメの行動の新たな一面がわかる、わかりやすい科学読み物です。
オールカラー1620 円（税込）

表紙の言葉

A4 鉛筆、顔彩 2014 年

「真夏日のヒナ」 東郷なりさ

昨年の 7 月、大雨のあとに調査ボランティアで屋上のコロニーを訪れたときのイメージから描いた絵です。雨による
洪水のせいで記録されるヒナの数が激減していた週でした。その中で、しかも真夏の炎天下、コンクリートの隙間から
生えてしまった雑草の影を避難所にして、たくましく生きているヒナ数羽を見つけたときは、とてもうれしかったです。
小さな影やシェルター、地面の高さの差などが、ヒナの生死を分けるのだなと実感しました。
調査の合間に“筆記係”を装いつつ、ヒナや卵のスケッチを許してくださり、ありがとうございました。
その“成果”をここに少しお披露目できる機会をいただけてうれしいです。
（東京農工大地域生態システム学科卒業後イギリスのマングリア・ラスキン大学で絵本や児童書の挿画を学ぶ。
上記「ツバメの謎」北村亘著の表紙画、挿画を担当した）東京農工大地域生態システム学科を卒業後、アン

グリア・ラスキン大学で、絵本や児童書の挿絵を学ぶ。 Narisa Togo a.k.a. Ting loves

リトルターン・プロジェクト活動概要
2001 年に絶滅危惧Ⅱ類の野鳥コアジサシの屋上営巣を大田区昭和島にある森ヶ崎水再生センター施設屋上で発見した私たちは、東
京都下水道局や大田区、そしてたくさんのボランティアの協力を得て、世界初の屋上営巣地を整備しました。コアジサシの生息域であ
る、砂浜や玉砂利河原、そして干潟などの水辺環境が失われつつある現在、コアジサシをキーワードにそのような水辺環境の保全を
視野に入れ、自然と人間の共生を目指して活動しています。（この取組は東京都下水道局と大田区の協力を得ています。）
◇発行：ＮＰＯ法人リトルターン・プロジェクト

会員になって一緒にコアジサシを守りましょう！
ＮＰＯ法人リトルターン・プロジェクトでは、随時会員を募集
しています。 わたしたちと一緒に絶滅の恐れのある野鳥
“コアジサシ”を守りませんか？
◇入会届のダウンロード先◇
http://www.littletern.net/nyukai.html
または、右記の問い合わせ先へご連絡ください。
◇入会届の送付先◇
〒143-0015 東京都大田区大森西 5-10-22 増田方
NPO 法人リトルターン・プロジェクト宛

◇編集 増田 直也

◇協力 牧野 ふみよ

◇写真 大塚 豊 ・ 増田 直也
◇表紙画 東郷 なりさ ◇挿画 堀越 保二
◎無断転載・複写複製を禁じます。
☆お問い合わせ先
〒143-0015 東京都大田区大森西 5-10-22 増田方
NPO 法人リトルターン・プロジェクト
E-mail：info＠littletern.net Tel:090-1778-5917
Website-URL http://www.littletern.net/
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ブログ更新中 http://d.hatena.ne.jp/littletern/

