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開開開開    会会会会    宣宣宣宣    言言言言    

第４回コウノトリ未来・国際かいぎ実行委員会委員長 

林 良 博 

 これより、秋篠宮殿下並びに同妃殿下のご臨席を賜り、「第４回コウノト

リ未来・国際かいぎ」を開催いたします。 

（会場：豊岡市民会館 文化ホール） 
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主催者主催者主催者主催者あいさつあいさつあいさつあいさつ    

兵庫県知事 井 戸 敏 三 

 秋篠宮同妃両殿下のご臨席を仰ぎ、全国から多くの皆様をお迎えして、

「第４回コウノトリ未来・国際かいぎ」が開催できますことを心から嬉し

く思います。 

 また、コウノトリの野生復帰を先導され、その確かな成果を見届けるか

のように今年ご逝去された、県立コウノトリの郷公園の増井光子園長、池

田啓前田園生態研究部長のご尽力に対し、改めて感謝申しあげますととも

に、心から哀悼の誠を捧げます。 

 コウノトリの野生復帰は、人里離れた地で野生復帰が試みられている他

の鳥獣と異なり、かつての生息地である人里に戻していこうという世界にも例を見ない取組みです。 

 このため、個体の繁殖にとどまらず、人と自然が共生する地域づくりに住民や行政が一体となって

取り組んできました。何よりも、コウノトリが生息できる環境づくり、無農薬での環境創造型農業の

推進、冬期でも水を張る水田のビオトープ化、植栽護岸の整備など、総合的な環境整備を進めてきま

した。環境創造型農業である「コウノトリ育む農法」の耕作面積は、スタート時の0.7㏊から約350㏊

にまで拡大しています。 

 こうした努力が実り、放鳥開始から５年を経た今、44羽のコウノトリが但馬の空を翔けています。

私たちの壮大な夢は、着実に現実のものとなりつつあると言えましょう。それだけに、これまでの成

果等を踏まえ、新たな飛躍をめざさなければなりません。 

 １つは、人と自然が共生する地域づくりの普及です。毎年ヒナの巣立ちが続く中、豊岡盆地以外に

も新たな餌場を確保することは喫緊の課題となっています。福井県や岡山県、愛媛県などには、すで

に住民の方が主体となって、環境創造型農業の推進などコウノトリに適した環境整備が進められてい

る地域があります。今後、他地域との連携を深め、コウノトリの生息域の拡大をシンボルに、人と自

然が調和した環境づくりを広げていきます。 

 ２つには、コウノトリを中心とする人と自然との関係についての研究の成果です。このたび郷公園

の園長に就任いただいた山岸先生のもと、環日本海地域のコウノトリの保全をめざした諸外国との共

同研究や、他地域におけるコウノトリ定着の方法など、学術的な調査・研究にさらに力を注いでいき

ます。 

 ３つには、希少鳥類の保全に向けた情報発信です。これまでに郷公園で蓄積してきた研究成果を内

外に広く発信し、世界の希少鳥類の保全に貢献していきます。 

 ４つには、地域の活性化へ繋げていくことです。今月４日、山陰海岸が世界ジオパークネットワー

クに加盟認定されました。コウノトリ野生復帰自体、すでに観光による経済効果が年間10億円にのぼ

るなど地域の振興に寄与していますが、今後は山陰海岸と合わせた魅力的なツーリズムを推進し、国

内はもとより諸外国からの誘客促進に努めます。 

 今回の会議では、内外で研究や実践活動に取り組む皆様が一堂に集い、これまでの成果とその総

括、今後の展望について、様々な角度から議論が行われます。この会議から、人と自然の共生に向け

て力強く歩む人々の輪が大きく広がっていくことを期待しています。 

 このたびの会議が実り多きものになるとともに、ご参加いただいた皆様のご健勝での今後ますます

のご活躍をお祈りします。  
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主催者主催者主催者主催者・・・・開催地開催地開催地開催地あいさつあいさつあいさつあいさつ    

豊岡市長 中 貝 宗 治 

 秋篠宮同妃両殿下をお迎えして、そしてたくさんの方々にこの国際 

かいぎに参加いただきましたこと、本当に嬉しく思います。 

 歓迎の気持ちを込めまして、あまり例のないことではありますが、詩を

朗読いたします。 

                   コウノトリのうた 
作：中貝宗治 

 
誰かが私を呼んでいる 誰かが私を待っている 

私のいのちの誕生を 待ちわびている人たちがいる そんな気持ちが 伝わってくる 
 

宇宙に浮かぶ青い星 まあるい まあるい 地球のかたすみ 豊岡に生まれた 小さないのち 
稲が青々揺れる 田んぼの真ん中 すっくとたった 巣の上で 

コウノトリのヒナが誕生しました 
お父さんコウノトリが 空を飛んで知らせます 元気な赤ちゃんが生まれたよ 嬉しい 嬉しい 嬉しいよ 

近くを流れる円山川 堤防を歩く人たちが 手を振りながらお祝いします おめでとう おめでとう おめでとう 
万歳する人 拍手する人 乾杯する人 街中が大喜びです 日本のあちらこちらから お祝いの言葉も届きます 

でもたった１羽のヒナが生まれただけで どうしてそんなに喜ぶのでしょう それには深いわけがあります 
昔々コウノトリは 豊岡のまちがお気に入り 松の木のてっぺんに 巣をつくって暮らしていました 

一番好きなのは なんてったって田んぼ だって カエルやナマズやドジョウやフナがいっぱい みんな僕らの大好物 
川の浅瀬も大好きさ 魚捕りのライバルは 人間の子ども でもなぜか あるときみんないなくなりました 

人間が仲間を鉄砲で撃ったよ 人間が松の木を切り倒したよ 人間が農薬という薬をつかって虫や魚を殺したよ 
人間の子どもが叫びました いったい どうしてこんなことに いったい 誰がこんなことを 

カエルもナマズもドジョウもフナもいなくなった コウノトリもいなくなった やがて僕たちも いなくなってしまうのだろうか 
農薬を使わない 美味しいお米を食べたいよ 川で魚を捕りたいよ コウノトリと一緒に暮らしたい 

そうだ 山に木を植えよう 田んぼにカエルを取り戻そう 川に魚を取り戻そう 
長い長い時間をかけて 人間たちが木を植えました 人間たちが農薬を使うのをやめました 

人間たちが魚の住む川をつくりました 
そしてついに コウノトリが帰ってきました 

巣の中では お父さんコウノトリとお母さんコウノトリ 一生懸命ヒナを育てています 
雨が強い日は お父さんコウノトリが雨よけになります お日様が強い日は お母さんコウノトリが日よけになります 

お腹が空いた さあお食べ お父さん こんなナマズ 大きすぎて食べられないよ 
カラスが襲う ヒナをよこせ トンビが襲う ヒナをよこせ あっちに行け お母さんコウノトリが追い払います 

近くを通る人たちは 抜き足 差し足 忍び足 みんな見て見ぬ振りをして そっと親子を見守ります 
蝶々がヒラヒラ モンシロチョウチョ 蜻蛉がプンプン シオカラトンボ ゆったりゆったり 但馬牛 

ヒナはすくすく 育っていきます 
お母さんコウノトリが話しかけます あなたはすっかり大きくなった そろそろ巣から飛び立つときよ 

下を覗くと 地面は遥か底の底 高いよ高いよ 怖いよ怖いよ 
風がフワッとやってきて 体が少し浮きました フワッ フワッ 高いよ高いよ 怖いよ怖いよ フワッ フワッ フワッ 

どこから来たのか オオサンショウウオがノッソリノッソリやって来て コウノトリを見上げて言いました 
君はいいなぁ 君は空を飛ぶ 僕は川の底にへばり付いて生きている でも君は君 僕は僕 

さあ 空は晴れ渡った 飛ぶのは君だ 勇気を出すんだ 
ヒナは羽を大きく広げ 恐る恐る羽ばたかせます 軽くジャンプ そっとジャンプ 今度は少し大きくジャンプ 

もっと大きく もっと高く もっと力を込めて 13回ジャンプしたとき ７羽のコウノトリがやってきて 
巣の上を悠然と舞いました おいで 勇気を出すんだ そうだ勇気を出すんだ 恐れることなど なにもない 

翼が風に変わりました 心が空と一つになりました その瞬間 真っ青な空を飛んでいました 
お父さんコウノトリも お母さんコウノトリも やってきました 一緒に飛ぶって なんて素敵 

コウノトリの親子はフワリと田んぼに降り立ちました 
目の前に カエルにナマズにドジョウにフナ ヘビだってニョロニョロ 豊岡のまちには いのちがいっぱい 

ほら コウノトリがやって来た ぼやぼやしてると 食べられちゃうよ 
ほら 人間の子どもがやって来た ぼやぼやしてると 捕まっちゃうよ そら逃げろ 

コウノトリがクラッタリング カタカタカタ オオサンショウウオがイナバウアー みんなつられて うーんと背伸び 
豊岡のまちには いのちがいっぱい 

 私たちは最近立て続けに、池田啓さん、増井光子さんという、大切な仲間そして優れたリーダー

を失いました。その痛みと喪失感は、まだ癒えてはいません。しかしそれでも、私たちはお２人の

分まで、バトンを持って走り続けてまいります。 

 今日明日のこの国際かいぎが、次の10年何を目指すのか、それを探る大きなステップになること

を心から期待いたしまして、私の歓迎の挨拶といたします。どうもありがとうございました。 
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おおおお    ここここ    とととと    ばばばば    

秋 篠 宮 殿 下 

 本日、ここ豊岡の地において、内外から多くの参加者を迎え、「第４回

コウノトリ未来・国際かいぎ」が開催され、皆様とともに出席できますこ

とを大変嬉しく思います。 

 私は、1994年と2005年に行われたかいぎに出席いたしましたが、特に

2005年には最初の試験放鳥に参加し、34年ぶりに但馬の空を舞うコウノト

リの姿に強い感銘を受けました。 

 そのときから５年を経て、今では40羽を超えるコウノトリが自然界で暮

らしていると聞きます。 

 また、コウノトリ育む農法を実践するなど、人と自然が共存する地域づくりが着実に進められてい

ることは、大変心強いことであります。 

 ご承知のとおり、かつては身近に存在していたコウノトリは、39年前に日本の空から姿を消しまし

た。 

 そのコウノトリを、以前の生息地である人里に帰すという世界でも稀な取組みは、国の内外で大変

注目を集めております。 

 このことは、コウノトリのような大型鳥類が生息可能な環境が、私たち人間にとっても安心して暮

らせる環境であるという一つの実例であるとともに、このかいぎが永年にわたって発信し続けてきた

メッセージが広く受け入れられ、浸透してきていることの証ということもできましょう。 

 このような中、海外からの研究者を含め、多くの関係者が一堂に集い、「野生復帰がもたらすも

の」をテーマに、その社会的、経済的、文化的意義を様々な事例を踏まえながら皆で考えていくこと

は、大変意義深いことであると思います。 

 ただ、この地においてコウノトリの野生復帰事業を先導してこられた増井光子博士と池田啓博士

が、本年、相次いで鬼籍に入られました。 

 さらなる活躍をしていただける方々だっただけに、誠に残念でなりません。 

 終わりに、第４回コウノトリ未来・国際かいぎが、実り多いものとなり、将来にわたって人とコウ

ノトリが共に生きる豊かな環境が、各地に広がっていくことを期待し、開会式に寄せることばといた

します。 
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祝祝祝祝    辞辞辞辞    

文化庁次長 吉 田 大 輔 

 本日ここに、秋篠宮同妃両殿下をお迎えし、「第４回コウノトリ未来・

国際かいぎ」が、ここ兵庫県豊岡市で開催されますことを心よりお慶び申

しあげます。 

 コウノトリは、江戸時代以前は、豊岡市だけではなく全国各地で見られ

る鳥でした。しかし、明治以降、生息に適した地域の減少等により急激に

その数を減らし、昭和46年には豊岡盆地を最後に国内の野生コウノトリは

姿を消しました。 

 一方、このような深刻な状況を踏まえて、昭和30年代から兵庫県及び豊

岡市を中心に、官民一体となったコウノトリの保護の取組みが行われるようになり、昭和38年に人工

繁殖が始まりました。 

 人工繁殖は、長い時間と多くの苦労を伴い、道のりは平坦ではありませんでしたが、関係者のご努

力により、平成17年９月に、本日ご臨席の秋篠宮同妃両殿下をお迎えして、ここ豊岡市で放鳥式が行

われました。その後、コウノトリの野生復帰は着実に成果を結び、現在では40羽を超えるコウノトリ

が大空を舞っております。 

 コウノトリは、文化財としても学術上貴重であり、世界的に特に価値が高いことから、昭和31年に

国の特別天然記念物に指定され、その保護が図られております。 

 昭和38年にコウノトリ人工繁殖が開始され、文化庁といたしましてもコウノトリの重要性に鑑み、

この人工繁殖の開始に合わせて補助事業を行い、今日まで支援を行ってきたところでございます。 

 このような人工繁殖事業は、国内においては、コウノトリのほか、トキなどが行われており、極め

て貴重な取組みであると考えております。 

 このため、地域の方々が核となり、国と一体となって保護していくことは、我が国における将来の

文化の向上発展の基礎になるものと考えております。 

 兵庫県及び豊岡市においては、平成11年に設置された「コウノトリの郷公園」を中心としてコウノ

トリの保護に大きな貢献をされてきました。また、「コウノトリが住める街」をテーマにブランドの

提案、環境に配慮した農業の実施など、様々な取組みを進められていると聞いております。これらの

取組みに対し、深い感謝の意を表すものであります。 

 平成22年、私たちはコウノトリの保護活動にとって重要な二人の方を失いました。その方々は、兵

庫県立コウノトリの郷公園の園長を務められた増井光子さんと、同公園の生態研究部長を務められた

池田啓さんであります。お二人のコウノトリの保護活動への献身的な取組みに対し、改めて感謝申し

あげるとともに、深甚なる敬意と哀悼の意を表する次第であります。お二人が残してくれた保護活動

や精神は、関係者に確実に引き継がれているものと確信しております。 

 最後に、本日の国際かいぎが実り多いものとなり、その成果が今後のコウノトリの保護活動につな

がることを心から祈念するとともに、本国際かいぎの開催に多大なご尽力を賜りました兵庫県及び豊

岡市の皆様方に対して心から御礼を申しあげ、私のお祝いの言葉といたします。 
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経 過 報 告 

－－－－コウノトリコウノトリコウノトリコウノトリのののの存続可能存続可能存続可能存続可能なななな野生個体群野生個体群野生個体群野生個体群のののの確立確立確立確立にににに向向向向けてけてけてけて－－－－    

兵庫県立コウノトリの郷公園園長 

山 岸 哲 

それでは、郷公園から「コウノトリの試験放

鳥の成果と課題」と題して報告をさせていただ

きます。 

まず、放鳥と定着がどう行われたか。繁殖が

どう行われているか。自活の程度はどうか。個

体数はどのように増加したのか。分布はどのよ

うな拡大の可能性を持っているのか。遺伝的多

様性の維持・増加はどのように行われているの

か。これらが上手くいくことが、野外個体群の

絶滅の確率を下げ、存続可能な個体群の確立に

向けて着々と進むことになります。 

ま ず は「放 鳥」で

す。放鳥には二つの方

法があります。一つは

箱から直接出す方法

で、「ハードリリー

ス」と言っています。

もう一つは、野外にカ

ゴをつくり、そこから

自由に出ていくようにする、これを「ソフトリ

リース」と呼んでいます。 

第１回目には、ここにいらっしゃいます秋篠

宮殿下及び同妃殿下のご臨席のもとに放鳥が行

われました。 

この結果どうなったか。こちら側に個体番号

があります。27羽がこれまでに放されました。

黄色で示したものがハードリリースで放したも

の、青で示したものがソフトリリースで放した

ものです。 

これを横に見ていっていただくと、「×」は

不幸にして死んでしまったもの、「△」はいろ

いろな事情があって回収したもの、それから途

中どこかへ行ったものもありますが、この線が

続いているものだけが、今野外に出ているとい

うことになります。 
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これらがどのように定着したかといいます

と、現在但馬のこの地域に７つのなわばりがで

きています。ＡからＧまでなのですが、この一

つ一つの巣の間の平均距離はおよそ2.7㎞です。 

ＡからＧまでのなわばりと、そこにどの個体

がいたかということが書いてありますが、そこ

につがいができてずっと居続けるものが多いの

ですが、このようにどこかにオスが行ってしま

うと新しいオスが入ってくるとか、オスが死ん

でしまうと新しいオスが入ってきて、相手のメ

スは違うオスと再婚してまた新しいつがいをつ

くることが、この一覧表でなわばりの位置図と

ともにわかるようになっています。そして、

「産卵」というのは、卵を産むまでに至ったも

の、「ふ化」というのはふ化まではしたこと、

「巣立ち」は巣立ったものを表しています。 

今のＡからＧまでのなわばりのうち、戸島湿

地を中心にしているＡを追いかけますと、繁殖

期にはこのような範囲でつがいで生活しており

ます。これが、非繁殖期の冬に近づいてきます

と、こうなるわけですが、この線が、コウノト

リの郷公園の方に集中していっていることがわ

かります。それに対して、子育てをしている間

は巣の周りに集中しているわけです。 

なぜ、ここに来るのかというと、西公開ケー

ジの中で、環境教育のために羽を切ったコウノ

トリに餌をやっています。この餌を食べに来る

わけですね。 

この餌にどのくらい依存しているかという

と、これが依存のパーセントですが、完全に餌

に依存していると100％、まったく依存していな

いと０％になります。赤の線は繁殖個体群を表

していて、繁殖個体群は、依存している率が非

常に高い時期が冬です。やはり餌が少なくなる

んですね。子育てが始まると自分の巣のそばで

餌を探すことが多くなりまして、依存の率が下

がります。それに対して、つがいになっていな

い個体は餌場に依存していることがわかりま

す。 

じゃあ、非繁殖個体はみんなが依存している

かというとそうでもなくて、なわばりが餌場か

ら遠いとか、行っても追い出されてしまう個体

は、ほとんど依存できないというのもいるので

すが、この図を見ておわかりになるように、時

期によって依存したり、一年中依存したり、と

もかく問題は、自活がまだ不十分であろう、給

餌への依存が非常に強いということが言えま

す。 

これは有名な写真で、1960年に出石川の浅瀬

で撮られた牛たちと農家の女性が写っているも

のです。 

50年前に、たくさんのコウノトリと人間が共

生していたという原風景で、これが野生化事業

にものすごいインパクトを与えた写真ですが、

実は2008年、2009年に同じような風景が野生化

したコウノトリでできてきました。 
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そういうふうに生まれた子どもは、皆様も新

聞等でご存知のように、若鳥は日本中を旅して

歩きます。中にはこういうふうに３カ所で留

まって帰ってこないのもいるのですが、このこ

とは、野外個体群の分布が、これからどんどん

広がっていって、日本中にコウノトリが拡大し

ていく可能性を示しています。 

さて、今の状況を赤で示してあります。豊岡

がここで、いろんなところに広がっていくとい

うポンチ絵ですが、実は国内だけではなくて、

コウノトリというのは海外ともつながっており

ます。 

ここに極東ロシア繁殖個体群という大きなも

のがありまして、この部分は、ここでは繁殖率

も高くて死亡率も低く、個体をここから押し出

すという個体群で、これを生態学では「ソー

ス」と呼んでいます。提供源ですね。そこか

ら、例えば中国や韓国や、中国南部や日本へ

やってくる、そうしてやってくるのが、「ハチ

ゴロウ」であり「エヒメ」であるわけですが、

実は日本のコウノトリというのは、このように

世界的に広がっているんだ、こういうネット

ワークのもとに広がっているということが大事

なことであります。これを生態学では「メタ個

体群」と呼んでいます。 

ところが、幸いなことに、今のコウノトリに

はすべて個体識別がしてありますから、誰が来

たかということがわかるんですね。それを調べ

てみますと、2008年10月19日に円山川の堀川橋

下流にできたこの群れは、91％が実は若者、ま

だ繁殖していない亜成鳥だということがわかり

ます。しかも、１日でこの群れは消えてしまっ

ています。翌年、蓼川橋の下流にできた群れも

３日間だけでその後は消えてしまったのです

が、どうしてかというと、落ち鮎が集まってき

て、餌が一時的に高まると、こういうふうに集

まってくるわけです。 

こういうことを考えると、私たちは、この研

究ができるまでは、コウノトリというのは群れ

の社会を持っているのかと思っていたのです

が、実はコウノトリというのは、つがいを主体

とした社会であって、群れは若者たちがつくっ

ているんだということがわかってきたのでござ

います。 

この図は、放鳥以後どのように個体数が増え

てきたかということを示しています。2005年に

初めて放鳥して、この青い部分は放鳥個体の数

を示しています。それから、この放鳥個体が産

んだ子どもが何羽になっていったかというのを

グレーの部分で示しています。白い部分は大陸

から来た移入個体を示しています。そして2010

年に、約40羽になっているということになりま

す。 

これを平均しますと、年間当たり巣立ち数が

5.4羽で、死亡数が年当たり1.8羽ですから、こ

れを差し引きますと、１年間に3.6羽増えていく

ということになりますので、このままでいけ

ば、着々とこれからも増えていくということが

予想されまして、野外個体群の個体数は、これ

から増加していくだろうということが予想され

ます。 
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本格的な野生復帰に向けて、今までご報告し

たことをまとめますと、まず、野外個体群のマ

ネジメント、保護とか管理をしっかりしていか

なければいけない。そのために大事なこと、残

された課題というのは、たぶん、自活の促進を

図らなければいけないだろう。それから自活で

きるようにするには生息場所の整備と管理をし

ていかなければならないであろう。最後には、

メタ個体群の復活、これが一番大きな生物学的

目標になるわけですが、単に豊岡の個体群だけ

ではなくて、世界のコウノトリのメタ個体群を

復活していく。そのためには、先ほど知事が

おっしゃった国内での分布の拡大、これは、コ

ウノトリたちが自分で拡大していってしまう場

合もあるし、こちらから積極的に提供していく

ことも含めて、こういうことが行われなければ

いけないだろう。そのために、昨日市民会議が

開かれたのであろうと私は理解しています。 

もう一点は、国内だけではなくて国際的連携

をより進めていかなければいけないだろう、こ

のために、今日午前中の分科会で、ロシアや中

国、韓国からのお客様、研究者を招いて、どう

していったらいいかということが話し合われた

のだと思います。 

もう一度繰り返します。残された問題は、自

活の促進、生息場所の整備と管理、メタ個体群

の復活だと思います。 

 

私の話を閉じるにあたりまして、私は今、放

鳥から話を起こしましたが、実は、その前に何

十年も県が豊岡市に委託して、そこで飼育して

増やすという活動が行われてきました。それが

あってこそ、この放鳥につながってきているわ

けで、この図には出ていませんでしたが、そう

いうご努力に敬意と感謝を申しあげて私の話を

終わらせていただきたいと思います。 

今のように大陸からやってくるのがいるとい

うことですが、私たちは、遺伝的に近親交配し

ないように注意しながら、つがいをつくってき

ました。それに加えて、実はメタ個体群から出

てきた個体が、放鳥した個体と結婚して子ども

をつくるというようなことができてきますと、

これはもう野外個体群の遺伝的多様性の増加に

向かって、とても良い兆候が出ているというこ

とになります。 

それらの結果、豊岡の個体群は、実際に増え

たり減ったり、死亡があって減ったり、また放

鳥されたり、ヒナが育ったりして着々と増えて

きて、この５年間を、私たちは「試験放鳥」と

名付けてきました。これから「本格的野生復

帰」の段階に入るわけですが、さきほど申しあ

げた率で増えていくとすると、上がったり下

がったりはするものの、あるところ、豊岡地方

におけるコウノトリの適正個体数、それは恐ら

く餌量によって一番は決まっているのでしょう

が、その餌量のまわりで増減しながら安定して

いくような増え方をしていくのであろう、では

それが一体何羽であって、どのような個体をこ

れから私たちはつくっていかなければいけない

かという、これからの本格的野生復帰のグラン

ドデザインを描くことが早急に求められている

ことだと思うわけです。 
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ビデオメッセージビデオメッセージビデオメッセージビデオメッセージ    

国連生物多様性条約事務局長 

アフメッド・ジョグラフ 

豊岡の皆さん、おはようございます。 

私は今年の初め、豊岡市を訪れる素晴らしい機会に恵まれました。 

豊岡の人々や行政が、コウノトリという象徴的な鳥を野生復帰するた

めに行ってきた努力、そして、それが地域の誇りとなっている姿を実際

に目にすることができました。 

コウノトリが大空を舞う姿は、とても美しいものです。 

本当は、私自身もコウノトリ未来・国際かいぎに参加したかったので

すが、残念ながら実現できませんでした。 

私は、このビデオ・メッセージを通じて、豊岡の人々の努力によって野生復帰の取組みがもたらし

た成果、そして都市の生物多様性保全の成功例として前例を示した点に称賛をお送りしたいと思いま

す。 

特に、一度は絶滅したコウノトリを野生復帰させ、それを成功させるために様々な経済セクターか

らのサポートを得られたという点は称賛されるべきです。 

また、野生復帰を通じて、将来の経済活動ビジョンである「グリーン・エコノミー（環境に優しい

経済）」を達成し、またコウノトリがその経済の象徴となっているという点は、これからの世界の経

済発展の道標となるものでしょう。 

コウノトリ未来・国際かいぎは、名古屋でのCBD/COP10（生物多様性条約 第10回締約国会議）のす

ぐ後に開かれています。 

COP10では、新しい生物多様性保全のための戦略、特に都市の生物多様性保全のための新しい行動

計画が採択されました。 

同行動計画では、新しい都市の生物多様性指標がつくられました。 

この国際かいぎを通じて、豊岡市がその前例となり、多くの人々が都市の自然資源の価値に気づ

き、そしてその資源の再生・復元を実践するように導いてくれることを願ってやみません。 

 

名古屋の地から、コウノトリ未来・国際かいぎの成功をお祈りします。 

また、このかいぎの報告書を手にするのを楽しみに待っています。 

きっとその報告書は、世界の都市にとって素晴らしい前例となるに違いありません。 

 

かいぎのご盛会、本当におめでとうございます。  
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基調講演Ⅰ≪現状と課題≫ 

－－－－生態系生態系生態系生態系とととと生物多様性生物多様性生物多様性生物多様性のののの経済学経済学経済学経済学－－－－    

ＴＥＥＢ研究リーダー 

パバン・スクデフ 

ここに来ることができ、非常に嬉しく思って

います。今日はコウノトリの野生復帰にお祝い

を申しあげ、名古屋で開催されたCOP10の重要な

テーマについてお話ししたいと思います。 

自然の価値と、それらを認識することの重要

性。そして、それを評価し、その価値を我々の

考え方に入れ込んでいくこと。さらに企業活動

や政府にも入れていくことの重要性についてお

話しします。 

私は、国連の「TEEB」と呼ばれる環境計画プ

ロジェクトを率いています。これは「生態系と

生物多様性の経済学」と呼ばれるもので、2007

年に開催されたG8＋5の環境大臣会合でプロジェ

クトが立ち上げられました。 

その会議では、地球温暖化の対策が「スター

ンレビュー（気候変動の経済学）」で報告され

たように、生物多様性保全の対策をスターンレ

ビューと同じように経済的な側面から考えてみ

ることになったのです。 

こうしてTEEBプロジェクトがスタートし、

2008年にドイツのボンで行われたCOP９で、我々

は中間報告を発表しました。これは日本語にも

翻訳されています。 

我々はこの中で、生

物多様性の喪失と生態

系の劣化が、経済と人

類の福利へ多大な影響

を及ぼしていることを

発表しました。 

また、数ヵ月後には

気候変動と生物多様性

の関連性について発表しました。気候変動に対

する最良の対応は、まず森林を保全し、その生

態系を保全することです。それによって炭素固

定を行える上、生態系を食料や燃料や水の供給

源として使用し続けることができます。 

先週、名古屋で５つのレポートを発表いたし

ました。これはTEEBの最終報告書です。 

TEEBには国際的にも非常に有名な専門家が集

まったアドバイザリー・ボードがあります。国

連環境計画の事務局長を勤めておられるアキ

ム・シュタイナー、気候変動の経済学に関する

スターンレビューを書かれたスターン卿、また

先ほどのビデオに出演しておられました、アフ

メッド・ジョグラフ国連生物多様性条約事務局

長もここに入っています。 

TEEBは科学者、生態学者、経済学者、人類学

者、公務員、そしてビジネスマンが集う国際的

なコミュニティーです。500人以上の専門家がレ

ビューをしたり、報告書を書いたりしてくだ

さっています。日本でもIGES（Institute for 

Global Environmental Strategies・財団法人地

球環境戦略研究機関）、名古屋大学、また50社

以上の企業の方々などがTEEBの報告書に参加し

てくださいました。最良の方法を共有し、公共

財として地域レベル、国レベルの政策決定に使

うことができます。 
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さて、TEEBが取り組もうとしている最も重要

な課題は、不可視であることが多い自然の経済

的価値を可視化しようということです。皆さん

ご存知のように我々は自然の一部であり、自然

を尊重しその価値を理解しています。人間とし

て存在し続けるためには、自然と協調していか

なければなりません。 

しかし、経済システムや政治システムはその

ことを忘れがちです。その結果、様々な問題が

生まれています。 

例えばタイの南部でマングローブ林をエビ養

殖場にしようという決定がなされました。これ

は企業の利益だけを考えて行われ、公共の福利

については全く考えられていませんでした。ピ

ンクで示されているのが企業の利益です。エビ

の養殖により1㏊につき9,600ドルが10年間に創

出されると見込まれました。一方でこのマング

ローブ林の公共への福利、つまり地域にとって

の利益は、料理をするための木として使う584ド

ルの価値しかないと見込まれました。そこで、

マングローブ林をエビ養殖場にする方が利益が

出ると考えてしまったのです。 

しかし、9,600ドルの利益はほとんど政府の補

助金から来ています。実際には1㏊につきたった

1,200ドルしか利益はないということなのです。

本来は1,200ドルと584ドルを比べるべきだった

のです。 

さらにマングローブ林の地域の共同体への利

益を見ると、マングローブには、サイクロン、

台風や気候変動から地域を守る働きがあること

がわかります。またマングローブは魚の供給場

所として地域の漁業にも重要なのです。それら

の利益の価値を合わせると、12,000ドルと見込

まれました。 

また、このエビ養殖場は塩分や化学物質が溜

まり、５～６年しか使うことができません。こ

の生態系を再生するためには10,000ドルかけな

ければなりません。これらのトレードオフを考

えると、9,600ドルと584ドルの差ではなく、

1,200ドルマイナス12,000ドルで、11,000ドル以

上のマイナスになってしまいます。 

計算結果が大きく異なる理由は、公共の福利

を包括的に考えたからです。狭い視野で一企業

の利益を考えるのではなく、公共の福利のため

には何がいいのかということを考えれば、マン

グローブをエビ養殖場にするのではなく、その

まま守った方が人々のためになるという結論に

なります。 

これが自然の経済学、価値というものの一例

であります。人々のために自然と協和し、正し

い考え方、正しい計画をしていかなければなら

ないということです。 

この取組みは、世界レベルで行う必要があり

ます。企業が生み出す社会的なコストは数兆ド

ルといわれています。このことをよく理解し、

解決策を考える必要があります。 

TEEBの中で国際的に注目を集めていること

は、貧困と生物多様性が深くつながっているこ

とです。生物多様性と自然は、富める人々のも

のだと考えられていますが、実は生物多様性は

貧困層にとってこそ必需品なのです。インドネ

シア、インド、ブラジルにおける試算では、災

害管理や様々な供給サービス、水質管理といっ

た生態系サービスは非常に価値があるのです

が、国のGDPの10～20％しか占めていません。 
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クトを支えたい」と言われ、日本はこのプロ

ジェクトを支える最初の国となると思われま

す。 

２つ目の提案は、ビジネス・企業にとって最

も重要なことであり、可能だからこそぜひやっ

ていただきたいことです。 

それは、それぞれの企業が自然に対してどの

ような影響を与えているかを計算し、公表する

ことです。我々は中国の森林から中央アジアに

おける綿産業に至るまで事例を示しました。

我々は、同じような計算をするように他の国に

も促しています。企業は環境への負荷を計るこ

とで、それを減らすように努力をすることがで

きるのです。 

環境や自然に関する企業の新しいビジネスに

とって、残念ながら、現在の環境は良い環境で

あるとはいえません。たとえば、様々な補助金

の中には、再生可能なエネルギーを妨げ、条件

を不利にするものがあります。IAEAによると

5,500億ドル以上の補助金が毎年、化石燃料の使

用に対して支払われています。FAOによると

2,750億ドル以上もの補助金が（環境に負荷が大

きい）集約的な慣行農業に対して支払われてい

ます。こういった補助金を段階的に減らしてい

かなければいけません。そうすることにより、

新しい環境に優しいビジネスが生き残ることが

できます。 

生態系のインフラへの投資も貧困者の生活の

ために極めて重要です。正しい開発のパラダイ

ムでもあり、新しいモデルでもあります。アジ

ア開発銀行、世界銀行や多くの国などもこれを

支援しています。 

最後にTEEBでは地方自治体に対しても多くの

提言を行っています。私がここに参りまして、

豊岡でこういった話をしている理由もここにあ

たるわけで、いくつか事例をお示ししたいと思

います。 

第１に、地方の土地利用計画を生態系サービ

スの価値を含めたものにしていただきたい。 

第２に、（自然）保護区の評価を含めた会計

システムを構築していただきたいのです。例え

ば水の価値やハチによる受粉など生物多様性の

価値などもきちんと把握した上での、予算組み

や会計のシステムをつくることを提唱していま

す。 

第３に、エコ認証です。例えば米、あるいは

他の信頼できる農地で生産されているもののエ

コ認証です。 

また、既に豊岡市で行われている生態系サー

ビスへの支払いといったようなものも、地方自

治体への提案事項の中には含まれています。 

しかし、これを貧困層のGDPに占める率で考え

てみましょう。森林がないことによって被害を

受けるのは自給自足の農民なのです。このよう

な人たちは森林に依存して生きています。イン

ドでは3億5,000万人、インドネシアでは9,900万

人、ブラジルでは2,000万人がそういう生活をし

ています。自然から無償でこのようなサービス

を受けているわけですが、貧困層の生業に占め

る生態系サービスからの恩恵の割合は45％～

90％を占めています。 

適切な開発政策を考えるときは、自然資本が

開発において最も重要な資本であることを考え

なければなりません。これら自然資本が開発の

基礎となるという意味において、私たちは生態

系のインフラストラクチャーと呼んでいます。

開発とは、単にダムなどの人工のインフラ整備

を行うだけではありません。森林や湿地帯を保

全し、里山のような再構築をすることにも配慮

する必要があります。これをエコ・ソーシャ

ル・ランドスケープと申します。これらの自然

資本は、貧困層にとって非常に重要な意味を

持っているのです。 

TEEBプロジェクトから、いくつかの分野へ提

案が出ました。企業に対して、あるいは政府に

対して、あるいは地方自治体に対して、それぞ

れに関して言及したいと思います。 

まず、我々は国家の発展をGDPやGDPの成長率

で計っています。ただ残念なことに、GDPでは土

壌の質、人々の健康、教育の向上などは計算さ

れていません。GDPでは経済によって提供された

財やサービスの流れのみが計算されていて、自

然からつくられた財やサービスの流れは計算さ

れていません。つまり、人にとって重要なもの

でGDPでは計算されていないものがあるというこ

とです。GDPは国家の発展の指標としては不十分

なのです。 

近年GDPに代わる国家の発展の指標づくりが行

われており、TEEBでもその新しい指標を提唱し

ています。世界銀行総裁のゼーリック氏が３日

前に名古屋で「世界銀行としてもこのプロジェ
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て、政策を立案していただきたいのです。私た

ちは自然からインスピレーションを受け、広告

をつくったりします。たとえば、車の広告には

美しい自然を見ますし、私たちは自然を遺伝的

生物資源として利用し、新しい医薬品を開発し

たりもします。私は豊岡で車中からコウノトリ

の舞う素晴らしい自然を見ました。そういった

素晴らしい価値が自然にはあります。その価値

を認識することによって政策を変更することが

できます。 

しかし、ときには自然に経済的・金銭的な価

値があることを明らかにする必要があります。

例えば土壌の劣化がどれぐらい生じたかという

ことを計ることで計算することができます。通

常は森林が土壌の劣化を防いでくれ、様々な土

壌の栄養を供給しています。しかし、それが無

くなってしまった場合は、肥料などでそれを補

わなければなりません。そうするとその肥料の

コストがかかってしまうわけです。これまで、

自然から無償で得ていたたくさんのサービスが

あったわけです。その価値を経済的に認識する

ことは重要なのです。 

先程、マングローブ林がタイの南部をサイク

ロンから守る話をしました。これも、マング

ローブやサンゴ礁から地上に住む人が無償で得

ていた生態系サービスだったわけです。被害を

受けた場合のコストは計れるので、コストを認

識することができます。そのコストを考えるこ

とで、マングローブやサンゴ礁を保全するかど

うかを決めることができるのです。 

そして最後は新しい価値を認識することで

す。自然は、非常に多くの生態系サービスを供

給しています。我々はこの価値を様々な方法に

よって認識することができます。これらの絵の

１番下にあるのはヘビと葉っぱの絵ですが、こ

れは医薬品を意味しています。また炭素を取り

込むことや食料、原材料、あるいはきれいな水

などいろいろなシンボルが示されています。 

先ほども申しましたがTEEBの中には、いろい

ろなレベルでの政策決定者に対する提案があり

ます。 

１つ目は科学者、経済学者、生態学者向けの

基礎となるレポートであり、２つ目は国家又は

国際的なレベルの政策決定者向けであり、そし

て３つ目は地方自治体向け。４つ目は企業・ビ

ジネス向け。そして最後が総合レポートとなっ

ています。 

今日は少し時間をかけて、地方自治体向けの

ものをお話ししたいと思います。名古屋で開催

されたCOP10でこういった報告書を出しました。

もしもこれが読みたいという方がいらっしゃれ

ば、ご連絡ください。この報告書は、インド工

科大学准教授のハリピリア・グンディメダ氏、

ドイツからご協力いただいたハイディー・ウ

イットマン氏によって作成されたものです。 

この報告書以外にも、TEEBがこれまで構築し

てきた様々な提案がありますが、私はこのTEEB

の提案についてお話ししたいと思います。 

まずは自然の価値を認識するとき、これをす

べてお金に換算できる価値で考えてはなりませ

ん。自然をまるでスーパーマーケットの商品、

例えばパンや卵のように扱ってはいけないので

す。価値を認識することは重要ですけれども、

自然は市場で買えるものではないのです。 

そして、考えの中に、自然の価値の中には、

精神的なものも含まれるのだということを入れ
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 ここでは、自然資本プロジェクトでつくられ

たインベストという手法を使いました。この手

法は、非常に重要な生態系サービスがどこにあ

るのかを見ることができるものです。宝興県で

は、2010年に土地利用基本計画をつくり、この

ピンクで示されたところを土地計画から外し

て、この地区を保全することで生態系サービス

の供給を図りました。 

法制化の例として、フィリピンのサンゴ礁の

例をご紹介します。現在CO₂の濃度が上がってい

るのはご存知かと思いますが、それが原因で海

洋が酸性化するという事態が起こっており、そ

れがサンゴ礁の育成を阻んでいます。また同時

に、温暖化が進むということで、海洋層には大

きな影響が出ています。1998年、エルニーニョ

による高水温の影響で、大規模なサンゴの白化

現象が確認されました。そこで地域の自治体が

集まり、漁獲禁止地域をつくろうということが

決まりました。それが最終的には国立公園と

なって、拡大してきたわけです。漁獲禁止地域

と国立公園によって、この地域における魚の量

が４倍になりました。大きな魚を泳がしておき

ますと、100倍近くの卵を産みます。４年、７年

と経っていきますと、非常に魚の量が多くな

り、漁獲量・水産資源が増えていきますので、

そのような意味で魚の再生産が促されます。ま

た同時に、毎年10％ものサンゴ礁が増えてお

り、人間にも環境にも良い影響が出ています。

Win-Winの関係です。 

TEEBは単に生態系サービスの金銭的な価値を

「○○ドル」として示すものではありません。

自然の価値を認識し、価値を明らかにし、そし

て価値を捉えなおすことを通じて、我々の考え

方や政策、あるいは企業のビジネスに反映させ

ることを推奨しています。３つの評価方法を提

案しています。自然の価値を、社会的に認証す

る方法、経済学的に実証する方法、政策による

新しい価値を捉えなおす方法の３つです。 

TEEBはたくさんの提案により、5つの戦略をつ

くりました。これは、地方の計画、法改正、エ

コ認証、保護区の評価、生態系サービスへの支

払いです。ただこれらは、それぞれの置かれて

いる状況が異なります。というのも地方の計画

や法改正というのは基準・規制・政策上の話で

あり、経済学は必要ありません。一方でエコ認

証や保護区の経済的な評価には経済的な仕組み

が必要になってきます。また、生態系サービス

への支払いというのは、擬似市場のようなもの

ではありますが、厳密な意味での生態系サービ

スの市場が存在しているわけではありません。

しかし、生態系サービスは食料や燃料として市

場を通じて私たちに供給されるという意味で、

生態系サービス支払いという擬似市場が存在し

うるのです。 

ここで5つの事例を紹介します。 

地方の土地利用計画ということで、中国四川

省の宝興県で行った生態系サービスを組み入れ

た土地計画についてご紹介します。 
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次は、保護区の価値の評価をアフリカの事例

からお話ししたいと思います。ウガンダの首都

カンパラの郊外に、Nakivudoという約40㎢の沼

があります。かつて地元の自治体は、沼を開発

地や農地にするため、すべての水を抜いてしま

おうと考えました。しかしある経済学者が、こ

の沼は、カンパラの都市に対して下水処理の役

割を果たしており、非常に大きな生態系サービ

スを提供していることを発見しました。この経

済学者の研究によると、もし水を抜いてしまい

ますと、新しい下水処理プラントをつくらねば

ならない。そうすると毎年200万ドルもかかって

しまうということがわかりました。農地化した

場合、農業収益は25万ドルしか上がらないこと

がわかっていましたので、それでは経済的にコ

ストが見合わないことになってしまいます。ま

た、その沼を無くしてしまいますと漁業もでき

なくなってしまいます。行政はその研究報告を

受けて決定を覆し、今もこの沼は非常に重要な

ものとして保全されています。自然の価値を経

済的な価値で評価することによって、自治体の

計画をも変えてしまうことができることの例な

のです。 

以上５つの例にすぎませんが、5つの戦略それ

ぞれについて実例を紹介しました。TEEBでは、

120もの世界の例を集めた報告書で紹介していま

す。 

また地方自治体向けのTEEB報告書では、６段

階のステップをとることを提案しています。     

生態系サービスに対する認証と支払いに関し

ては、宮城県大崎市の蕪栗沼の例を紹介しま

す。普通、冬には田んぼを乾かすのですが、こ

こでは冬期湛水を行うとともに、農薬や化学肥

料を減らした農業が行われています。そして、

こうしてつくられたお米の認証制度が整備され

ています。農家は、この認証を受けるために

5,000円／10ａのコストがかかりますが、それに

対して補助金が支給されており、さらにこの農

法を実践すると市から8,000円／10ａの補助金を

受けることができます。また、この農法でつく

られた米や酒は市場で高く評価され収益が増え

ています。ここにもWin-Winの関係です。農家だ

けではありません。このようにガンの群れが

帰って来るようになり、ガンの個体数が３倍に

なりました。 

里山について、もう１つ紹介しましょう。

「コウノトリ育むお米」というのも、50％近く

高い値段が付いていると聞いています。これは

正に成功例だと思います。加えて、エコツーリ

ズムも増えましたし、地元自治体のGDPも伸びて

います。地域のアイデンティティーが大きく

育ってきたということです。コウノトリは、

ヨーロッパでは赤ちゃんをもたらすものという

ふうに考えられていますが、ここ日本では赤

ちゃんだけでなく、実際にお米やお金をもたら

すものだというふうに考えられるでしょう。 
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１．利害関係者とともに何が最も重要な政策課

題かを特定し合意します。 

２．どの生態系サービスが非常に地域の人々に

とって重要なのかということを考えます。  

３．価値を評価するために、どのような情報が

必要なのかということを考えます。すでにあ

る情報はどれであり、新しく必要な情報は何

なのか。 

４．生態系サービスの価値を評価します。 

５．評価の結果、どのような政策転換が必要な

のか、どの政策が可能なのかということを考

えます。 

６．最後にこれが非常に重要です。例えば発展

途上国などで、生態系サービスをどのように

貧困層に対して提供することができるか。そ

して、誰が利益を受けるかということを考え

ていきます。 

これはインドネシアのスマトラ島の例です。

インドネシアでは2007年に法律が制定され、NGO

フォーラムによって、（自治体が策定した）地

域計画のアセスメントを行う機会を得ました。

何が問題なのかを考えたところ、生物多様性の

損失、森林違法伐採により土地が侵食され、水

循環の管理ができずに洪水が発生するように

なってしまい、それが近隣の農地にも影響を及

ぼすようになったことが、主要な問題であるこ

とがわかりました。そこで、このインベストと

いう手法を使い、このようにマッピングをして

スマトラ島の戦略を考えたのです。 

 そして、生態系サービス支払いに関する具体

的な提言を行いました。しかし、生態系サービ

ス支払いによってもたらされる利益を貧困層に

どのように分配するかについては、まだ合意が

できていません。しかし、これはインドネシア

のような発展途上国の複雑な状況でも、このよ

うな手法をうまく使うことができるという例で

す。 

TEEBの研究を終えまして、様々な影響や要求

が出てきました。ウガンダやタンザニアなどの

多くの発展途上国がやってきて、サポートして

ほしい、つまりこのような能力開発を助けてほ

しいと言います。日本やインド、イギリスには

能力がありますが、このような環境経済学に明

るい人は他の国には少ないのです。ですから、

このような能力開発を助けていかなければなり

ません。 

TEEBの考え方を国の中で実施していきたいと

考えている国からのリクエストもあります。例

えば生物多様性のスーパーパワーと呼ばれ、天

然資源の宝庫であるブラジルでは、TEEBのプロ

ジェクトを採用することが決まりました。ブラ

ジルのTEEB、「ブラジルTEEB」というものを進

めます。インドでも同様の試みが行われること

が決まりました。また、日本でも多くの機関が

その可能性について考えているところです。ド

イツでも同様のプロジェクトを推進することが

決まり、欧州委員会も今、議論をしています。

アジア開発銀行でもアジア全体でのTEEBが行わ

れることが決まりました。 
第３に世界銀行のプロジェクトからのリクエ

ストがあります。このプロジェクトは、生物多

様性の経済的評価を国内総生産（GDP）に反映さ

せるものです。多くの人々が、バランスシート

に資産や負債などを計上しなければならないと

いうことをわかっています。しかし、ほとんど

の国にとって最も大きな資産というのは自然資

本であるにもかかわらず、この一番大きな資産

を国民総生産に計上していないのです。グリー

ンGDPを導入していく、つまり自然や自然資本を

計上していく必要があるのです。 

17



次に、企業活動に伴う生態系への影響を、プ

ラスのものであれマイナスのものであれ、きち

んと評価することが大切です。CSR活動の一部と

して、日本では40以上の一般企業が自然の保護

に取り組んでいます。これは社会にとってプラ

スの影響を及ぼします。また、インドネシアや

マレーシアで鉱山を掘ったりすると、それは社

会にマイナスの影響を及ぼします。もちろんこ

れが違法行為になるものではありませんけれど

も、企業がどのような影響を及ぼしているのか

を記録する必要があります。それを通じて、企

業活動の透明性を高め、利害関係者の理解を深

めることになります。また良い会社をサポート

したいと思っているような消費者の共感を得る

ことができます。 

最後に、こういった自然の価値というもの

を、社会に伝えていく必要があります。という

のも、国家や地方自治体の取組みは、消費者や

市民に理解と協力をしてもらうことで実現でき

るからです。例えば豊岡でこのような取組みが

可能だったのには、市民の理解と協力があった

からなのです。ですから、環境に関する理解を

深めるための教育が重要な役割を果たします。 

地方自治体が果たす役割について、次の３つ

が特に重要だと思っています。１つ目は、TEEB

の研究を国家レベルの支援にしていくというこ

とです。何をこの豊岡でやっているのかという

ことをケーススタディーとして国家に提出して

ください。どのようにして政策を実践してきた

のか、どのように自然の価値を評価したのかを

共有するべきです。 

そして２つ目は、自然に考慮したビジネスを

やっているのであれば、どういった機能の仕方

をしているのか、そして失敗したのであれば、

なぜ失敗したのか。そういった例を提出する必

要があります。 

３つ目ですが、豊岡はコミュニケーション

（市民の理解と協力を得ること）に関して非常

に重要な成功例であると考えます。私は今日こ

こに来るまでに、コウノトリを４羽見ることが

できました。ここはまさに、自然の教育セン

ターだと思います。コウノトリの郷公園があ

り、教育啓発を行っておられますが、そういっ

たことをさらに進めていく必要があります。 

フィルムやメディアというのも非常に良い啓

発ツールです。メディアが既にこういったこと

を取り上げていて、TEEBの研究は『エコノミス

ト』という雑誌の中で取り上げられました。BBC

というニュース番組のトップニュースとしても

丸一日放映されていました。また、ワシントン

ポスト、あるいはル・モンドというフランスの

新聞紙でも取り上げられ、非常に大きな成功を

収めることができました。 

インドの映画制作会社MOFILMのWEBサイトか

ら、TEEB関連の啓発動画を無償でダウンロード

することができます。これらは若い監督によっ

て製作されており、１分程度の動画ですので是

非ご覧ください。これらは無償で提供されてい

ます。 

皆さん、ぜひ今後もベストを尽くしてくださ

い。 

ご清聴ありがとうございました。 
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基調講演Ⅰ≪現状と課題≫ 

－－－－コウノトリコウノトリコウノトリコウノトリとととと共共共共にににに生生生生きるきるきるきる－－－－    

豊岡市長 

中 貝 宗 治 

これからコウノトリをめぐる豊岡の長い長い

物語、その一端をお話しいたします。 

豊岡を空から見た写真です。まちの真ん中を

円山川がゆったりと日本海に向けて流れていま

す。この光で指している画面中央部、河口から

10km上流になりますが、カレイが釣れます、ア

ジが釣れます。円山川の河川勾配は１万分の

１。10km上流に行って高低差はわずか１ｍ、100

ｍ上流に行って高低差はわずか１cm、ほとんど

水平状態の川です。したがって川の底には海の

水が忍び込んでいます。風がないとこんなふう

に、鏡の面のように美しい水面を見せてくれま

す。しかし、川の傾きが極端に小さいというこ

とは、水はけの悪さも意味します。 

2004年、豊岡は台風23号によって泥の海に沈

みました。こんなふうに大雨が降ると水浸しに

なりやすい場所「低湿地」あるいは「湿地」と

いうものは、人間に

とってけっこう住むう

えで厄介な場所です。

しかし、そうした場所

が大好きな生きものは

たくさんいます。今か

ら、その湿地・低湿地

が大好きな豊岡の生き

ものの代表例を２つご覧いただきます。 

もちろんこの人ではありません。こちら、コ

リヤナギと呼ばれる種類のヤナギです。円山川

の氾濫がつくり出す湿地に自生をしておりまし

た。そして、このコリヤナギを使ってできた産

業が柳行李産業です。江戸時代、豊岡は日本最

大の柳行李の生産地でありました。先程の女性

は柳行李の伝統工芸士の女性であります。 

生活様式の変化に合わせて、こんな取っ手を

付けると鞄になりました。今、豊岡は革を除く

と、日本の７割を生産する日本最大の鞄の産地

です。こんな鞄もできています。こんなバスも

できました。 
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もう１つ湿地が大好きな生きものの代表例が

これです、コウノトリ。羽根を広げると２ｍも

ある白い大きな鳥です。かつては日本の各地で

見られる鳥でした。 

里山の大きな松の上に巣をつくって、周辺の

水田や川の浅瀬で餌を採っていました。カエル

やナマズやドジョウやフナ。こういったものが

大好きな完全肉食の鳥でありました。今でこそ

田んぼは機械が入りやすいように、必要なとき

以外は水のない乾いた田んぼ、乾田になってい

ますが、一昔前の豊岡の田んぼ、こんなのが

いっぱいありました。 

どこが水路か水田かさっぱりわからない、一

年中水浸し。そういう所には、カエルやナマズ

やドジョウやフナがいっぱいいるわけですか

ら、コウノトリにとって格好の餌場でありまし

た。 

ところが明治になって、鉄砲が解禁をされ

て、まず狩猟で数を減らします。第二次世界大

戦中に松林が伐採をされてねぐらを追われ、そ

して戦後の環境破壊によって数を減らしていっ

て、1971年日本の野生最後の１羽が豊岡で死ん

で、コウノトリは日本の空から消えました。 

とどめを刺したのはこれです、農薬。絶滅の

前にコウノトリを守ろうという運動が豊岡で起

きて、そして1965年、飛んでいた鳥を捕まえて

人工飼育が始まりました。しかし、最初の24年

間、来る年も来る年も１羽のヒナも孵りません

でした。絶望もありました。批判もありまし

た。コウノトリが増えていくという確信を誰も

持てないまま、いわば暗闇の中を黙々と人工飼

育が続けられていきます。 

転機が1985年に訪れます。ロシア、ハバロフ

スクから、６羽の幼い鳥が豊岡に送られてき

て、当時兵庫県から飼育を委託されていた豊岡

市役所の職員が懸命に育てて、カップルができ

て、そして1989年、平成元年、人工飼育の開始

から実に25年目の春、待望のヒナが誕生いたし

ます。以来22年連続でヒナが孵って、今100羽の

コウノトリが鳥かごの中に、そして44羽のコウ

ノトリが再び自由に空を飛んでいます。野生で

の絶滅から39年、人工飼育の開始から45年、豊

岡でコウノトリの保護活動が明確なかたちを

とって55年になります。長い時間と膨大なエネ

ルギー、たくさんのお金が必要でした。これか

らも、おそらくそうだろうと思います。 
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その一角を市がお借りして、豊岡市のコウノ

トリ文化館を設置しています。普及啓発を担当

しています。こんなふうに間近でコウノトリを

ご覧いただくことができます。 

 ビオトープ水田で

す。休耕田に一年中水

を張っていただいて、

草の管理をしていただ

きますと、いろんな生

きものがわっと湧いて

きます｡豊岡の自然が豊かになります。同時に、

それはコウノトリの餌場にもなります。市内に

12ha、12万㎡あります。 

 アカガエルというカ

エルは冬に卵を産みま

す。普通はこの時期、

田んぼに水はありませ

ん。そこで農家にお願

いをして冬に水を張っ

ていただき、産卵場を確保しています。 

このあたりでは中干しといいまして、６月頃

に一度田んぼから水を抜きます。大量のオタマ

ジャクシが干からびて死んでしまいます。トン

ボのヤゴも干からびて死んでしまいます。そこ

で中干しを１ヵ月後ろへずらしていただくこと

をお願いしました。この間にオタマジャクシは

カエルになります。ヤゴはトンボにかわりま

す。生きていくことができます。市内に72haあ

ります。 

 水田魚道です。水は

けをよくするために、

水田と水路にこんな落

差をつくってしまいま

した。生きものの行き

来ができなくなりまし

た。そこで、兵庫県と豊岡市が協力をして水田

魚道をつくっています。ドジョウをはじめ、

様々な生きものがこの水田魚道を使って、田ん

ぼ、水路、川を行き来していることがこれまで

の調査でわかっています。 

コウノトリ育む農法と呼ばれる、農薬に頼ら

ない農法も広げてまいりました。 

では、なぜそれほどまでにして豊岡はコウノ

トリを空に帰そうとするのか。ねらいが大きく

３つあります。 

１つは、人間とコウノトリとの約束を守ろう

ということです。45年前、飛んでいた鳥を捕ま

えて鳥かごに閉じ込めました。「安全な餌を与

えて、いつか増えたら、また空に帰す」という

ことを当時の人々は誓いました。いうなれば、

人間はコウノトリと約束をした。私たちは約束

を守ってもう一度コウノトリを本来の場所に帰

さなければなりません。２つ目は、絶滅寸前の

野生生物の保護に関して世界的な貢献をしよう

というものです。極東のくちばしの黒いコウノ

トリは、世界中合わせても3,000羽程度しかいな

いといわれています。絶滅寸前の鳥です。その

鳥の保護に関して世界的な貢献をしようという

ことです。３つ目、今度は観点を変えて、コウ

ノトリも住める環境とはどういう環境なのかと

いうことに関わります。コウノトリは完全肉食

の大型の鳥です。あんな鳥でも、また野生で暮

らすことができるようになったとすると、そこ

には膨大な量の、そしてたくさんの種類の生き

ものが存在するはずです。そのような豊かな自

然は人間にとっても素晴らしい自然なのではな

いかと。もう１つあります。どんなに自然が豊

かになって、餌が豊富になったとしても、飛ん

で来た鳥をやみくもに撃ち殺す、そういう文化

のところにコウノトリは暮らすことはできませ

ん。あんな鳥も近くにいてもいいよねというお

おらかな文化が人間の側になければならない。

そこで「コウノトリを空に帰そう」ということ

を合言葉にして、コウノトリ“も”住めるよう

な豊かな環境、すなわち豊かな自然環境と豊か

な文化環境をもう一度この地につくりあげよう

というのが３つ目の、そして最大のねらいで

す。 

それを実現するために、様々な努力が積み重

ねられてきました。1999年に兵庫県は豊岡市内

に県立コウノトリの郷公園をつくりました。そ

して県立大学の研究所が設置されて、野生化の

研究と実践が続けられています。 
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これは戸島というところの田んぼです。大変

なじる田（湿田）でありました。足を入れると

ズブズブと膝まで沈んでしまう。機械を使うこ

とができない「嫁殺しの田んぼ」と呼ばれてい

ました。こんな田んぼはいやだと、土地改良の

工事が始まりました。その工事の順番を待って

いる間、休耕していたところ、2005年の夏、ミ

ズアオイ、絶滅危惧の植物が一斉に花を咲かせ

ました。 

そして野生のコウノトリが毎日のようにやっ

て来て、餌を食べるようになりました。サギの

餌を横取りしようとして失敗した写真です。 

放置しておきますと、工事が進んで、この美

しい光景は未来永劫失われてしまいます。守っ

てほしいという声が市民から上がりました。そ

こで豊岡市が４haの用地を農業者の理解を得て

確保して、そして湿地公園にいたしました。 

先程のコウノトリは、８月５日に来たところ

から「ハチゴロウ」という名前で親しまれてい

ました。ハチゴロウが、この場所の大切さを教

えてくれた、その感謝の気持ちを伝えるため

に、この湿地公園の名前を正式に「ハチゴロウ

の戸島湿地」というふうに名付けました。 

こういった努力を積み重ねて、2005年「コウ

ノトリ未来・国際かいぎ」が豊岡で開かれ、そ

の日の午後、続々と人々がコウノトリの郷公園

に集まってきました。 

そして歴史的瞬間がやってまいります。この

時、絶滅から34年が経過をしております。最初

の１羽が飛んだときに、「やった」という大き

な声がしました。それは豊岡市長の声でありま

した。そして2007年、その２年後の５月20日、

日本の野外で43年ぶりにヒナが孵り、46年ぶり

に巣立って行きました。 

さらに努力は続けられています。これは円山

川にあります「ひのそ島」という島です。水の

流れを阻害していました。治水対策上、掘削を

しようという計画が上がりました。しかし自然

保護も大切だ。そこで折り合いがなされて、半

分だけ川底まで掘削され、半分は水ひたひたの

所まで掘削がなされました。こんな感じです。

そしたら、ちゃんとコウノトリがやって来て、

餌場として利用するようになりました。 

今、国と県は円山川水系の河川敷を掘って湿

地にする事業を進めていまして、すでに128haま

で湿地が再生されています。 
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そして私たちが新たに開きつつある扉はこれ

です。環境経済戦略です。環境と経済はしばし

ば矛盾すると考えられてきました。しかしそう

ではなくて、環境を良くする行動によって経済

が活性化をする。そして、そのことが誘引と

なって、今度は環境をよくする行動がさらに広

がる。環境と経済が共鳴する関係を私たちは

「環境経済」と名付け、今その具体例を積み重

ねています。ねらいが３つあります。環境行動

自体の持続可能性です。環境行動を続けるため

には、経済によって裏打ちされることが最も有

効である。その認識を示しています。また、私

たちが自立をするためには、経済の活性化が不

可欠です。環境がまさにその分野ではないの

か。最後は誇りです。私たちが環境破壊によっ

てではなく、環境をよくすることによって経済

の活性化を成し遂げている。そういうまちをつ

くることができれば、私たちは自らを大いに誇

りに思うことができるだろうと思います。誇り

は、まちづくりのエネルギーになります。 

例です。豊岡に太陽電池をつくる「カネカ

ソーラーテック」という会社があります。世界

中の人々が地球温暖化対策に貢献しようとして

太陽電池を設置すればするほど二酸化炭素は減

ります。そしてこの会社は儲かります。環境と

経済が共鳴するという例です。 

豊岡のある会社が、今度は廃タイヤの利用を

考えました。地面に穴を掘って、タイヤをドー

ナツ状に積み重ねて壁をつくります。地面の中

に、このタイヤの壁があります。 

日本海、円山川、そして城崎温泉。ハチゴロ

ウの戸島湿地はここです。今、この線で囲って

いる範囲を私たちはラムサール条約の登録湿地

にしようと活動しています。2012年の登録を目

指しています。 

1960年、50年前豊岡市内で撮られた写真で

す。子どもたちが、朝学校に行こうとしていま

す。２羽のコウノトリがあたかも「いってらっ

しゃい」と言わんばかりに子どもたちを見送っ

ています。50年前の写真です。 

2006年の写真です。50年近く経って、またあ

の光景が戻ってきました。 
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農業ももちろん、決定的に重要です。農薬に

頼らない農法、コウノトリ育む農法というもの

が豊岡で確立をされました。全国の有機農業家

が育ててきた、様々な要素技術を豊岡に取り入

れて、組み合わせて、そして豊岡風にアレンジ

された農法です。2005年、これが放鳥ですが、

作付け面積がこれ、豊岡市内の作付け面積が猛

烈な勢いで増えています。今、豊岡以外の但馬

の各市町でもこの農法は広がっています。しか

も、この農法によるお米は、店頭価格でだいた

い60％～100％高く売られています。農家の買い

入れ価格は、もう少し低いと思いますけれど

も、店頭ではそのようなものです。 

日本最大の量販店、イトーヨーカドーも全国

130店舗でこのコウノトリのお米を６割か７割高

く売っています。トーホーストア、という兵庫

県内に展開しているお店でも売られています。

全国で326の店舗で、このコウノトリのお米が売

られています。先頃、ＪＡたじまのこの取組み

が、第12回「グリーン購入大賞」の環境大臣賞

を受賞いたしました。コウノトリのお米を使っ

たお酒もたくさんできています。これなど４合

瓶5,000円、1升瓶10,000円のお酒です。コウノ

トリのしょう油、納豆、豆腐もできています。 

こちら側を重機でガガーッとゆすって振動し

ます。振動がこちらに来るときにどう変化する

か。何も無いときです。振動源から遠ざかれば

遠ざかる程、振動は弱まっていきますが、それ

ほどでもありません。しかし、この工法を行う

と見事に振動は減ってまいります。大阪府で採

用されました。モノレールの近くの住宅街が振

動で苦しんでいました。なかなかこれを解決す

る方法がありませんでした。そこで、この工法

が採用されました。振動は50％減りました。廃

タイヤ対策という、いわば環境対策が振動対策

になって、そしてこの会社の経営に役立ちま

す。 

炭焼きも頑張っています。神鍋の炭焼きの会

社ですが、炭が焼けますと「炭出し」といっ

て、大変な作業が待っています。熱い半日仕事

でした。この会社はこれを省力化をいたしまし

た。トロッコがあってレールがあります。ト

ロッコの中に木を入れて、そのまま炭を焼きま

す。焼けますとレールを伝って出して来ますの

で、あっという間に炭出しが終わります。そし

て上から蓋が降りてきて空気が遮断されて消え

ます。半日仕事が３分で済むようになりまし

た。これは、この技術が開発される前の会社の

社屋ですが、大発展を遂げました。炭焼きが進

めば進むほど、里山の整備が進んで環境にもい

い、そしてこの会社は儲かる、環境と経済が共

鳴する例です。 
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観光客も増えました。多少のデコボコはあり

ますけども、年間約40万人の方がコウノトリの

郷公園に来られます。中国から大学生がやって

来たこともあります。ヨーロッパから研究者が

やって来たこともあります。韓国から農業者が

やって来たこともあります。この観光客の増大

による経済波及効果を慶應義塾大学の大沼教授

らが調査されました。その結果、毎年10億円で

あるという調査結果を出しておられます。コウ

ノトリは確実に経済を活性化しています。 

先程発表がありましたけれども、TEEB、国連

環境計画が指導する報告書の中でも豊岡の取組

みが世界の代表的事例として紹介をされていま

す。 

これまでのコウノトリをめぐる様々な取組み

によって、豊岡の田んぼの中にいろんな生きも

のが帰ってきました。カエルやナマズやドジョ

ウやフナも帰ってきました。コウノトリも帰っ

てきました。しかし、豊岡の水田風景に帰って

来たものの中で、私たちが最も誇りに思うもの

はこれです。子どもたち。子どもたちがまた田

んぼの中に帰ってきました。 

ある小学校では子どもたちが自分たちの地域

でコウノトリの放鳥がなされていて、コウノト

リ育む農法が広がっていることを知りました。 

そして、お百姓さんにその農法のことを学び

ました。この農法が広がれば広がるほど豊岡の

環境は良くなって、人間にとってもコウノトリ

のためにとってもいい。 

ではどうしたらこの農法を広げることができ

るんだろうか。子どもたちは考えました。そし

て、まっとうな結論に至りました。「消費が増

えればいい。」ではどうすれば消費を増やすこ

とができるのだろうか。子どもたちはさらに考

えました。ふと見ると、学校のそばにコンビニ

がありました。そこで子どもたちは、自分たち

の主張を紙に書いて、コンビニの店長さんに会

いに行きました。「店長さん、あの中で売って

いるおにぎり、コウノトリのお米でつくってく

れませんか。そうするとお米の消費が増えて、

環境は良くなります。」、高いお米であり、こ

ういった仕組みの店ですから実現はしませんで

した。 

しかし、子どもたちは負けてはいません。

「次はなんだ。学校給食だ。学校給食で使った

ら増えるぞ。誰に頼んだらいいんだろう。市長

だ。」ということで、子どもたちは自分たちだ

けで、私のアポを取って、自分たちだけでやっ

て来ました。私は本当に驚きました。この子ど

もたちの論理の出し方、そしてその行動力、そ

れで私は約束をしました。豊岡は週５日の学校

給食のうち４日は地元産の普通のコシヒカリ、

もう１日はパン食をしていました。しかし、昨

年の４月からそのパン食をやめて、週に１回だ

けですけどもコウノトリのお米に代えました。

その結果、１年間でコウノトリのお米の消費が

ご飯茶碗34万杯、作付け面積にして７ha増えま

した。子どもたちの行動が、豊岡の環境を良く

いたしました。 
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コウノトリ育む農法は、高齢者にもあるいは

農業者にも大きな影響を与えています。経済的

な価値だけではありません。これは豊岡の代表

的なコウノトリ育む農法の農業者の方でありま

すが、平成19年、87歳で250万円の大型トラク

ターを買われました。89歳で今度は600万円のコ

ンバインを買われました。これをどのように評

価するか。この方は、来年からもっとコウノト

リ育む農法を広げるんだ、頑張るんだというふ

うに言っておられます。つまりコウノトリ育む

農法は、農業者に誇りと農業への希望をもたら

したのだと、私はそんなふうに思います。 

1960年、50年前豊岡市内で撮られた写真で

す。出石川で農家の女性、ついちょっと前です

けれども99歳でお亡くなりになられました。７

頭の但馬牛、12羽のコウノトリ。この距離で暮

らしていました。17、8年前、私たちはこの写真

を使って大きなポスターをつくりました。その

ポスターに「35年前、みんなで暮らしていた」

という言葉を添えました。同時に「私たちは人

間の努力を信じます」という言葉も添えまし

た。その頃に、「この女性はあそこのおばあ

ちゃんらしい」ということになって、市の職員

と新聞記者がインタビューに行きました。とこ

ろがこの女性は、「三十何年前の写真、しかも

後姿だ、自分かどうかわからない、でも多分私

でしょう。なぜならば、となりのこの牛はうち

の牛だ」と。一つの家の中に仲良く暮らしてい

た時代がありました。そしてこの女性は、コウ

ノトリのことはほとんど話をされずに、ひたす

ら牛の話をされて、最後にこう言われたんだそ

うです。「あの頃は心が本当に豊かでした。」 

私たちが何を失って来たのか、そして何を取

り戻そうとしているのか、この写真が象徴的に

示しているように思います。50年前の写真で

す。 

2007年、同じ場所です。ここまで帰ってきま

した。しかし、まだここまでしか帰っていませ

ん。2008年の10月、円山川の写真です。国土交

通省が河川敷を浅く掘ってつくった湿地にちゃ

んとコウノトリが降り立っています。 

これは、放鳥されたコウノトリが、あちらこ

ちら飛んで行った軌跡の図です。こちらは野外

で生まれたコウノトリの移動の軌跡です。若い

鳥ほど冒険家だと、そう思います。 

少しご紹介いたします。どんな飛び方をした

か。まず１例目です。 

豊岡を飛び立って西予市に行きました。そし

て越前町に行って、越前市に行きました。40年

前、くちばしの折れたコウノトリが捕獲された

まちです。「武生（たけふ）」という名前で可

愛がられていました。そして40年経ってまた再

びそのまちに豊岡のコウノトリが帰って行きま

した。 
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そこでは「コウノトリ呼び戻す農法」という

ことをやっておられました。コウノトリを再び

呼び戻したい。ドンピシャ！この呼び戻す農法

の田んぼに豊岡のコウノトリが飛んで行きまし

た。ちゃんとお米もできておりまして、高く売

られているそうであります。 

２例目です。豊岡を飛び立って、今治市に行

きました。上郡まで一度帰って来て、再び今度

は伊予市に行きまして、帰ってきたんですが西

予市が大好き。加賀市に行って、新潟に行って

トキを励まして、そして宮城県の大崎市に行き

ました。 

ここは先程もちょっとご紹介がありましたけ

れども、蕪栗沼にマガンが３万羽から５万羽

やって来るところです。そして豊岡は、この地

域で行われていたふゆみずたんぼ、冬に水を張

る農法を学んで豊岡に取り入れました。そこに

もちゃんと「ふゆみずたんぼ米」というのがご

ざいます。で、その田んぼにコウノトリが降り

立って行きました。私たちは大崎からふゆみず

たんぼを学びましたので、コウノトリは感謝状

を持って行ったんだろうというふうに言ってい

ます。先程の越前市はよく頑張っていることで

表彰状を持って行ったというふうに言っていま

す。 

新潟の佐渡では、トキの放鳥が行われていま

す。ここでも「朱鷺と暮らす郷米」というお米

がつくられています。実は、今までの有機農業

というのは、売り出しとしては、あなたにとっ

て安全・安心・美味しいですよということでし

た。それプラス、その田んぼがいろんな生きも

のを育んでいる、生物多様性を保全している。 

このことを明確に打ち出しているお米というの

は、全国で37事例あるんだそうです。まだまだ

消費者はここには飛びついていませんけれど

も、もし多くの消費者が生きものをたくさん

養っていることに着目して、少しは高いかもし

れないけどお米を買っていただければ、日本の

生物多様性はもっともっと豊かになると思いま

す。 

コウノトリの取組みは、日本の英語の教科書

２種類に載りました。道徳の教科書にも載って

います。さらに社会科の教科書にも載りまし

た。そしてつい最近、これは「Satoyama（さと

やま）」という冊子です。生物多様性条約の事

務局が出している機関紙です。ついこの間、

ニューヨークで開かれていた国連の総会でも配

られました。そしてつい閉幕したばかりの、名

古屋の生物多様性条約のCOP10でもこの冊子が配

られました。頼まれてこんな記事を載せていま

す。 
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1994年に「コウノトリ未来・国際かいぎ」第

１回が開かれた時、その時以来の私たちの目標

をシンボリックに示すとこれです、「放鳥」。

この瞬間を目指してみんなで頑張っていこう。

数を増やそう。鳥の訓練をしよう。受け入れる

ために育む農法を広げていこう。川の自然度を

深めていこう。目的は極めて明確。あるいはテ

レビ的にも写真的にも、これが目的でありまし

た。 

それではこれからの10年、私たちは何を目指

していくのか。先程のような具体的な絵は、も

うないかもしれません。私なりに思い付くまま

に考えてみました。それは、豊岡にとってとい

う意味でありますけれども、「豊岡エコバ

レー」の実現。これは次の10年間の豊岡の目標

だと私は思っています。そのためには、環境経

済戦略をさらに進める。それは環境というもの

を経済の中に内面化をする、そういう作業だろ

うと思います。経済活動の中に環境を守るとい

うことを、あるいは環境をよくするということ

をちゃんと組み込んでしまう。それが当たり前

の社会をつくっていく。それが１つ目です。 

それから２つ目は知の創造と集積です。例え

ば湿地を再生する。そういった実践が進んでい

ます。研究も進んでいます。様々な研究や実践

が進んでいます。生物多様性の保全といったこ

とについても、新しい知が創造されていき、そ

してこの豊岡で集積をされていく、それが２つ

目の目標です。 

３つ目は教育です。私たちは、これまで様々

な反省をふまえて、失敗をふまえて、ここまで

やってまいりました。そのことをちゃんと子ど

もたちに教えていけば、私たちの到達点がス

タートになる子どもたちが生まれてまいりま

す。そしてその子どもたちが大人になったとき

に、環境と経済が共鳴することは当たり前で

あって、自然のことをよく知っている、そう

いった大人たちが社会の支配的な層になりま

す。それはおそらく、大きく私たちの社会を変

えることになる。そのためにも教育に力を入れ

ていく必要があると思っています。 

そして、「フライ・トゥー・ザ・ワールド」

です。94年の「コウノトリ未来・国際かいぎ」

の 合 言 葉 は「フ ラ イ・ト ゥ ー・ザ・ワ イ ル

ド」、野生へ帰そうということでありました。

しかし私たちは豊岡からさらに遠く飛んで全国

へ、さらに国境を越えてこの私たちの連携を広

げていく必要があるというふうに思います。世

界中には様々な努力をしている方々がいます。

その世界中の人々と結ばれていこうと、「フラ

イ・トゥー・ザ・ワールド」というのが次の10

年の大きな課題だと私は思っています。 

そしてリーダーシップです。大変おこがまし

い言い方かもしれません。少なくとも、でもあ

る分野で豊岡が先頭を走っていることは間違い

ありません。とするならば、その先頭を走って

いることについての責任を私たちは負っている

と思います。世界中の人々に、あるいは日本の

各地の人々に私たちが支援できること、あるい

は協力できることはおそらくたくさんあるだろ

うと思います。今まで私たちは、ひたすら豊岡

のことを考えてまいりました。これからは豊岡

のことだけではなくて、もっと広い視野でもっ

て、自分たちの責務を果たしていきたいという

ふうに思っています。それができれば、まさ

に、アメリカはシリコンバレーでありますけれ

ども、私たちはエコバレーになることができ

る、そう思っています。 

それでは日本の野外で43年ぶりに生まれたコ

ウノトリのヒナの誕生から巣立ちまで、その映

像をご覧ください。 

～ 動 画 ～ 

懸命に生きようとするいのち、懸命に守ろう

とするいのち、人間とコウノトリと姿かたちは

違いますけれども、あのコウノトリの親子の姿

は、私たち人間の家族の姿でもあります。結

局、私たちをこれまでコウノトリ野生化に向け

て突き動かしてきたもの、それはこれだと思い

ます。 

「いのちへの共感」 

ご清聴どうもありがとうございました。 

28



関係自治体会議からの報告 

    

福井県越前市長 

奈 良 俊 幸 

皆さんこんにちは。福井県越前市長の奈良で

ございます。福井県から来ましたけれども、名

前は奈良でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

今日は午前中に約２時間、９つの市の関係者

が議論を行いました。宮城県大崎市、埼玉県鴻

巣市、千葉県野田市、新潟県佐渡市、福井県小

浜市、越前市、兵庫県豊岡市、岡山県倉敷市、

愛媛県西予市、以上９つの市でございます。 

「コウノトリで繋がった９つの市が、豊岡か

ら飛来したコウノトリが人々を元気にし、地域

を活気付けた事例を報告し、同じように生きも

のにとっても、人間にとっても気持ちのいいま

ちを日本中に広げ、日本全体を気持ちのいい国

にするため連携することを確認する。」これ

が、今日の午前中の会議の目的でありました。 

会議の概要でありますが、４つの市から活動

報告を行いました。その後に意見交換を行いま

した。簡単にご紹介いたしますと、まず、宮城

県の大崎市から「マガンの里での地域活性

化」。大崎市には毎年数万羽のマガンが飛来を

しております。 

その餌場やねぐらと

して、生息を支える田

んぼで始められました

「ふゆみずたんぼ」の

取組みが地域の人々の

環境に対する意識を大

きく変えた、このこと

の報告がありました。 

２つ目には、新潟県佐渡市からトキをシンボ

ルとした島内活性化ということで、絶滅したト

キの野生復帰に取り組む佐渡市。平成20年９月

からは、野外への放鳥も行われ、トキとともに

生きる島づくりが加速をしている。こういう内

容の報告があったところであります。 

それから、千葉県野田市。関東の４県、27の

自治体によって、本年７月に「コウノトリ・ト

キが舞う関東自治体フォーラム」が設立された

ことの報告がありました。 

そして、私ども、福井県越前市からも「コウ

ノトリがまちに帰ってきた！」こういう報告を

させていただきました。代表をして私の取組み

をまず皆様方にご紹介させていただきたいと存

じます。 
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この写真は、福井県越前市に昭和30年代、９

年間越前市矢船町につがいのコウノトリが滞在

をしていた、そのときの写真でございます。昭

和30年代の写真であります。 

こちらが越前市の位置でございます。ちょう

ど福井県の中央部に位置しておりまして、石川

県、岐阜県、ここが琵琶湖、京都府、こういう

位置関係になります。 

私ども福井県越前市は、大化の改新のころに

国府が置かれておりましたので、以来国府とし

て栄えてまいりました。紫式部が、お父さんの

藤原為時が越前の国司に任じられたことに伴い

まして、西暦996年から１年余り本地に滞在をし

た。こういうような史実もございます。 

したがいまして、約1,500年の歴史を誇る和

紙、700年の歴史を誇る打刃物、そして現在では

菊人形、こういった事業などに取り組んでいる

市でございます。 

先ほども言いましたように、昭和30年代には

９年間も本市にコウノトリが滞在をしておりま

した。また、今最も深いご縁ということで申し

あげますと、この越前市は５年前に武生市と今

立町が合併をして誕生したわけでありますが、

昭和45年に旧武生市の白山・坂口地区に、くち

ばしの折れたコウノトリが飛んでまいります。

そのコウノトリを、子どもたちが「コウちゃ

ん」と名付けて大切に、地域をあげてドジョウ

などの餌を与えながら保護しました。 

残念ながら、下くちばしが折れており、上手

に餌がとれずに衰弱をしたため、捕獲して兵庫

県豊岡市に移送いたしました。昭和46年の春で

ございます。 

このコウちゃんは、こちらの豊岡市で、私ど

もの合併前の名前でありますけれども、「武生

(たけふ)」というふうに名付けられまして、平

成17年まで、34年間大切に育てられるわけでご

ざいます。そして、１羽の子、ちなみに「紫」

という名前で、紫式部が滞在していたことが関

係したかどうか、はっきりしていないのですけ

れど、紫という子ども、それから４羽の孫を、

武生は残しております。その４羽の孫のうち３

羽が自然放鳥されておりますので、もう一度武

生の孫に越前市に飛んできてほしい。これが私

どもの活動の背景にある歴史であります。 

特に私ども越前市の西部地区、白山・坂口地

区が平成16年に環境省から里地里山の保全再生

モデル事業の実施地域に選定されました。   
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環境学習とか、休耕田のビオトープ化、ある

いは野生生物、希少野生生物の調査ですとか、

あるいは他の地域との交流ということで、福井

県内だけではなくて、何度も何度もこちらの豊

岡にも関係者の皆さんが足を運ばれています。

ちなみに今日もこの会場に約20名、私どもの市

民の皆さんが、この農家と市民の会を中心に参

加をされているところであります。 

越前市では、福井県が推奨しております減農

薬の特別栽培米、その作付面積の４割を本市が

占めておりますけれども、さらにその上の取組

みを行おうということで、豊岡の皆さんからご

指導をいただき、「コウノトリ呼び戻す農法部

会」というものを昨年立ち上げて、無農薬・無

化学肥料の米づくりに挑戦を始めております。

今年度は5.6haを耕作いたしまして、酷暑のため

少し収穫は減ってしまったのですが、234俵の米

が、無農薬・無化学肥料で収穫をされました。

おかげさまですべての米の販売先が確定すると

いう、大変好評を博しております。 

ちなみにこちらの写真は、昨日閉幕いたしま

した名古屋でのCOP10の中でも、私どもの「コウ

ノトリ呼び戻す農法米」が昼食として採用され

ました。外国の方々も、おにぎりで私どもの呼

び戻す農法米を食されました。 

そういう取組みが実を結んだと申しあげま

しょうか、実は今年の４月１日に、40年ぶりに

本市の白山地区にコウノトリが２羽飛来をいた

しました。40年ぶりでございました。 

こういうことなども弾みとなりまして、ずいぶ

ん住民の活動が活発化をいたしました。ちなみ

に環境省からの指定の背景は、アベサンショウ

ウオという絶滅危惧種が、８割以上本市に生息

をしている。そういうような背景がありまし

た。こういった取組みをひとつの起爆剤といた

しまして、平成20年には、里地里山の保全再生

の全国フォーラムを、他の地域にも呼びかけを

して開催いたしました。 

ちなみにこの時のメイン講師、講演をいただ

きましたのが、豊岡市の中貝市長でございま

す。翌、平成21年には「呼び戻そうコウノトリ

シンポジウム」を開催いたしました。この時に

ご講演いただきましたのが、コウノトリファン

クラブ会長の柳生博先生でございます。 

今年がちょうどコウノトリ武生が越前市に飛

んできまして40年目の記念すべき年になります

ので、今月と来月と記念イベントを開催中でご

ざいます。来年の３月には有機農業の全国の集

いも開く。こんなことなども推進をいたしてお

ります。こちらが、コウノトリ武生飛来40年の

記念イベントで、来週、11月６日、７日にご縁

のある白山地区の中学校でシンポジウムが開か

れます。基調講演には、中貝豊岡市長に改めて

お越しをいただき、パネルディスカッションの

パネラーには、コウノトリ文化館の松島名誉館

長さんをはじめ、兵庫県からも多数お越しをい

ただくことになっておりまして、これからしっ

かり私どもコウノトリが舞う里をつくっていき

たい、こういう思いで、福井新聞社とNHKの福井

放送局の共催で事業を行うことになっておりま

す。 

それからこうした背景でもっとも強調しなけ

ればなりませんのは、住民の皆さんの活動がそ

の基本になっているということであります。越

前市の場合は、「水辺と生きものを守る農家と

市民の会」の皆さんに中心的な役割を担ってい

ただいております。 
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福井県内での放鳥の方向性について両県の知

事の間で確認をして、ついては、非常にゆかり

の深い越前市で放鳥したらどうかというような

話が今膨らんでいるところでございます。もち

ろん、この話を実現していくためには兵庫県の

関係者の皆様や、あるいは文化庁の皆様、特に

学術的な観点から十二分な詰めをしていかねば

なりませんので、これから慎重な準備作業を

行っていくということになるわけでございま

す。 

まず私どもは、９月の市議会に関係する予算

を提案いたしまして、餌場となるビオトープを

60ａつくるということを、白山・坂口地区など

で行おうとしております。あるいは、市民の会

の皆様が中心となって、各集落でもやがてこの

放鳥ということが仮に実現をすれば皆さん協力

してほしい。いろんな説明会なども開き、ふゆ

みずたんぼなど、いろんな取組みを行っている

ところでございます。 

こちらは、８月24日の地元の福井新聞の記事

でございます。これが１面を飾りまして、１面

のほとんどすべてがこの両県知事の写真と、

「コウノトリ県内放鳥、西川知事が意向、兵庫

県知事賛同『ゆかり越前市で』」。ちなみにこ

の『』部分は井戸知事の発言でございますの

で、越前市長が申しあげたわけではなく、ある

いは、西川知事の発言ではなくて、井戸知事か

ら、こういうようなありがたい発言もなされた

ということでございます。 

そのうちの１羽が王子保地区を中心に107日間

滞在をいたしました。あんまり私どもも嬉し

かったので、名前を付けようということで、公

募をいたしましたところ、約500件応募がござい

ました。「えっちゃん」越前市ですからえっ

ちゃんと、実にわかりやすい名前でございます

が、えっちゃんという名前に決定いたしまし

た。市では、住民票も発行いたしました。越前

市長名で、ちゃんと「えっちゃん」の住民票も

発行させていただいたということでございま

す。それぞれ「えっちゃん」の写真でございま

す。 

それからこの「えっちゃん」を巡る活動であ

りますが、107日間滞在した王子保地区を中心

に、小学校も非常に熱心に餌場づくりに参画を

してくれました。それから関係者の皆さんが、

夜何度も情報交換会ということで、例えば、カ

ラスを追い払うために、通常は稲の植え付けと

共に、田植えと共に空砲を鳴らしたり、いろん

な取組みをするわけでありますけれど、「えっ

ちゃん」を驚かしてはならない。この王子保の

ほうでは、空砲を鳴らさないとか、いろんな取

組みをしながら、「えっちゃん」の居心地のい

い地域づくりをめざす。非常に多くの皆さんが

汗を流していただいたところでございます。 

そういう中、また大きな風が吹いてまいりま

した。今年の８月23日に、兵庫県の井戸知事

と、私ども、福井県の西川知事が対談をされま

した。 
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来年の春までには構想がつくられるというこ

とで、市の総合計画とか環境基本計画、それか

ら越前市では「食と農の創造ビジョン」という

ものもつくりまして、食と農の創造条例という

ものも制定をしております。こういうものを体

系化しながらコウノトリが舞う里づくりを策定

して、生きものと共存する越前市の里地里山。

こういうものを全市に広げて行きたいと考えて

いるところでございます。「えちぜんしくん」

とコウノトリが仲良く肩を組んで呼び戻す農法

を進めている。こういうふうなイラストをシン

ボルとして取組みを行っているということでご

ざいます。これが本市の取組みでございます。 

今日、午前中それぞれがこうした取組みを説

明しながら、ぜひ９つの市が連携をしてさらに

活動を広げていこう。そういうことを確認いた

しました。関係自治体会議の宣言を紹介いたし

ますと、「私たちは第４回コウノトリ未来・国

際かいぎに併せて開催をされた関係自治体会議

において、次の連携を確認した。１つ、互いの

知恵と技術を共有する場を設けます。２つ、政

策連携を進めます。３つ、市民との協働を深め

ます」。この宣言に基づいて今後とも９つの市

が中心となって、更には今後巣立つコウノトリ

がもっと多くの地域を飛来することになると思

います。ぜひ日本全体を人にとっても、生きも

のにとっても気持ちのいい国にしていくために

も、こうした市の連携をもっともっと広げてい

きたいと考えております。 

以上、ご報告とさせていただきます。 

ご清聴誠にありがとうございました。 

少し新聞記事を読ませていただきますと、

「井戸知事は放鳥場所について、1971年に旧武

生市でコウノトリ武生が保護をされ、兵庫県立

コウノトリの郷公園で子孫を残した縁に触れ、

越前市で放鳥をしてはどうかと提案をされた」

と、こんな記事がこのあたりに書いてあるとこ

ろでございます。私どもは、こうした背景、も

ちろんこれから慎重に詰めていかなければなり

ませんので、今決定をしたということではござ

いませんが、ぜひこの両県知事の確認が本当に

なるように何とか我々も大いに汗をかきたい、

そんな中で、「コウノトリが舞う里づくり構

想」というものを現在市で策定を進めておりま

す。コウノトリの郷公園からも、菊池研究員さ

んに有識者として兵庫県から足を運んでいただ

き、地元では白山、坂口、王子保、関係する地

区の皆さんが中心となって、あるいはかつて滞

在をした矢船町とか、いろんなゆかりの地域が

皆さん参画をしていただいて、非常に盛り上が

りながらこの構想づくりを進めております。 
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１日目の総括 

    

第４回コウノトリ未来・国際かいぎ実行委員会委員長 

林 良 博 

 皆さん相当お疲れになっておられるのではな

いかなと思いますが、もうしばらくお時間をい

ただきたいと思います。 

 今日、私たちは、この短い時間ではありまし

たが、午後の時間に、日本・世界の最高の理性

と感性の講演をお聞きできたのではないかと思

います。 

 私、中貝市長のお話を何度もお聞きしている

のですが、何度聞いても涙が出てくるといいま

すか、もう、中貝市長と呼ばずに落語家の中貝

師匠と呼ぼうかなと思っているくらいです。 

 理性の部分は特にTEEBのプロジェクトを率い

ておられます、パバン・スクデフさん、そし

て、感性の部分は中貝市長でございました。 

まずこの第４回の会議で、秋篠宮文仁親王殿

下から、コウノトリの野生復帰について温かい

励ましの言葉をいただきました。３回、コウノ

トリに関して豊岡に御成になっておられ、毎回

励ましをいただいていますが、今回もまさに両

殿下、お二人そろって、温かい励ましをいただ

いたということであります。 

また生物多様性条約COP10が名古屋で終了いた

しましたが、その事務局長のジョグラフさんが

２月に豊岡を訪れられて、大変強い励まし、つ

まり豊岡の取組みが世界の前例になるだろう、

そういったエールをいただいております。 

そして、今日講演をいただきましたTEEBのパ

バン・スクデフさんからは、この生物多様性の

損失が経済的な損失になる。逆に、生物多様性

の保全が経済的な好循環につながるということ

を理論付けて、アプローチを“Recognizing 

value”、そして“Demonstrating value”、そ

して、“Capturing value”というふうにお話し

いただきました。 

なおかつ、具体的な例の中でこのコウノトリ

を中心とした豊岡の取組みについてご紹介をい

ただき、大変ありがたく思います。 

これからどのような取組みをしていくかとい

う、山岸新園長の非常に理論だったお話と、中

貝市長の情熱こもったお話、これで私は豊岡の

コウノトリのプロジェクト、この事業は、ます

ます発展するだろうという強い確信を得ており

ます。 

さらに、最後にお話

しいただきました関係

自治体会議からは、越

前市長が９つの市をま

とめて、特に越前市で

の取組みをご紹介いた

だきました。 

素晴らしいと思いま

すのは、どんな鳥であっても、どんな動物で

あってもまた、動物以外の生きものであって

も、これはある意味では資源です。地域資源と

言ってもいいと思うのですが。それを自分のと

ころだけに閉じ込めておくのではなくて、これ

をもっと、日本全体、アジア全体まで含めて連

携させていこうという、そういう強い意気込み

がこのお話からもうかがい知ることができまし

た。 

これはひとつにはコウノトリという鳥の特性

であるのかもしれません。残念ながら亡くなら

れました増井光子園長は、「林先生、コウノト

リというのは本当に人間が好きな鳥だなあ。」

というふうに何度もおっしゃっていたことが今

でも印象に残っております。 

あのくらい、常に人間のことを気に掛けてい

るといいますか、そういう鳥というのはすべて

の鳥ではありませんので、そういう意味では、

コウノトリという鳥の持つ力によることも多

かったとは言えますが、それ以上に人々の強い

ご支援、豊岡市民をはじめ、各地の方々の応援

もあって、なおかつ中心になられた中貝市長

の、そこまでやるかというくらいの強い情熱

が、現在の事業の成功をもたらしたんだろうと

いうふうに思います。 

先ほど、山岸園長もおっしゃっていましたけ

れど、放鳥の前の努力、これはあるときは絶望

的な気持ちになられたこともあったかもしれな

い。そのこともご紹介されていましたけれど

も、これが現在の状況を生み出す大きな原動力

になったというふうに考えております。 

34



さて、今日はもう４時で終わりでございます

が、この後、市民交流会がございます。 

どうか皆様、そこで、今日のお話は、一方的

なこちらからお話しするだけで、論議という、

討議にはなっておりませんが、今日、是非そこ

で、明日に備えて、明日何を話すのか、明日は

単なるお飾りの会議ではなくて、会場の皆様と

一緒になって論議しようというふうに実行委員

会では決意しておりますので、どうか今日は英

気を養っていただきたいと思います。 

明日はそこにもいらしていますけれども、タ

イのサイチョウの保全について非常に長い間研

究してこられましたピライ・プーンスワッドさ

んが、今日もうすでにほかの方々のお話を聞き

ながら、明日何を話そうか、一生懸命練ってお

られます。 

また、愛鳥家で政治家である河野洋平さんか

ら、今後の日本社会、世界のあり方、そして具

体的に豊岡がどのような歩みをしていくべきか

ということのご提言をいただけるというふうに

考えております。 

さらに、コウノトリ、環境創造型農業、環境

経済、子ども・未来の４つの分科会でお話され

たことを、明日の総合討論にぜひとも集約させ

ていただきたいというふうに思います。 

この２日間の会議は、豊岡の未来、そして日

本の未来、さらに世界の未来を切り拓く大変重

要な会議になりつつあるのではないかと思いま

す。 

明日もう１日、皆さま是非ともこの国際かい

ぎにご参加いただいて、熱心にご討議いただき

たいということをお願い申しあげて、実行委員

会委員長の中間のまとめといたします。 

どうもありがとうございました。 
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基調講演Ⅱ≪未来への提言≫ 

－－－－サイチョウサイチョウサイチョウサイチョウのののの研究研究研究研究とそのとそのとそのとその保全保全保全保全－－－－    

タイ王国 マヒドン大学 教授 

ピライ・プーンスワッド 

皆さんおはようございます。 

本日はご招待いただきましてありがとうござ

います。本日は、私の知りうる知識と経験を皆

さんと共有させていただきたいと思います。 

まずは、豊岡市長に「おめでとうございま

す」と申しあげます。コウノトリを豊岡の空へ

と復帰させたことは、大変素晴らしいことで

す。人類にとっても素晴らしい偉業でした。 

本日はサイチョウについてお話しします。と

言いますのも、東南アジアの熱帯雨林で暮らす

サイチョウと、湿地で暮らすコウノトリには、

健全な生息地が必要であるという共通点がある

からです。 

最初にサイチョウに関する概論をお話しし、

次に同種の生物学と生態学について、そしてこ

の種が直面する様々な脅威や管理の問題につい

て、また市民参加での保全について、そして結

論についてお話ししたいと思います。 

まずはサイチョウの分布についてです。オオ

ハシという鳥と混同されることも多いのです

が、オオハシは南アメリカだけに生息し、サイ

チョウはアジアの熱帯やアフリカに生息してい

ます。 

サイチョウ亜科52種

とジサイチョウ亜科２

種に分類され、サイ

チョウ亜科のうち21種

がアフリカ、31種がア

ジアで分布していま

す。 

偶然ではあるのですが、ジョーカー２枚を含

む54枚のトランプにピッタリの種類が存在して

います。皆さん賭け事をしたいときは、このト

ランプを使えばサイチョウも学ぶことができま

す。私から豊岡市長に、このトランプを贈りた

いと考えています。 
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タイには、アジアに生息している31種のサイ

チョウのうち13種が生息しています。しかし、

生息地の破壊が進んでおり、２種が近絶滅種

(Critically Endangered・絶滅危惧IA類)、５種

が絶滅危惧種(Endangered・絶滅危惧IB類)、３

種が危急種(Vulnerable・絶滅危惧II類)、そし

て３種が近危急種(Near Threatened・準絶滅危

惧種)に指定されています。 

タイに生息する13種のサイチョウは、混合落

葉樹林や湿潤常緑樹林、丘陵常緑樹林、熱帯雨

林など様々な生息地に分布しています。 

サイチョウは１雌１雄、つまり１夫１妻で

す。一部の雌は２匹の雄とつがいになることも

ありますが、それは非常に珍しいケースで、通

常は雄１匹につき雌１匹というつがいを成形し

ます。 

このように、サイチョウはくちばしの上に飾

りのような突起がある、非常に変わった見た目

をしています。サイチョウの「サイ」というの

は、この角のような形の突起物があることから

きています。また、とても大きな鳥で、オオサ

イチョウはくちばしから尻尾まで測ると1.5ｍも

あります。 

サイチョウには、ユニークな繁殖習性があり

ます。雌が巣ごもりのときに穴の中に入るので

すが、こういったかたちで巣を塞いでしまう、

つまり完全に封印をしてしまうんです。他にこ

のような習性を持つ鳥はいません。ですから雄

がしっかりと餌を運んできてくれなければ、雌

はすぐに死んでしまうという状態で、それが

３ヵ月から４ヵ月続きます。この間、雄はずっ

と餌を運び続けます。 

またサイチョウは人間の文化にも取り込まれ

てきました。これはサイチョウの頭骨ですが、

人間はこういった作品をつくるためにサイチョ

ウを捕獲していました。 

私は13種のサイチョウを研究するために、３

つの研究拠点を持っています。一番主要なプロ

ジェクトはカオヤイ国立公園（2,168㎢）で、

1978年からずっと続けています。 
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ホイカーケンの生息地は、カオヤイ国立公園

のそれとは大きく異なります。混合落葉樹林に

は3種のサイチョウが生息しており、また丘陵常

緑樹林には、世界で最も美しいと言われるナナ

ミゾサイチョウが生息しています。 

私たちは、カオヤイでは年間3,000を超える巣

を観察してデータを収集しています。 

1991 年にはホイカーケン野生生物保護区

（2,809㎢）に研究を広げ、そして1994年には、

ブードーという小さな国立公園（340㎢）にまで

広げました。なぜここに広げたかということに

ついては、後でお話しします。 

私自身の非常に若い写真が載っていますが、

個体に無線を付けて行動範囲を追跡するという

試みを1984年に始めました。１ｍ以上もある鳥

ですから、多くの人たちが大がかりで作業しな

ければいけませんでした。 

ここカオヤイ国立公園の湿潤常緑樹林には、

オオサイチョウやシワコブサイチョウ、ビルマ

サイチョウ、そして一番個体数の多いキタカサ

サギサイチョウが生息しています。約150㎢のエ

リアに、約200以上の営巣木があります。 

38



サイチョウの巣は木の空洞にあるのですが、

そこには巣の中にまで入ってくるキエリテンや

ビントロング（別名：クマネコ）などの捕食者

がいます。1993年、ナナミゾサイチョウの巣が

３ヵ所襲われ、２羽の雌と３羽のヒナが殺され

てしまいました。この３ヵ所の巣を失ったこと

で、この種のサイチョウはさらに絶滅の危機に

さらされてしまったのです。 

またサイチョウが直面している問題として、

巣の不足、そして巣をめぐる競合があります。

と言いますのもサイチョウの巣に適切な木の穴

を見付けることが困難だからです。ですからサ

イチョウ同士で戦って巣を奪い合うこともあれ

ば、ムササビなどの巣穴を使う動物と戦うこと

もあります。では、ここでどういったかたちで

巣の奪い合いをするのかというものを見ていた

だきます。 

～ 動 画 ～ 

この巣穴は、オオサイチョウが使うには小さ

いのですが、シワコブサイチョウがここを使お

うとしたとき、先にいたオオサイチョウの雌が

それを許しませんでした。結果に約1年間、この

巣は誰にも使われませんでした。 

 またホイカーケンでは1,000以上、さらにブー

ドーでは1,400を超えるデータを収集していま

す。 

サイチョウは、非常に大きな生きている木で

営巣するため、私たちは樹木に注目しました。 

経済的にも価値の高いフタバガキ科の大木

に、約40％のサイチョウが営巣しています。ま

たクレイストカリクス属の木にも約20％が営巣

しています。この2つの木で、営巣木の約60％を

占めています。 

これはどういった餌を食べているかという図

になるんですが、イチジクが一番多く、２種類

のサイチョウがより多く食べています。他に100

種類以上の果物も食べています。またサイチョ

ウは雑食性なので動物も捕食します。私たちの

記録では、70種類以上の動物を食べることが確

認されています。サイチョウは、この熱帯雨林

という生態系の保全にとって非常に重要な役割

を担っています。大きな種を持つ果実を食べる

ことによって、その種を分散させる役割を果た

しているため、サイチョウが絶滅してしまう

と、これらの植物も絶滅してしまうのです。 
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また、これは生きている木ですので、組織が

どんどん成長して入口を塞いでしまうこともあ

ります。この場合は、私たちがそこを切って広

げてやります。あるいは入口が滑りやすくなっ

たりすることもあります。私が補助棒を設置す

るように依頼したのですが、そうするときちん

と止まり木として使ってくれました。 

また、あまりにも入口が大きすぎて使われな

い巣穴もあります。雌は、自分のフンを使って

穴を塞いだり、中にある腐った木を使って埋め

たりするわけですけれども、あまりにも入口が

大きすぎるとかなり労力がかかってしまうの

で、やはりサイチョウはこの穴を使ってくれな

いんです。そこで入口の改良を試みますと、な

んとか我々が改良した巣穴を雌が使ってくれる

ようになります。 

このように、多くの巣穴を改良したり修理し

たりしています。 

巣が足りないと申しましたが、だいたい20％

ぐらいの営巣木が減ってしまっています。例え

ば暴風雨やモンスーンで折れてしまったりする

のです。 

もっとも深刻な問題は、70％もの木がサイ

チョウの営巣に適さなくなっているということ

です。そうして放棄された巣を見ると、どのよ

うに営巣地としての適性が喪失されているかと

いうことがわかります。 

我々はこれらの放棄された巣を調査するので

すが、30ｍ～40ｍほど木を登らなければいけま

せん。ここで巣の状況を確認しますと、50％ぐ

らいは巣の底が沈んでしまっていました。です

から我々が、300kgほどの土を入れ、巣穴の床上

げをしたりしています。巣の底が深く沈みすぎ

ていると、雌が雄から餌を受け取ることができ

ないからです。 
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ここはブードー国立公園ですが、ここで私は

地域に密着した、市民参加型の保全活動に当

たっています。非常に小さなブードー山脈と言

われている地区になっています。200㎢と面積は

小さいのですけれども、６種類のサイチョウが

生息しています。 

～ 動 画 ～ 

これは非常に大きなオオサイチョウです。こ

れはオナガサイチョウです。こちらは硬い突起

のついたサイチョウです。低い位置にある果実

を取るため、非常に高い木の上からこのように

下に降りたちます。 

これはシワコブサイチョウ、こちらはシロク

ロサイチョウ、そしてムジサイチョウです。 

1994年、密猟が非常に深刻な問題になってい

るという情報を受けました。ヒナが密猟され、

ペットとして売られていると聞いたのです。そ

れだけでなく森の違法伐採もありました。当時

は、正式な国立公園として指定されていなかっ

たからです。 

私が危惧しているのは、現在、オオサイチョ

ウのヒナの50％が改良、あるいは修理された巣

穴で生まれるということです。これはもしもそ

のまま放っておけば、個体数が減少してしまう

ということを表しています。 

カオヤイやホイカーケンのような熱帯雨林で

研究していますと、危険な生物と遭遇します。 

例えばマラリアを媒介する蚊に刺されたりし

ますし、ムカデなどの節足動物も存在していま

す。また、乾いた空気の所にはマダニがいます

し、じめじめした所にはヒルがいます。 

サイチョウの調査に向かうとき、３回ほどゾ

ウに追いかけられたことがあります。あるいは

クロクマやトラ、キングコブラなども存在しま

す。 

皆さんにも是非来ていただき、この非常にエ

キサイティングな場所を楽しんでもらいたいと

思います。リスクは通常は50％ぐらいですが、

皆さんだと25％ぐらいでしょうか。25％の方々

が追いかけられるかもしれませんね。 

41



1994年以前、貧しかった住民たちにとって、

サイチョウのヒナから得られる追加収入はとて

も魅力的でした。 

～ 動 画 ～ 

密猟はこのように行われていました。 

非常に長い話なんですけれども、簡潔に述べ

ますと、まずは密猟をやめなければいけないと

いうことで、密猟者やハンターに会いに行きま

した。そして「密猟をやめてくれ。そして私た

ちに協力し、一緒にサイチョウを保全していこ

う。」と説得しました。 

そして、「あなた方の子どもたちのために

も、サイチョウを保全しなければならない。も

しそうしないのであれば、皆さんが亡くなった

ときに、子どもたちによって骨が掘り返され、

呪われることになりますよ。」とも言いまし

た。私には子どもがいないので、私自身全く心

配する必要は無かったのですが、私はバンコク

に戻らず、彼らと一緒に保全活動を始めまし

た。 

～ 動 画 ～ 

私は、カオヤイでメインプロジェクトを組織

して活動を始めました。当時はこのようなスラ

イドを使って講演をしていました。これは、繁

殖期のサイチョウが群れになって飛んでいる様

子です。カオヤイの森林で見られた本当に感動

的なシーンでした。 

これを見た密猟者たちは非常に感銘を受けま

して、活動に参加することに同意してくれまし

た。そこで我々は彼らに、どういうふうにデー

タを取ったらいいかということなどを教えて、

様々な活動、科学的な研究にも参加してもらう

ことになりました。 

また繁殖シーズン以外のときは、巣の改善や

修復などをしてもらっています。違法伐採が多

く、サイチョウが将来営巣する可能性のある木

まで倒されてしまうことが、非常に深刻な問題

になっているからです。 

また植物種の目録をつくったり、サイチョウ

の鳴き声のデータを取ったりしますし、月例会

議を開いたりもしています。その他にも、エコ

ツアーガイドとして働いていただいたり、教育

活動にも参加していただいています。 
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私たちは、ブードーの小さなエリアに200本以

上の営巣木を確認していましたが、約20％の木

がモンスーンで倒れてしまいました。 

さて、元密猟者や元不法伐採者や元反政府勢

力のゲリラたちが、どのようにして研究のアシ

スタントに変身していったかということをお見

せします。 

～ 動 画 ～ 

我々の研究のアシスタントに変身した人たち

です。どういうふうに記入をするか、記入の仕

方もこのようなかたちで練習します。特にこの

地方では、通常表記にアラビア文字を利用する

ので、タイ語での表記の仕方を教えたりもしま

す。また、タイ語が書けない人たちは子どもに

頼んで表記をしてもらったりもしています。 

また、地域の人たちは、私がサイチョウの営

巣木に興味があるということを聞き、ブードー

では約50％の営巣木として使われている、フタ

バガキ科の木のデータも集めてくれました。 

餌の情報もこのようにして集めています。こ

れはヒナを育てている期間に何を食べているか

というデータです。 

また毎月会議を開催して、収集したデータや

問題を共有し解決策を探ります。また素晴らし

い観察をした人たちに対して賞を授与するとい

うこともしています。 

～ 動 画 ～ 

他にも人工の巣の設置などもしています。こ

れらはファイバーグラスでつくられていて、床

を底上げするために中に土を入れています。こ

のようにフタバガキ科の木に、地上から30ｍの

高さの所に設置します。そうしますとサイチョ

ウがこういうふうに人工の巣を使ってくれてい

るという状況です。 

私たちは19個の人工の巣を据え付けました。

しかし広い森林の中では19というのはとても少

ない数です。 
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 特に実際にサイチョウが訪ねたのは９つの巣

だけで、また実際に使用したのが５つの巣であ

ることを考えると、19というのは無にも等しい

数です。１つは巣としての適性を試した硬いく

ちばしを持つオナガサイチョウによって、非常

に強く叩かれて壊れてしまいました。彼がこの

巣をデザインしてくれた若い同僚です。大学で

製品デザインを勉強している学生です。 

長期的な戦略として、持続可能な個体群をど

うやって形成するか、ということをお話ししま

しょう。 

まず地域の人々の、サイチョウの密猟と保全

に関する意識の変化がありました。今までは密

猟していた人たちが保全をするようになったと

いうことです。密猟は完全にストップしまし

た。かつては最大の密猟集団だった村がサイ

チョウの保全に取り組むようになり、他の村も

その村に倣うようになりました。 

ここはサイチョウの保護村です。村人の所有

する果樹園の中にサイチョウの巣があったの

で、所有者から、ここでデータを取ってほしい

と提案がありました。 

またサイチョウ保護センターを建設するため

の土地を、寄付してくれた村人もいます。そし

て保護センターは、教育や様々な村の活動の拠

点としても使われています。 

最終的にこういった活動は、若い世代へ継承

していかなければなりません。親から子へ、兄

から弟へと知識を継承する必要があるのです。

私たちは活動の次のステップとして、将来の世

代への保全活動の継承を行っています。 

また若者たちを招いて一年中ユースキャンプ

をしています。子どもたちはここで、サイチョ

ウについて学びます。 
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南部で政治不安があったとき、子どもたちが

移動することで危険に晒されないように、移動

教室をつくりました。2008年から2009年にかけ

て、我々自身が学校を訪問して2,000人の子ども

に向けて教育を行いました。 

またサイチョウの壁画を描いてほしいという

声もありまして、学校のフェンスなどにこのよ

うな絵を描きました。このようなかたちで子ど

もたちがサイチョウのことを学び、子ども以外

の村人もここを通ることでサイチョウの学習を

することができるというわけです。 

生息地を回復させるための、啓発活動も行っ

ています。子どもたちと一緒に、年間100本程度

の植樹を行い、森を育てています。 

また、子どもたちはサイチョウの生態や生活

史をよく理解して、サイチョウの演劇をつくっ

てくれたりしています。 

1997年にタイで経済危機が起こったため、私

たちのプロジェクトの資金が底をついてしまい

ました。このときこのプロジェクトのアシスタ

ントとチームは、「バンコクから1,000㎞も離れ

た非常に遠いところでの活動は、もうやめたほ

うがいい。」と私を説得しようとしました。そ

れほど状況は絶望的だったのです。でも私は、

「嫌だ。もし、ここでやめてしまったら、私は

安らかに死ねない。悔いが残る。」と言ったん

です。そして、私は都市の人々から資金を集め

て、サイチョウの里親制度を始めることを思い

ついたのです。 

都市部の人々に、１つのサイチョウの巣につ

いて150USドルを寄付してくださいというふうに

働きかけまして、このお金を元に村人たちにア

シスタントになってもらうということにしまし

た。サイチョウの世話をする村人からは、私た

ちにデータを提供してもらいます。この制度の

下で、里親は、繁殖シーズンが終わると、里子

のサイチョウ自身やそのサイチョウを村人が世

話をしている写真、そしてどんなものを食べて

いたかというデータとともに、里子のサイチョ

ウのレポートを受け取ります。 
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またエコツーリズムのプロジェクトも運営し

ており、日本からのグループがこのように見に

来てくださいました。 

他にもこのプロジェクトを通じて来てくれる

観光客は増えていたのですが、2004年にまた大

きな社会不安状況が発生してしまいました。非

常に残念なことだと思っています。 

サイチョウは人里近くに住む鳥であり、その

生息地の保全とその将来は、地域住民、特に若

い世代の人々にかかっているのです。 

我々は現在、サイチョウの繁殖についてかな

り詳しくわかっています。繁殖シーズンは、カ

オヤイとホイカーケンでは１月から５月です

が、ブードーだけ２月から７月、時々10月まで

延長することもあります。 

繁殖の期間は、６ヵ月あるオナガサイチョウ

を別にすれば、３ヵ月から４ヵ月になっていま

す。サイチョウは１年に１回しか繁殖できませ

んし、大型のサイチョウでは１回に１匹のヒナ

しか育てることができません。これらのことか

ら、非常にゆっくりとした繁殖サイクルだとい

うことがわかります。 

私がカオヤイで４種類のサイチョウを研究し

ている間に、1,600羽以上のヒナが誕生したこと

に誇りを持っています。繁殖の成功率は86％で

す。 
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ホイカーケンでのデータは完全ではありませ

ん。十分なマンパワーがありませんので全部が

チェックできなかったわけですけれども、400羽

以上が誕生しています。72％の成功率です。 

ブードーでは17年間研究していますが、500羽

以上のヒナが誕生したと思われます。これも

データが完全ではありません。というのも、一

部の巣が我々のアクセスできない所、つまり軍

隊の占領によって、立ち入りが制限されている

所にあるからです。 

密猟を撲滅し、サイチョウを増殖させるとい

う直接的な目標を達成することができました。

しかし、サイチョウの繁殖率は70％にとどまっ

ています。 

カオヤイでの土地利用の形態は変化してお

り、少しずつ森林が増えています。しかし、西

部のほうでは、人間の活動、特に農業用地の確

保のために森林が減っていっている所もありま

す。ですから、どうすればサイチョウが生き

残っていけるか、戦略を練らなければなりませ

ん。 

バンコクにおいても、家族やボーイフレン

ド、ガールフレンドや夫に対する愛と同じよう

に、サイチョウにも愛を捧げてくださいという

ことを訴えるために、バレンタインデーの前日

にサイチョウの記念日をつくっています。 

サイチョウは愛の象徴、そして誠実と信頼の

象徴なのです。 

ナショナルジオグラフィックやBBCにも取り上

げられています。 

これはテロリストのように見えるかもしれま

せんが、様々な機関に所属する我々の研究仲間

です。このような仲間たち、そしてスポンサー

に支えられて我々はやってきました。 

ご清聴ありがとうございました。 
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基調講演Ⅱ≪未来への提言≫ 

－－－－一愛鳥家一愛鳥家一愛鳥家一愛鳥家からからからから見見見見たたたたコウノトリコウノトリコウノトリコウノトリのののの未来未来未来未来 －－－－    

前衆議院議長・愛鳥百人委員会会長 

河 野 洋 平 

 河野洋平でございます。コウノトリとの付き

合いはずいぶん長くなりました。 

 私は昭和42年に国会議員になりました。国会

議員というのは、当選して出ていきますとだい

たい自分はどういう仕事をやりたいか、どうい

う方面の仕事を主としてやりたいかということ

をみんな、おのずから決めるんです。 

 その時に農林行政を専門にしたいとか、建設

問題を専門にしたいとか、みんなそれぞれ言っ

たのですけれども、私は文教問題・教育問題を

やりたいということで、自民党という党の中で

いえば文教族というグループに入りました。教

育問題をやる、文教族になるということは、だ

いたい相手は文部省が相手で、文部省がそうい

う仕事を一手に引き受けてやっているわけです

から、文部省とのやり取りを専門的にやるとい

うことでありました。 

 ただ偉い先輩がたくさんいて、一年生議員が

いきなり文部省を相手に仕事をするといって

も、高等教育、大学の問題とか、初等教育、小

学校・中学校の問題をやる、そういうメジャー

な部分にはなかなか入れてもらえない。そこで

私は文化・芸術という分野を選びまして、主と

して文部省の関係でありますけれども、文化庁

の仕事に集中的に努力をする、そういう立場に

立ったわけです。 

 文化庁といいますと、例えば伝統芸能とか古

い建築物を守ったり、あるいはそういうものを

推進していく仕事をやります。人間国宝などを

指定して、そういう人間国宝の人がやっている

いろいろな紬の仕事とか、和紙をつくる仕事と

か、中には能楽とか歌舞伎の役者さんとか、そ

ういうものを応援する。そういう仕事をするこ

ともある。人間国宝、無形文化財、それは言っ

てみれば天然記念物なんです。その天然記念物

を守る、育てる、そういう仕事を非常に興味深

く私も見ておりました。 

 そういう天然記念物の中に、人間だけじゃな

くて植物もありましたし、動物もあるわけで

す。例えば動物でいえば、カモシカとか、そう

いうものは天然記念物でありましたし、鳥も天

然記念物の中にあったわけです。その天然記念

物がだんだん絶滅の危機に瀕している。そうい

う天然記念物の数が少なくなっていることを心

配して、文化庁予算の中で天然記念物の保護増

殖予算というのが項目としてあった。しかしそ

れは本当に僅かな金額でした。 

 昭和42年に私が初め

て当選して、文部省か

ら予算のいろんな説明

を聞いている頃には、

天然記念物の保護増殖

の予算なんていうもの

は、確か700～800万円

です。その700万円程

度のもので、天然記念物全体の保護をする、増

殖のためのお手伝いをする。 

 もちろんそれは市がやる県がやる、そういう

ものを国がまた補助をして応援するということ

ですから全額ではないわけですけれども、それ

にしても国の予算とすれば誠に微々たるもので

す。四捨五入して落とされたものは掃き集めて

きたって何千万というお金があるという状況の

中で、700万円で天然記念物の保護増殖をするん

だと言われても「それはとても無理でしょう」

と思っていろんなものに取り組み始めたんで

す。 

 昭和42年というと、例えばその当時、鳥でい

えばトキ、コウノトリ、あるいはシマフクロ

ウ、そんなものが絶滅の危機に瀕していた。あ

るいはすでに絶滅してしまっているという状況

です。釧路のタンチョウヅルなんかもずいぶん

数が減って、「これは大丈夫だろうか」なんて

言われている時期でありました。 

 何とかそういうものが増えていく、少なくと

も減らさない、そのためには何をするかという

ことをみんなで考えたわけです。少しずつ予算

をもっと増やしてほしい、もっと予算をくださ

いと、いろいろ陳情をして予算をもらいまし

た。そのもらった予算で何をするか。例えばそ

の当時一番みんなが注目していたのはトキです

けれども、トキを何とかして再生したい。一度

絶滅してしまったわけですから、何とかもう一

度復活させたい。 

 これは一体どういうふうにするだろうかと

思って見ていましたら、トキそのものはなかな

か日本に持って来れない。もう本当に数が少な

くなって、中国にはいるんですけれども、ワシ

ントン条約という条約があって国境を越えられ

ないということになっています。まず最初に世

界各地から、例えばクロトキとかショウジョウ

トキとか、そういう売っているトキの親類みた

いな鳥を買ってきて、そしてトキの親戚がどう

やって子づくりをするかということをみんなで

研究するわけです。 
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 どうやったらつがいができるか、どうやった

ら卵をどのくらい産むか、その卵はどうやった

ら孵化するか。あるいは卵を採ってきて孵卵器

で孵すことがいいのか、自然に孵させたほうが

いいのか。孵させたヒナにどうやれば餌付けが

できるのか、そもそも何を食べるのか、それが

少し大きくなったらどういう餌をやればいいの

か。 

 そういう経験知識をとにかくみんなで集め

て、トキのヒナが生まれたときにどう自分たち

はやればいいか、そういう知見を集めるという

仕事から始めた。ずいぶん先の長い話でした。 

 でもそういう仕事をして経験も積んで、今度

はもう大丈夫だと。トキがヒナを孵したときに

は、人間がどういう手助けができるか、どうい

う手助けをすればいいかということがだいたい

わかるようになってきた。 

 そこで「なんとかトキをください」と、中国

と話をした。くださいといってもそう簡単にく

れるものではない。何かの記念日、何周年記念

とか国交正常化何年とか、そういう記念にくれ

ませんか、といろいろやってみるけどなかなか

くれるという話にはならない。「売ってくださ

い」、これはワシントン条約その他があって売

れません。 

 いろいろ考えて、そのうちに知恵のある人が

いて、くれることもできない、売ってくれるこ

ともできないなら貸してくださいと。何つがい

か借りてきて、そして卵を産ませてヒナを孵し

て、そのヒナが大きくなったら借りてきた親鳥

は返します。利子を付けて返しましょう。つま

り生まれたヒナを１羽か２羽付けて返します

よ。だから貸してください、というような交渉

もあって、そして借りてきて佐渡のトキは今の

ようにもなってきたわけです。 

コウノトリは、これはなかなか皆さんが熱心

におやりになりますから、ハバロフスク、ロシ

アのほうから何羽かもらってきて、そしてここ

で再生復活のための仕事をするということに

なったようです。 

私は今日ここでご挨拶を申しあげるのに、お

礼のご挨拶をする、感謝の気持ちを表現するた

めのご挨拶をする。それが私の仕事だと思って

ここに出てきました。 

よくぞコウノトリをここまで復活させてくだ

さった。一度はいなくなってしまった鳥が100羽

を超える数に増え、しかももう40羽を超えてこ

の豊岡の空を飛んでいる。もう奇跡のようなこ

とですね。この奇跡を起こした豊岡の皆さん、

皆さんのご理解、ご協力、ご努力、そういうも

のには一愛鳥家として心からお礼を申しあげた

い。そう思って私が出てきたのでございます。 

先ほどの話を少し続ければ、700万円だった天

然記念物保護増殖の予算は、年々少しずつ少し

ずつ増えました。皆さんの声が大きくなってき

て増えました。昨今ではもう本当に復活再生の

ための予算を１項目立てて、数千万円、１億円

に近い予算が付くようになりました。これはも

う国として大変大事な仕事だという認識が出て

きたということだと思います。 

それと同時にやればできるんだということが

わかってきたから、「それじゃあやろう」と。

こういうきっかけをつくられたのは、豊岡の皆

さんの努力、そして皆さんの成果がこういう結

果を生んだのだと私は思っておりまして、本当

に皆さんのご協力、ご努力にお礼を申しあげた

いと思います。 

市民の皆さん、私が初めて鳥のことを勉強し

たときの師匠は、日本で最高の鳥類学者、山階

先生でありました。山階先生からいろいろご薫

陶をいただきました。山階先生は国際的、世界

的にどこの外国へ行っても山階博士といえば鳥

の関係者だったら知らない人はいない。それだ

け日本の有名な鳥類学者です。 

山階先生は私に「とにかく鳥を見る、鳥を見

守る、鳥を見つめる、そして鳥がどうすれば生

きやすくなるか、生活しやすくなるかを考え

る。これを愛鳥教育と言うんだ。この愛鳥教育

が非常に大事だ。学校教育の中にも愛鳥教育と

いうものをきちんと位置付けなきゃならん。社

会教育の中にも愛鳥教育というものを位置付け

る必要がある。それはただ単に環境問題だけで

はない、人間がいのちをどう考えるか、いのち

をいかに大事にするかということを考えても、

愛鳥教育というものの重要性は、何よりも価値

が高いのだ。」ということを何回もおっしゃっ

た。 

そういう教えを思い出す度に、豊岡のあのコ

ウノトリの郷公園は、まさに最も代表的な、最

も立派な愛鳥教育のセンターだというふうに考

えていいと思いますし、またそのコウノトリに

対する豊岡の皆さん方の姿勢は、本当に愛鳥教

育をマスターした姿勢だというふうに私には思

えているわけです。この愛鳥教育をこれから先

も進めていかなければなりません。 
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ただし、１人だけやっていたってそれは成功

しない。面として、広い面としてそういうもの

がなされなければ成功ではないということがだ

んだんわかってきて、１軒がそうしよう、２軒

がそうしよう、３軒がそうしようといって、だ

んだんそれが広がって今日になったというご努

力と苦労の話を私は何回も伺いました。 

そういうふうに説得をなさった方も苦労をな

さったでしょうけれども、その説得を受けて

「それじゃあやってみるか」とおっしゃって、

それが農家にしてみれば１年の収入、１年の

糧、その１年の糧を懸けて「じゃあそうしてみ

るか」といって自分の農業のやり方を変更され

た農家の方々の決心、そういうものが本当に大

変なことだったであろうというふうに思うので

す。 

そういう農家の方々の理解・協力・努力、そ

してその外側で今言ったように、そういうもの

をブランド化して、多くの消費者に説明をして

売ろうとしてくださった、いろんな人たちの理

解と協力があって、初めて豊岡のコウノトリは

奇跡の復活を遂げたといえるのだと思います。 

昨日、一昨日、新聞・テレビが大変大きく伝

えたCOP10という環境問題についての国際会議で

は、いろいろな議論、様々な国の様々な主張が

あって、先進国の主張、開発途上国の主張、そ

ういう対立もあったでしょう。 

それぞれの国にはそれぞれの人間の生活の考

え方があるんです。人間が人間として生きるた

めには人間がどうするかということが大事だと

考える国もあれば、人間が生きものとしてより

良い生活を営もうとすれば人と人以外の生きも

のとの間の共生が大事だと考える人もあるで

しょう。そういういろんな考え方の違う国の意

見を調整して、COP10の会議は最終的に概ね議長

さんの判断で合意を見るということになった。

大変結構なことだったと思います。 

その中で特筆すべきこと、今度のCOP10の仕事

は何かというと、2002年に行った環境問題の国

際会議で、2010年までに絶滅しそうな生きもの

があまりひどく絶滅しないように、絶滅のス

ピードを遅くする。あるいは絶滅する生物の数

を調整するということを決めて、みんなで合意

したけれども、2010年になってもう一度考えて

振り返ってみると、全然そうなってないではな

いか。どんどん絶滅するものは絶滅しているで

はないか。2002年の約束、あれはあまり上手く

なかったのではないかという意見が出てきて、

これは残念なことですが、どうも2002年のやり

方ではダメだと。2010年、今度から別のやり方

をしようというのでみんなで議論をしたわけで

す。なかなか難しい議論です。 

もう一度考えてみると、豊岡でこうしてコウ

ノトリが復活し再生した、奇跡の復活・再生を

遂げたその裏には、市民の皆さんの理解協力と

いえば簡単ですけれども、それはただ単に外野

席から拍手をする、頑張れよと声をかける、そ

れだけではありませんでしたね。 

例えば農業関係の皆さん、農協の関係者の皆

さんがどれだけ努力をなさったか。コウノトリ

が住みやすくするために今までやっていた農業

のやり方を少し変える。「少し」というけれど

も、それは大変な変更ですね。 

ただ単にコウノトリが飛んで来て、そこに降

りればいいというのではなくて、降りて何をす

るか。餌を食べる。そこにはドジョウがいなけ

ればいけない。カエルがいなければいけない。

貝がなければいけない。そのためにドジョウが

いるためにはどうするか。 

川のつくり方を変える、あるいは田んぼに１

年中水を張らなければいけない。そういうこと

をやることは農家の皆さんにとってみれば、そ

れまでやってきた農作業と少し違う。どういう

ふうに違うのか、同じように汗をかいても例え

ば収益が少し減ってしまうということもあるか

もしれない。鳥のためにそんなことはできない

よと、まずお考えになるのが普通でしょう。 

しかしそれをみんなが理解し合って説得し

合って、「わかった。そうやろう」と。そうや

ることがなぜいいかということをとことん考え

て、そう納得をなさったのに違いないんです。 

それを我々はこのように言います。“Today 

Birds, Tomorrow Men”今日の鳥は明日の人間と

同じだと。今日鳥が住みにくくなっていくとい

うことは、その環境は、明日には人間も住みに

くくなるんだよ。だから今日鳥が気持ちよく住

めるような環境をつくることが、明日の人間が

気持ちよく住めるという環境をつくるのと同じ

ことなんだということがだんだんわかってきて

くださった。 

そういう気持ちのいい場所でつくったお米

は、つくった野菜は、それはまたそうでない所

でつくったお米や野菜よりも食べて美味しいだ

ろう、食べて健康にいいだろうということがだ

んだんわかってくると、デパートで探してでも

「コウノトリのお米は今日はありますか？」

と、選んで買うようになる。そうすれば収穫量

は減るけれども収益は減らない。収入は減らな

いということに、きっとつながるんじゃないか

という理解も出てきたに違いない。 
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鳥たちがこうして長い間いのちをつないでき

た、そこにはやっぱり平和という問題があるの

です。戦争があったらこんなにコウノトリは奇

跡の復活を遂げられません。平和だからこそコ

ウノトリは次の世代にいのちをつなぐんです。

私たちはこうした自然を見ながら、次の世代の

ことをさらに深く考えたいと思います。 

最近はスズメが減ったとか、メダカが減った

とかということを言われます。聞いてみるとス

ズメはスズメでいろいろ都合があるようです。

屋根の下に昔はスズメが巣をたくさんつくって

いた。ところがどうも屋根のつくり方が昔と

違ってきて、スズメも巣をつくろうと思うと勝

手が違う。だからなかなか巣をつくる場所がな

くなってしまった。これは先ほどの先生のサイ

チョウの巣と同じように、巣がうまくできない

となかなか数が増えない。さらに餌が取りにく

くなるというようなことで、あのスズメたちも

数がだんだん減ってきているのだろうと思いま

す。 

メダカもそうですね。私は小田原から今日参

りましたけれども、皆さんもご存知だと思いま

すが、「メダカの学校は川の中、誰が生徒か先

生か、…みんなでお遊戯しているよ」という歌

がありますけれども、あの歌は小田原でできた

歌でございます。昔、私が子どもの頃は、もう

どこだって川っぷちに行けばメダカがいっぱい

いたものです。それがなかなかメダカを見るこ

とがなくなりました。小田原市も慌てて「めだ

か公園」をつくって公園の中に川を流して、そ

こにメダカが住めるようにしております。 

このメダカも、だんだん田んぼのつくり方が

コンクリートで囲ってしまうとか、あるいは乾

田化といって水を抜いてしまうとか、いろんな

やり方があるものだから、これはもうとても

じゃないけど住みにくくなって減ってきてし

まっています。 

しかし考えてみると、ホタルもそうです。メ

ダカもそうです。そしてスズメだってそうで

しょう。こうした我々の身近な生きものがいき

いきと生きていける。そして我々と一緒になっ

て生きていく。何気なく川をのぞくとそこにメ

ダカがいる。あるいは夏になれば夕方ホタルが

飛んでくる。そういうまったく何気なかった昔

の景色を我々は忘れてはならない。その昔のあ

の様子を我々は大事に大事にしていきたい。そ

う思っているのです。 

その中にあって、2002年に心配して、2010年

になって絶滅どころか復活した、再生した豊岡

のコウノトリの例は、これはもう世界的に見て

希有な例、誠に珍しい例です。こんなことがで

きるんだよ、やればできるんだよということを

世界の人たちに発表した、世界の人たちに知っ

てもらった。このことは日本で行われたCOP10の

会議の中で最も重要なことであったというふう

に考えていいと思います。 

このことは豊岡の皆さん、コウノトリに関わ

り合った日本全国のコウノトリに関心を持たれ

た方々は大いに誇りに思って、そして「これは

大変なことを俺たちはやったんだ」と思ってい

いのだと思います。と同時に、それだけにさら

にまた重い責任を負って、もっと頑張らなけれ

ばならないという、今そういう状況にあるとい

うことを是非みんなで考えたいと思うのです。 

コウノトリが豊岡の空を舞い、そしてあの高

い塔の上に巣をつくって、ヒナが孵り、初めて

巣立ちをしたという新聞の記事を見たとき、私

は感動しました。金網の中で大事に飼われて数

が増え、それが自然に放され自然の中を飛ん

で、そして自分で巣をつくって、卵を産んでそ

れを温めて孵して、そのヒナがまた空に飛び出

す。この幼い鳥たちが空を飛んで、再び彼らが

つがいをつくって次の世代にいのちをつなぐ。 

その時まさに豊岡の山は、豊岡の川は、豊岡

の田んぼは、見事なハーモニー、美しい自然、

共生への自然というものを完成させるという作

業をしたということになる。同時に、完成させ

たその美しい自然を続けていかなければならな

い。写真をパッと１枚撮るのとは違うのです。 

これがずっとこの円山川の流れのようにゆっ

くり穏やかでいいから、ずーっといつまでもい

つまでも流れて続いていくということにならな

ければいけない。そのことがまた豊岡の皆さん

の大きな責任、いやいやこれは豊岡の皆さんと

言ってはいけません。我々日本人の責任であ

り、もっといえば人類の責任だということにな

るんだろうと思います。 
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 しかし楽しみですね。楽しみです。コウノト

リを見ることも楽しみ。と同時にコウノトリが

この空の下にいるんだ、ここにいるんだと。本

当に気持ちのいい場所なんだと思う、そういう

ことがとても大事だというふうに思います。 

コウノトリの未来は皆さん方が担っていま

す。ここまで復活を、再生を支えてきた皆さん

の気持ちがずっと続いていく。そしてさらに多

くの協力者・理解者が増えてくれば、コウノト

リの未来は明るいものになる。 

そう簡単ではありません。生きものの再生と

いうのは、テレビのスイッチを入れるようなわ

けにはいかない。だけれどもみんなでやる。 

みんなでやる、それが大事なことだと私は

思っています。一愛鳥家として豊岡に参りまし

て、豊岡の皆さん、コウノトリを支えてくだ

さった皆さん方に、心から心からお礼を申しあ

げると同時に、「頑張ってくださいよ、頑張

れ！」とエールを送って私のご挨拶としたいと

思います。 

本当に皆さんありがとうございました。 

これから先も頑張ってください。 

一度失ったものはなかなか取り返せない。完

全に絶滅してしまったものもある。それは本当

に残念なことだけれども。しかしそれが絶滅の

ちょっと手前で気が付けば、みんなで協力し

て、みんなで考えれば、その絶滅を止めること

もできないわけではない。再生させることもで

きないわけではない。しかし、そのためには、

何十倍の努力が必要でしょう。 

本当に思いがけず絶滅させてしまっている今

までの行為から考えれば、それをつなぎ止め

る、それをもう一度復活させる、その努力たる

や大変な努力だろうと思いますけれども、それ

は我々がやらなければならない大事な仕事だと

いうふうに思います。この大事な仕事をどうか

豊岡の皆さん、引き続きやってほしい。 

私はコウノトリを見たくてこの豊岡に何度か

参りました。どうも関東地方にもコウノトリを

飼って自然に復活させようという活動があるよ

うですけれども、まあそれはなかなかそう簡単

ではない。となれば、我々は豊岡に一生懸命

通ってコウノトリを見る。そういうことがこれ

から先も続くだろうと思います。 

昨日も車で円山川のほとりをずっと走りまし

た。どうも昨日あたりから私は目つきが悪く

なったようで、「いるんじゃないか、いるん

じゃないか」とキョロキョロキョロキョロして

「ああ、見つからない」。 
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分科会報告 

－－－－コウノトリコウノトリコウノトリコウノトリ分科会分科会分科会分科会－－－－    

兵庫県立コウノトリの郷公園研究部長心得 

大 迫 義 人 

皆さん、おはようございます。大迫です。 

昨日、行われましたコウノトリ分科会の報告

をいたします。 

ちょうど10年前の2000年に、「アムール

2000」というコウノトリの保全のための国際会

議が、ロシア連邦ハバロフスク州で行われまし

た。その時は、コウノトリの分布する国々およ

びアメリカ合衆国、ヨーロッパの研究者が集

まって、これからコウノトリの保全をどうして

いくかについて議論いたしました。それから10

年経ちまして、実はいくつかの前進が見られて

います。 

ご存知のとおり、一度絶滅した日本では、コ

ウノトリを野生復帰させるということが進んで

おりますし、同じような計画が韓国でも進めら

れています。さらに、越冬地であった中国で、

予期せずにも、繁殖をするようになったという

大きな変化が起こっています。そこで、まず、

これらの前進・変化に応じて、将来に向けてど

う保全していくかを議論したいという趣旨があ

ります。また、豊岡で2005年から始まりました

コウノトリの野生復帰、今年で５年経ちまし

た。試験放鳥というかたちで進めて、それなり

に計画が進んでまいりました。これから本格的

な野生復帰をやっていきたい、そのためにどう

いうことをやっていったらいいか、とくに、国

際的な連携をどのように進めていったらいいか

を考えたいという趣旨のもとに、昨日分科会を

開催いたしました。それではご報告いたしたい

と思います。 

ロシア、中国、韓国から計４人の研究者また

は行政担当の方をお招きいたしまして、それぞ

れの国での、いまのコウノトリの保全における

現状と課題についてお話を賜りました。 

まずは、ロシア ハ

バロフスク地方、地方

行政府の天然資源省環

境保護部 副部長のベ

セロフスカヤ・オルガ

様に「コウノトリの保

全のためのハバロフス

ク地方と兵庫県の国際

交流」についてお話をいただきました。 

実は、兵庫県とハバロフスク地方というの

は、大変長い付き合いを続けています。ここに

あげてありますように、1969年に兵庫県・ハバ

ロフスク地方友好提携共同声明というものを結

んでおります。それに基づきまして、1985年、

ハバロフスク地方から野生のコウノトリの幼鳥

６羽を兵庫県へ寄贈していただき、それがベー

スになって兵庫県でのコウノトリの保護増殖が

軌道に乗りました。 

30年経ちました1999年、兵庫県・ハバロフス

ク地方友好提携30周年記念共同声明、同年、環

境保護およびコウノトリ保存分野における協力

に関する協定を結びまして、それをもとに1999

年から2004年の間に、また新たに６羽のコウノ

トリを兵庫県がいただきました。これらの個体

も加えて保護増殖をさらに強化していった経緯

があります。 

2000年には、ハバロフスクから行政担当官お

よび研究者の方に来ていただきまして、兵庫

県・ハバロフスク地方の共同研究のための基本

計画を結んでおります。それに基づいて、いろ

んな共同研究をやっていく、および研究者や学

生たちの人的交流を促進していくということを

進めてまいりました。 
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去年2009年、友好提携共同声明から40年経ち

まして、その40周年を記念しまして、これから

も長期的友好的な関係を継続していこうという

ことを確認しております。なにもコウノトリの

保全だけではありません。経済であったり、文

化であったり、教育であったり、多くの分野

で、人的交流、情報の交換なども進んでおりま

す。これからも、さらにそれを強化して、環境

およびコウノトリの保全にお互いに役に立てて

いこうということをお話ししていただきまし

た。 

続きましては、中国安徽(アンキ)省にありま

す中国安徽大学の生物多様性・湿地生態研究所

のツォ･リーツィー先生に、｢中国におけるコウ

ノトリの保全の現状と課題｣をお話しいただきま

した。非常に内容が多かったのですが、その中

でも私たちが注目する点をお話しします。 

先程、お話ししましたように、中国の、本来

は越冬地であったところで繁殖を始めるコウノ

トリが増えているという状況が生まれておりま

す。一番最初が1999年､台湾で繁殖が確認されて

おります。そして、毎年、新たな繁殖地が、

ちょっと地名が読めないので説明できにくいん

ですが、毎年、確認されておりまして、越冬地

での繁殖地がいま拡大しているということがわ

かっております。 

不思議なことに、野生のコウノトリは、樹木

の上で営巣するのですが、新たな繁殖地ではほ

とんどすべてが高圧鉄塔の30ｍ、40ｍと非常に

高いところで営巣しているのだそうです。 

そういう繁殖事例が増えまして､現在、本来の

越冬地では６ペア、途中の渡り中継地では、な

んと29の巣が確認されているそうです。夏期、

ロシアで約2,000羽が生息し繁殖しているであろ

うということと、本来の中国の北部の繁殖個体

群、少なくとも約21ペアがいることを考える

と、極東全域で2,500～3,000羽ぐらいのコウノ

トリがいるということがわかります。ただし、

野生の状態で、大型の鳥類が生存していくため

には、3,000羽という数字はまだ危ういレベルで

あります。 
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そうしますと、日本ももちろんそうなのです

が、韓国においても水田における生物多様性を

向上させる努力が必要になったということで

す。そのための試みとして２つほど紹介いたし

ます。 

韓国の水田で、日本ではあまり見受けられな

いのですが、灌漑のため、水を補給するため

に、田んぼの中に小さな「水たまり」がつくら

れてあるそうです。その水たまりは周年を通し

て水がためてありますので、そこで水生の生き

ものを保存する、保全する試みを広げていま

す。実際に調査してみますと、その「水たま

り」には多くの生きものが生存しています。田

んぼの中から水が無くなってしまうと多くの水

生生物が死んでしまいますが、ここで生きなが

らえることができるそうです。 

２つ目は、環境に優しい水田環境の創出。こ

れは豊岡でいろんな事例が行われています。典

型的なのは魚道です。田んぼと水路に、圃場整

備等によって大きなギャップができてしまいま

すと、水生動物は水を通してしか移動ができま

せんので、生きものが行き来できなくなりま

す。そのために緩やかなスロープや魚道をつ

くって、生きものが田んぼにも入っていけるよ

うにします。田んぼというのは、ご存知のとお

り、多くの生きものの産卵場所・生息場所と

なっています。水のネットワークを回復させる

と、多様な生きものが生息できるようになるこ

とが、韓国でも検証されました。 

続きまして、韓国農漁村公社の田園環境研究

所 研究員のキム・ジェオクさんに、「韓国にお

ける水田生態系の生物多様性を増大させる取り

組み」についてお話をしていただきました。韓

国におきましても、日本のように水田とその周

辺の環境が非常に変化しております。 

例えば、用水施設の近代化。ここに掲げてあ

りますような、効率化を求めて機械化したり、

コンクリートで造成したり、などの動きが進ん

でいるという状況です。 

ところが2008年、ラムサール条約のCOP10締約

国会議が韓国で行われました。そこで、いわゆ

る「水田決議」、すなわち湿地システムとして

の水田の生物多様性の向上に努めていきましょ

うという決議が、韓国と日本が提出して決議さ

れました。 
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さらに、韓国では、コウノトリ育む農法・農

業の普及拡大も進めております。これをベース

に環境に優しい農業を普及啓発しています。 

2011年、来年からはコウノトリの野生馴化訓練

を開始し、今のところ2013年に放鳥を開始する

予定だそうです。非常に楽しみですし、私たち

も期待したい取組みだと思います。 

分科会の最後に、私が「コウノトリの保全の

ための国際的な連携に向けて」と題しまして、

お話をいたしました。 

これは2000年時点のコウノトリの繁殖地と越

冬地の図です。濃い緑が繁殖地、うすい緑が越

冬地です。この段階では日本・韓国は越冬地で

す。ところが、以前は日本でも韓国でも、繁殖

個体群がおりました。今残っているロシア側と

中国側のふたつの繁殖個体群は、普通ですと連

続して分布するのですが、なぜか飛び石状に分

布しております。分布が分離し個体数が少ない

と、それぞれの個体群、局所個体群と言います

が、独自の遺伝的タイプが固定していきます。

それが一番大きな繁殖個体群と遺伝的に緩やか

に交流する、個体が行ったり来たりするのです

ね。そのことによって、独自の遺伝型がそれぞ

れで保存されながら、かつ遺伝的多様性を保持

していく、そんな種としての生存戦略がどうも

コウノトリにはあるようです。 

コウノトリが生存するためには、スポット的

に繁殖地を広げて、そこで独自の遺伝型を固定

し、それぞれ緩やかにつながっていく、そんな

遺伝的構造を持っていたのではないかと思いま

す。これを専門用語で「メタ個体群」と言いま

す。 

さらに現在、中国で新たな繁殖個体群ができ

つつあります。そうしますと、コウノトリを保

全していくためには、こういう局所繁殖個体群

をきちんと守るということが、非常に重要では

ないかと考えます。 

続きましては、韓国教員大学コウノトリ復元

研究センターのパク・シリョン先生に、「韓国

におけるコウノトリの再導入計画とその課題」

をお話しいただきました。 

韓国での、コウノトリの再導入計画は、数年

前から進められておりましたが、やっと具体的

に、計画地、施設の設置時期、スケジュール等

がみえてきた状況です。 

具体的にはどこで始めるかといいますと、韓

国の西海岸に近い礼山（イエサン）郡という場

所で最初の野生復帰を始めたいということで

す。ご存知のとおり、コウノトリは、韓国にお

いても、1971年に野生個体が1羽となり、繁殖が

できない、すなわち野生下で絶滅した状態とな

りました。その礼山で、コウノトリを放鳥する

ための管理研究センター、ビジターセンター、

放鳥飼育ケージなどの建設が、今年から始まっ

ているそうです。 
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それを進めていくためには、突き詰めます

と、２つのことが重要です。１つは情報と研究

の交換。いろんな情報をお互いに提供して問題

解決の方策を考えていくことです。２点目は飼

育技術者と研究者の交流。これは人的交流です

ね。この２点について、これからきちんと進め

ていけば、様々な問題に対して対応できるので

はないかという趣旨の発言をいたしました。 

以上、ロシア、韓国、中国そして日本の代表

の方に各国でのコウノトリの保全における現状

とこれからの課題について発表していただき、

これからの国際的な交流をどうやっていくかと

いうことを議論いたしました。最終的には、こ

ういう情報の交換と人的な交流を進めていこう

ということで一致しております。 

近いうちに、韓国と中国におきまして、保全

のためのシンポジウムが開かれる予定ですが、

日本の豊岡からも研究者を派遣して、そういう

交流を深めていきたいと考えております。ま

た、これから情報の交換と人的交流のために、

国際的なシンポジウムを開いたり、ワーク

ショップを開いたりすることになると思いま

す。ここ豊岡におきましても、今まで以上にそ

んな国際会議が増えるかと思います。そうしま

すと、先程、発表者の顔写真をお見せしました

が、これらの皆さんが、豊岡のまちを、大開通

りを歩いていることが増えるかと思います。そ

の時は、豊岡の皆さん、是非、声をかけていた

だきたいと思います。 

以上でコウノトリ分科会の報告を終わりま

す。どうもありがとうございました。  

希少な動物等を保護するには「生息域内保

全」「生息域外保全」というやり方がありま

す。基本的には生息地で、生息地を管理した

り、生息環境を再生したり、保護区を設定した

りして絶滅の恐れのある動物を保護していく、

これは基本的な進め方です。それでもなかなか

難しい場合には、生息域外保全、単純に言うと

飼育下で保存する、増殖するということです。

その２つのアプローチがあります。 

コウノトリにおきましては、絶滅の確率を下

げていくためには、この２つの方法を並行して

やっていく必要があります。この中でも先程言

いましたメタ個体群という構造をとっているの

であれば、そういう局所的な繁殖個体群という

ものを、きちんと保全、管理、場合によっては

復活していく必要があると思います。動物をあ

る場所に導入する、ここでは「移動」と書いて

ありますが、これは飼育下で増やしたものを動

かすという意味ですが、その中には一度絶滅し

た場所に戻す「再導入」、数が減っている所に

持って行く「補強的導入」という方法がありま

す。韓国・日本においては再導入になります

し、中国で減少する個体群があってそこに個体

を持っていくと補強的導入になります。 

移動させた前後で、生息地の管理と生息環境

の再生が必要ですし、近親交配が進みますと多

くの場合は遺伝的に劣化しますので遺伝的多様

性の維持管理もやっていく必要があります。さ

らに越冬地、越冬個体群の保全。これは同じよ

うに生息地の管理と整備が必要です。越冬地

は、その多くは人間が住んでいる場所の近くで

すので、農薬汚染、人的攪乱、密猟、餌になる

魚の乱獲などの脅威があります。それを減らし

ていくという取組みが必要です。 

さらに、大陸のコウノトリは渡りをしていま

すので、渡りの中継地であるフライウェイでの

環境整備も必要です。ご存知のとおり、コウノ

トリは国境とは関係なく移動しますので、当然

国際的な連携が不可欠です。いろんな問題を解

決するうえで、共同で研究しプロジェクトを進

めていく必要があります。 

57



分科会報告 

－－－－環境創造型農業分科会環境創造型農業分科会環境創造型農業分科会環境創造型農業分科会－－－－    

兵庫農漁村社会研究所代表 

保 田 茂 

 皆さん、こんにちは。 

 連日ご参加いただきありがとうございます。

昨夕の懇親交流会にも多くの方にご参加いただ

いてありがとうございました。多少、飲み過ぎ

になった方もいらっしゃいますか。 

 私の方は、この１枚の画面だけで、あとは資

料に基づいて報告をさせていただこうと思いま

す。プログラムの16・17ページに、今日私がま

とめてご報告する内容が記載されておりますの

で、ご覧ください。 

「ICEBA2010」。なんか愛せばいいことがある

んだそうです。「ICEBA(愛せば)」ってわかりま

すね。「人を愛せば」、「コウノトリを愛せ

ば」、「田んぼを愛せば」何かいいことがある

というイメージの名称のようですけども、７月

の２日・３日・４日と３日間にかけて、この豊

岡で開催されました。だいぶん時が経ちました

ので、もう印象が薄れているかもしれません

し、あるいは全くご存知なかった方もいらっ

しゃるかもわかりませんが、７月に開かれたこ

の国際会議は、本日のこの「コウノトリ未来・

国際かいぎ」の一環として開催された。そうい

う位置づけになっております。 

７月に開かれました「第１回 生物の多様性

を育む農業国際会議」略してICEBA2010は、実は

「第11回 日韓中環境創造型稲作技術国際会

議」が発展的に改称し、新しく創設された会議

であること。それから「第５回 日韓田んぼの

生きもの調査交流会」これも発展的に改称し、

統合して新たに第１回のこの国際会議になっ

た。こういった歴史をふまえたうえでの会議で

あった。そういう位置づけになっています。 

日本は1971年の10月

に、日本有機農業研究

会という組織が立ち上

がりました。日本の有

機農業の歴史は39年の

歴史があるわけです

が、1971年といいます

と、ちょうど豊岡のコ

ウノトリの最後の１羽が亡くなって絶滅した年

に当たります。その年に偶然ということになり

ますけども、日本有機農業研究会が立ち上がっ

たんです。その日本有機農業研究会の理念は、

昨日市長が少しふれていただきましたけれど

も、「食の安全」。当時、母乳から農薬がみつ

かるといったような時代でしたので、水俣病の

あの悲惨な公害事件を重ねながら、食べ物の汚

染は避けるべきという、そういう思いが大変強

くありまして、有機農業はもっぱら食の安全を

強調してきました。実は有機農業の理念の中に

は環境を保全するという、こうした理念もあっ

たんです。 

環境が安全でなければ食の安全などあり得な

いわけです。それは水俣病が示していますし、

イタイイタイ病が示してきたわけです。ですか

ら、海が汚れ川が汚れたら、魚が汚れお米が汚

れ人間の体が汚れるということは、世界に先駆

けて我々は経験してきたことです。 

したがって、有機農業の考え方の中に、食の

安全、その前段の環境の安全ということを当然

の理念として運動が広がるわけですが、あいに

く多くの方々は、有機農業という考え方は間

違っていると。生産性向上をもっぱらとする当

時、生産性を第２として、いのちの安全、環境

の安全を唱えることが、必ずしも多くの人には

受け入れられることはなかったわけです。唯

一、受け入れられたのは「食の安全」というこ

とでありました。したがって、有機農業はもっ

ぱら食の安全だけが先行し理解されて、運動が

少しずつ広がっていったという歴史がありま

す。 

ようやく近年、この「生物多様性」という言

葉が声高に叫ばれるようになりまして、この有

機農業の考え方の中に生物多様性という考え方

がやっと認識されるようになったと、こういう

ことであります。 
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したがって、豊岡でこの環境創造型という言

葉が使われておりましたが、これもほぼ有機農

業と同じ意味として捉えていただいたらけっこ

うかと思います。ようやくにしてこの豊岡で開

かれた国際会議の中に、それまで理念として

あった環境を大事に守る、あるいは生物多様性

をしっかり理念として有機農業の中で取り組ん

でいこうというふうな、そういう時代になっ

た。そういう意味で、豊岡でこの第１回の生物

の多様性を育む農業国際会議、実は有機農業の

国際会議であったわけですが、生物多様性を表

面に出した国際会議が開かれたというのは画期

的でもありますし、記念すべき会議でもありま

した。ここにも、豊岡というまちが有名になる

１つの場がありました。 

どなたが登場いただいたかというお名前が記

載されています。まず、１日目には現地見学を

させていただきました。コウノトリ育む農法に

取り組んでいただいてます、この地元豊岡の生

産者の方々の田んぼを拝見し、コウノトリの郷

公園を見学していただいて、豊岡の取組みを現

地でしっかりと視察していただきました。 

２日目、いよいよこの市民会館を会場にし

て、中貝宗治豊岡市長の堂々たる講演をいただ

きました。昨日も聞いていただいたと思います

が、市長はお話をなさるたびに、素晴らしい講

演をされますね。余談ですけども、一度中貝市

長は大学の先生に「講演学」という学問の授業

をなさったらいいというふうに思っておりま

す。大学の先生の中には、立派な研究をされて

いる方が多いんですが、講演を聴いたら何がな

んだかさっぱりわからないというような話をさ

れる方が多いんですね。中貝市長の言葉は、ひ

とつひとつがよくわかる。染み通るように聞け

るんです。このぐらいの話ができるような力量

を持った教師が増えてほしいものですね。その

ような立派な講演をいただいて、さらに現地で

学んでいただいたことを今度は画面を通して、

あるいは市長の情熱を通して、多くご参加いた

だいた外国の方々に、この豊岡の取組みの素晴

らしさをご理解いただきました。 

つづいて韓国から、キム・ジョンスク先生。

韓国では有名な有機農業の研究者で、有機農業

の取組みについてのご報告をいただきました。

日本が1971年に有機農業運動を始めた。韓国は

約10年遅れて有機農業の運動が始まりますが、

いまや韓国の方が市民レベルの取組みも、生産

者の皆さんの取組みも、そして制度的な取組み

も日本を先行しております。 

日本はのんびり、ゆっくりと歩みを続けてい

ますが、のんびり・ゆっくりと歩みを続けてい

るうちに、すっかり生産者も消費者もじいさ

ん、ばあさんになってしまいました。 

制度もあまり豊かではないです。韓国は日本

に比べてまだ年齢層が若い。あるいは有機農業

の歴史も若いというふうなこともあって、主に

生協の皆さんの活動が活発で、生協組織を通し

て有機農業の輪が都市部に大きく広がっていま

す。 

当然、消費者の皆さんの支援があるわけです

から、生産者の皆さんの取組みも年々広がって

いる。こういうふうな実態をご紹介いただきま

した。有機農産物の認証制度も日本よりはるか

に早く行われました。あるいは韓国では有機農

業学会という研究者の皆さんの組織があります

が、これも日本では私が1999年にやっと立ち上

げましたけども、韓国では10年先行して有機農

業学会は既に活動を開始しております。10年遅

れたというのは、研究者がなかなか有機農業と

いう、この農業を評価しなかった。ですから学

会がなかなかできなかったということでござい

ます。 

私ごとですけども、私は早くに1973年から兵

庫県有機農業研究会をつくって、県下に有機農

業の輪を広げる努力をしましたけど、当時の大

学の評価はまさに異端者でありました。「もう

お前はいらん」、つまり当時の教授たちですが

「我々が苦労して開発した農薬や化学肥料の悪

口を言うような輩は農学部にはいらない。早く

辞めろ」と、いうような退職勧奨もいただく、

そんな時代でもありましたから、そういう様を

見て同僚が「有機農業を評価するなんてことは

あり得ない」。それは神戸大学だけではなく

て、全国の大学が同じような雰囲気であったわ

けです。ですから、なかなか有機農業を研究の

対象としようとする研究者はいなかったわけで

す。ようやく1999年に日本有機農業学会を200人

のメンバーで立ち上げた。韓国はその10年先に

すでに有機農業学会が先行していたわけです。

それほどに実は韓国は日本を凌駕するほど、輪

が広がっているということです。ただし、コウ

ノトリの放鳥は豊岡がいち早く取り組んでいた

だいた。 

中国からも趙先生が、鎮江市のある１つの地

域の事例を中心にして発表いただきました。市

場経済化の道をまっしぐらに歩んでいる中国

で、いわば多様な考え方が農村に存立するのか

というふうなことが私の個人的な関心事でした

けど、その中国にあっても、ある有機農業に対

する共感の輪が少しずつ広がっているというこ

とをお聞きして、実は感動と驚きを覚えた。そ

んなことを今に思い出します。 
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あとは、私見ですけども、日本はいち早くに

有機農業の運動をアジアで広げたわけですが、

先ほど申しあげたように科学の世界では評価さ

れなかった。もちろんマーケットでも評価され

なかった。一部の心ある生産者と消費者が始め

ざるを得なかったということで、日本の有機農

業は生産者と消費者の直接提携というかたちで

物が流れ、運動が広がっていきました。いわゆ

る提携型といわれる有機農業運動です。 

やがて食べ物の安全は大事だという世論が高

まると同時に、有機農業の技術があり得る、あ

るいは農薬を使わなくても物ができるという実

態を認識するにつれて、次第に有機農産物とい

う、この食べ物を扱う流通業の皆さんのご協力

をいただけるようになりまして、やがて生協、

あるいは量販店、あるいは加工をもっぱらとす

る皆さんのご支援がいただけるということで、

今はだいぶんこの輪が広がりました。その大も

とになりました提携型、生産者と消費者との直

接の提携のこの運動は、今次第に高齢化という

時代の流れの中で、力をだんだんと弱めつつあ

ります。量販店あるいは加工の皆さんのご支援

をいただくことは、今だんだんと主流になりつ

つありますけども、私の目から見ると、日本の

有機農業運動はまだ、この量販店の皆さんの力

を借りる、あるいは酒屋さんにしても、あるい

は様々な食品加工の皆さんのお力を借りるにし

ても、最終需要者つまり消費者の皆さんは、ま

だ真に有機農業を理解されているとは言い難

い。そういう意味で、つまみ食い型の消費が広

がっているかに見えます。これでは本当の運動

にはならない。もっと真剣に、消費者の皆さん

には、この有機農業の大切さをご理解いただけ

る仕組みづくりが大事かなと、こんなふうに感

じています。 

韓国の場合は提携型もけっこうありますが、

なんといっても生協という、韓国も長く生協が

できませんでしたので、韓国の生協そのものも

まだ新しいわけですけども、この新しく誕生し

た若い生協が今有機農業の運動を支えていま

す。したがって、韓国の方がまだ消費者の組織

が進んでいるというふうに理解できると思いま

す。しばらく、韓国はたぶんアジアの中で最も

有機農業を盛んにする国になる可能性がありま

す。しかし、韓国もやがて高齢化していくで

しょうから、その段階で生協組織がどこまで力

を持ち得るかということは将来の課題になる可

能性があります。 

なかなか多様な意見が認められない中国に

あって、やはり心ある方々が有機農業に今取り

組み始めていただいている。こんな事態のご報

告をいただきました。もちろんここにも、消費

者の方々の支援があってのことであるわけで

す。たぶん中国の皆さんも今次第に豊かさを手

にされていらっしゃるので、いち早く豊かに

なった方々がご支援いただいているのではない

かというふうに思いますけれども、そうした

方々が単に安ければいいということではなく

て、あの市場経済化の中をまっしぐらに歩んで

いらっしゃる中国の中にあっても、やはりいの

ちの安全を大事にしようというふうな思いが

今、着実に芽生え、拡大しつつある。このこと

を感じて大変心強く感じたところです。 

先ほど、大迫先生が「本来ならば越冬地のは

ずの中国で繁殖が既に始まっている」と、そん

な中国の方の報告をご紹介いただきました。 

実は私も昨日コウノトリ分科会に参加させて

いただいて、そのご報告を拝聴したわけです

が、私も驚きました。中国で25ペアがすでに誕

生して、それぞれにヒナを養っているという、

そういった実態があるということをお聞きし

て、すごいことだなぁと思いました。たぶん、

中国もその市場経済の中でコウノトリのヒナを

見ながら、その周辺で有機農業の輪がこれから

猛スピードで広がっていくのではないか、そん

な予感をしたところです。こうした話を聞くに

つけ、「負けとられへんな」と、そんな思いを

実はしているところです。 

この後、基調報告として、技術の問題を、そ

れから田んぼの生きものの多様性を、それから

こうした有機農業を支える地域の活動をそれぞ

れ稲葉さん、岩渕さん、そして私が発表するこ

とにいたしました。その後、分科会が開催され

まして、今申しあげた、この有機農業的な技術

をどのように深めていくか広げていくか、ある

いはそうした技術を広めるについて、田んぼの

生きもの、田んぼの生物の多様性の実態をしっ

かり学び、その有機農業の大切さを再確認して

いこうというので、田んぼの生物の多様性に関

する様々なデータの紹介を、それから地域でど

う支えるか、こうした３つの分科会がそれぞれ

の場所で開かれまして、活発な討論が行われま

した。この分科会にも日本と韓国と中国のそれ

ぞれの取組みがご報告され、あるいは考え方が

披露されて、意見を交換したところでありま

す。印象は先ほど申しあげましたので、それで

おくみ取りいただければというふうに思いま

す。 
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ところで、30代、40代のこの若き世代の、そ

の親は誰ですか。今30代、小学生の親御さん、

あるいは中学生の親御さんの、その親御さんは

どなたですか。ここらへんにいらっしゃいませ

んか。端的に申しあげれば団塊の世代から

ちょっと上、この世代が戦後の教育を受けてき

たわけですが、この世代が一番自分の子どもに

対する正しい食教育を行いませんでした。結

果、一番日本の各世代の中で食事が乱れていま

す。この乱れたままの暮らしで、日本の農業の

将来があるとは思えない。環境創造型の将来が

あるとは思えないんです。 

したがって、これからこの環境創造型農業あ

るいは、このコウノトリ育む農法、こうしたい

のちと共存する、いのちと共感する生き方が

もっと展開するためには、本当に全力をあげて

若き世代に対するこの食の教育をもう一度展開

する必要があるのではないか。 

あるいは学校給食に今なおパンを食べさせ続

けるといった、こうしたアメリカ依存型の暮ら

しをいまだに続けることについては、一日も早

くやめる方がいい。こんなふうなことも思って

います。 

最後の方は分科会とは関係のない話ですが、

今後の課題ということをちょっと個人的に定義

させていただいて、この分科会の報告を終わり

にさせていただきます。 

どうもありがとうございました。 

ところで、これから真剣に考えていかなけれ

ばならない環境創造型あるいは有機農業の未来

ですが、今日本で最も食生活が乱れている世代

は、何歳世代かご存知でしょうか。朝、ご飯を

食べないという世代が最も多い年齢層は何歳と

心得ていただいてますか。実は30歳代が最も朝

ごはんを食べない暮らしをしています。次い

で、40歳代、20歳代と続きます。 

30歳代の若い親御さんの子どもは今小学生、

40歳代の親御さんの子どもは高校生、20歳代の

若き親御さんの子どもは、未婚の方が多いです

が、お子さんがいらっしゃるとすると幼稚園、

保育所。つまり、次の日本の社会を背負うべき

30歳代、40歳代、20歳代のこの方々が、このま

ま食教育をしっかりと受けないままに今の食習

慣を続けたら、確実に日本はお米を食べない人

によって満たされていきます。そうすると、今

一生懸命ご努力いただいている環境創造型農業

によるこのお米の消費も確実に減っていくわけ

です。 

さらにその次の世代、つまり今の小学生、中

学生あるいは幼稚園に通う子どもは、さらにご

飯を食べない。そういう食訓練を家庭で受けて

います。さらに日本は水田農業が台無しになっ

ていくという、そういう可能性があります。今

真剣に、この食教育をまずは30代、40代のこの

若き世代にしっかりと施すということが、大事

な環境創造型農業を長期的に発展させる大きな

課題ではないか、こう思います。 

ICEBA全体会 2010年7月3日～7月4日 豊岡市民会館文化ホールにて 
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第１回生物の多様性を育む農業国際会議 

第11回 韓・中・日環境創造型稲作技術国際会議 

第５回日韓田んぼの生きもの調査交流会 
 

共 同 宣 言 
 

 韓国・中国・日本の環境創造型稲作農家、環境保護団体、研究者、流通関係者、消費者等は、2010

年７月２日～４日の３日間にわたり、日本国豊岡市において第１回生物の多様性を育む農業国際会議

（第11回環境創造型稲作技術国際会議・第５回日韓田んぼの生きもの調査交流会）を開催した。 

 初日は環境創造型有機稲作の実践圃場の視察と有機水田の生きもの調査を行った。２日目は環境創

造型稲作の環境再生の役割、その技術的展望、環境創造型有機稲作等の普及に関する関係機関の責務と

努力・地域再生の課題などに関する基礎提案をもとに、意見の交換を行った。 

 これらを踏まえて、本会議参加者は以下の事項について確認すると同時に、共同声明としてこれを採

択する。 

 

１．水田地帯は、少なくとも世界114カ国に存在し、世界の人口の半数以上の主食を支えると同時に、

水鳥類、爬虫類、両生類、魚類、甲殻類、昆虫類、軟体動物等の生息環境として重要な役割を果た

してきた。除草剤をはじめとする化学合成農薬、化学肥料に過度に依存する近代農業が、環境汚染

や食の安全等多くの深刻な問題を抱えていることを認識し、各国の風土に即した環境創造型稲作

の技術確立とその普及、実践に努力する。 

２．日・韓・中の３カ国間には多様ながらも共通した環境創造型の稲作技術が実践され、生物の多様性

を育む良好な湿地環境を生み出しつつあることを確認し、今後も持続的に研究開発を行い、技術の

向上に努力するとともに、生物の多様性を活かした環境創造型の有機水田を核とした地域生態系

の保全に努め、生物多様性国家戦略の有力な担い手となるよう努力することを確認した。 

３．各国の参加は農産物の調達を海外に求める動きや、輸出入の増大の方向ではなく、アジアモンスー

ン地帯にマッチした環境創造型の農業による農業経営によって国内自給率の向上と伝統的食文化

の復権。安全な農産物の地産地消の拡大と「環境と経済」を両立させた地域経済の復興、健康問題

の解決などに努力することを確認するとともに、水田農業を核としたアジアの農業が生物の多様

性を育んでいることに鑑み、農薬・化学肥料を使わない自然の循環機能を活かした生物多様性農業

に転換することを訴えるものである。 

４．2010年日本で開催される生物多様性条約第10回締約国会議において、生物の多様性を活かした

水田農業のもつ優れた環境創造機能を参加各国に伝え、食料の自給が各国農業の持続的発展と環

境保護に必要不可欠であることを訴えるものである。 

５．次回の第２回生物の多様性を育む農業国際会議は韓国（京畿道楊平郡）において開催する。 

 

 

 2010年７月４日 

第１回生物の多様性を育む農業国際会議 

第11回韓・中・日環境創造型稲作技術国際会議 

第５回 日韓たんぼの生きもの調査交流会    

参加者一同  
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分科会報告 

－－－－環境経済分科会環境経済分科会環境経済分科会環境経済分科会－－－－    

東京都市大学・中部大学教授 

国際生物多様性年国内委員会委員長代理 

涌 井 史 郎 

やや太ったコウノトリが参りました。先ほど

保田先生から大学の教員というのはあまり話が

うまくないと、今日は少しそれを脱したいと

思っておりますが、ご報告を申しあげたいと思

います。 

あそこにハリソン・フォードが出ております

が、別に私の名前の上に乗っかっているから私

がハリソン・フォードではありません。実はハ

リソン・フォードは、コンサベーション・イン

ターナショナルという組織の副理事長でありま

して、COP10の環境大臣主催のレセプションに彼

が出てきて堂々たる演説をやったということも

今回のCOP10に華を添えました。今回のCOP10

は、生物多様性はグローバルであって、なおか

つローカルな環境経済の胎動を見そうだという

ことが論点の大きなポイントで、そのことは昨

日のパバン・スクデフさんのTEEBのご報告にも

あったとおりであります。 

そういうことを巡りまして、生きものの多様

性の保全と事業活動ということで、名古屋で三

井住友銀行と豊岡市がコラボレーションしまし

て、５回にわたって様々な企業の生物多様性に

ついての事業活動についての報告をいただいた

わけです。 

目的はここに書いて

あるとおりであります

けれども、都市づくり

と流通業、そして食品

業、そして観光業の４

つの部門についてそれ

ぞれ経済界がどのよう

に生物多様性を捉えて

いるのか、自社の内部化をしているのか、こう

いう議論をしております。 

昨日のスクデフさんのTEEBの話にもありまし

たように、現在世界では自然の価値の可視化が

非常に重要な論点になっております。従来、自

然資本という言葉はありませんでしたし、自然

というのは非経済財であったわけであります。

それを経済活動に内部化し、自然を資本財とし

て考える、こういうものの考え方が、現在、世

界的な常識になろうとしています。その中でこ

の豊岡がコウノトリを通じて、経済活動と自然

資本という議論を具体的なケーススタディとし

て提起をしたことがCOPの様々な場面で紹介をさ

れていることも、ご報告を申しあげておきま

す。 

ＪＡたじまさんからは、三位一体の普及体制

ということで、なぜコウノトリ育むお米の生産

が可能であったのかということを詳しく説明を

されました。市と県と農協、これが様々なかた

ちでコラボレーションしながら、集荷数量や生

産者数がどんどん増えていったというご報告を

いただいて、なるほどということで多くの経済

人の注目を浴びたところであります。まさにこ

ういう三位一体の対応というものが非常に重要

だということを認識させていただきました。 
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次に、あいやさんです。愛知県の西尾市にあ

るお茶のメーカーでございますが、有機肥料に

よるお茶の栽培に取り組んで、有機栽培の認証

機関から抹茶業界初の認証を取得し、さらには

アメリカとヨーロッパの有機栽培認定も取得さ

れました。ここで提起されたのは、有機という

のは自己満足ではなくて、第三者がきちんと認

証し、その水準に向かってそれぞれの事業が努

力していくことです。それからCSR(※) として

も、社員教育の一環としてマンブローブの植林

活動を2001年から2009年にわたってやってきた

という報告がありました。 

※CSR：Corporate Social Responsibility 

    企業の社会的責任 

次に同じお茶屋さんで伊藤園さんです。持続

可能な社会を目指すために企業も経済的である

だけではなく、社会や環境などの要素にも責任

を持って行動することが重要だということで、

茶産地育成事業の取組み、とりわけ品種への取

組み、さらには茶樹が約40年間栽培可能である

ことを考えると、そこで吸収するCO₂の長期間の

固定量が相当あるということも自ら試算をされ

ました。一方、除草剤を使わない雑草防除につ

いて非常に熱心な研究をされているという事例

が報告されました。そして「茶殻リサイクルシ

ステム」、こういうものを自ら打ち立てて１つ

の環境貢献に事業体として取り組もうというご

報告がありました。 

それからJTBさんです。JTBさんはトキの野生

復帰プロジェクトに非常にご協力をいただいて

います。その教訓は、ここは我々がよく頭の中

に入れなければならないところだと思いますけ

れども、「エコを強制しすぎて旅の本質である

楽しさを見落としてはいけない。今でもこの一

言を胸にCO₂ゼロ旅行を販売しています」と。こ

れは我々にとってはある意味で勇気のある発言

だったと思いますし、今後教訓にしていかなけ

ればならないことだと思います。そこでエコ行

動ピラミッドというものがありまして、エコ行

動の人口と、それから行動の水準がどんな感じ

になっているのかということをハードエコ層・

ちょいエコ層・エコスリープ層と、こういうか

たちでご提案がありまして、なるほどというこ

とを感じたわけであります。旅行業界もエコに

ついてこうやって一生懸命努力をされていま

す。 

積水ハウスさんからは、木材調達ガイドライ

ン、つまり、TEEBの中でも議論になっておりま

す、企業のセグメント別の生物多様性に対する

損害をどのようにしていくのか、原料を調達し

て製造して流通して販売をしていくのか、それ

ぞれのプロセスの中でどうするのかというお話

がありました。その中でも木材の調達というの

が非常に重要だということで、10の調達の原則

というのをつくりまして、木質建材の主要なサ

プライヤー約60社から提供される部材ごとに、

１品１品その基準に基づいてチェックをすると

いう厳しい対応の方法のご紹介がありました。 
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それからポッカコーポレーションさんは中身

ではなくて、容器へ着目をしました。ここは非

常に面白い点であります。「カートカン飲んで

育てる日本の森」ということでありまして、間

伐材からカートカンという紙製の容器をつく

り、これを間伐材マークを使用するというよう

なかたちで環境貢献をしていく。さらにはその

収益の一部を緑の募金へ拠出していく。このよ

うなことをやりながら自社で先ほどの認証と同

じように環境マークを表示することによって、

商品をアピールするだけではなく、自らの会社

の中における一つのコンプライアンスな水準を

設定しようというようなご報告がありました。 

それから生活協同組合連合会東海コープ事業

連合さんからは、やはりこれも同じように認証

という話で、栽培自慢とはぐくみ自慢の自主認

証のお話がありました。このはぐくみ自慢とい

うのは水産物と畜産物です。こういうようなも

のを使って、コープで売る商品がどのような条

件の中から調達されているのかということを

しっかり見極めていこう。食品の安全性と生物

多様性は共通している。フードチェーン関係者

共通のテーマで、リスク評価に基づく情報の共

有化というものをこれからつくっていきたい。

事業者としてコミュニケーションの場づくりが

求められているのではないか。不適切な農薬使

用で生きものが生息できない場所から供給され

るものは、実は生活協同組合の会員の皆様方に

負荷をかけることになる。こういう認識で事業

を展開しているという報告がありました。 

 さらに積水ハウスはご承知のとおり「５本の

樹」による生態系保全、こういうことをコマー

シャルで流されているわけでありますが、これ

も実は在来種を中心にしています。しかも、３

本は鳥のため、２本は蝶のためということで、

全国を気候風土で５区域に分け、どのような在

来種が適しているかというところまで検討して

いるという報告がありました。 

それからカゴメさんです。カゴメさんはトマ

トだけに絞った事業体であります。当然のこと

ながら旬へのこだわりということで、一番新し

いものを世界中から運び込みます。そしてもう

１つは、産地のこだわりです。世界中から選り

すぐった栽培適地で育てるために世界各地を調

査して、最適な栽培地を選び出しています。こ

のプロセスの中で、実は生態的な検証が欠かせ

ないというご報告がありました。 

それからサントリーホールディングスさんで

すが、サントリーさんはまさに水と生きるとい

う仕事でありまして、水をいかに会社の基盤に

するのかということで、水源の森を守り、水の

大切さを伝えています。これを水育(みずいく)

というふうに名前を付けまして、水のサスティ

ナビリティーの実現ということについて非常に

努力をされています。そして同時にサントリー

からトリの名前を取りまして愛鳥キャンペーン

ということもやりながら、１つは水に注目を

し、１つは鳥を大切にするというCSR活動を続け

ておられます。 

65



清水建設さんはもう少し深いところからご報

告があって、原材料調達による影響の把握と、

その保全対策が非常に重要だという話がござい

ました。また、建設業が関与する直接的な影響

と間接的な影響、この双方について建設業とい

うのはむしろランドマネージメントという観点

から様々な活動をやっていかなければならない

という具体的なご提案がありました。 

それからこの豊岡ともご縁がある復建調査設

計さんからは、様々な機関との連携による取組

みがこれからは重要であるとのお話がありまし

た。そしてギフチョウの保全であるとか、ダル

マガエルの保護であるとか、外来種アルゼンチ

ンアリの防除であるとか、一番重要なこととし

てコウノトリが生息できる湿地の再生、これに

ついての技術的な知見をしっかり見極めてきた

というご報告がありました。 

それから矢作川漁業協同組合は単に漁業協同

組合を超え、ものすごく立派な環境活動をずっ

と続けてこられているわけです。そこでは魚を

水産資源と見る目と、いのちと見る目、これを

両方共有したい。これが矢作川漁協の１つの大

きなコンセプトだと、こんなようなご報告があ

りました。そしてその中で応用生態工学に着目

をして、漁業組合としてこれに真っ正面から取

り組んでいくんだと、こんなような大変前向き

なお話がありました。 

それから鹿島建設さん、ここでは2004年に生

物多様性の研究会を立ち上げられ、上場企業で

初めて2005年に生物多様性に関する企業ガイド

ラインをつくりまして、そして現在様々なプロ

ジェクトをやっているわけであります。その中

で着目をしているのは、建設事業は従来環境を

破壊してきたけれども、これからはエコロジカ

ルネットワークの再生、こういったところに建

設事業の方向を転換していきたいというお話が

ございました。そこで日本ミツバチのプロジェ

クト、あるいは、ビルをつくった場合には、コ

ゲラでありますとか、HEPで指標になる鳥を決め

て、それが渡り移っていけるような鳥類の回廊

をつくっていこう。例えば皇居と明治神宮の緑

を鹿島建設がつくる建築物の周りの環境でつな

いでいく、こんなご提案がありました。 
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このように18社それぞれいろんな取組みをし

ています。なぜこのようなことになったのかと

いうことについて少し付け加えたいと思いま

す。今、世界は第三の危機にあり、環境革命を

試行している、産業革命の時代はある程度終

わったと私は考えております。それはどういう

ことかといいますと、エコロジカル・フットプ

リントという考え方の中に誠に明確に出ている

わけでして、アメリカ人はこの生物生産量と循

環量を計算して、だいたい１人あたり9.7グロー

バルヘクタール、日本人は4.8グローバルヘク

タール、インドの方々は0.8グローバルヘクター

ル、こういうことを計算しますともう地球は１

つでは足らず、0.25個オーバーしようとしてい

るという実態があるということです。もし世界

が日本人と同じ生活をするとするならば、地球

の数は2.4個必要だというような認識が行き渡っ

たからであります。 

しかも46億年の地球の歴史の中で、これを１

年間の暦に縮めてみますと、最古のいのちが出

てまいりましたのが38億年前。すなわち地球は

いのちの星になって38億年です。そこで人間が

いつ登場したのかということを考えてみますと

クリスマス過ぎでありました。我々が文明とい

う人類第１の革命であります農業革命が起きた

１万年前というのは12月31日の午後11時59分。

そしてさらに産業革命が起きました300年前とい

うのは、１年のたった終わりの２秒前。 

そしてさらに先ほどのJTBさんと同じように、

エコツーリズムについて近畿日本ツーリストさ

んがどのような取組みをしてきたのか、これは

世界的な歴史から、2008年エコツーリズム推進

法という法律が制定されるに至るまでのプロセ

ス、そして教育市場に非常に効果的であるとい

うご報告がございました。 

そしてユニーさんからは、毎日の生活の中で

生物多様性を守る取組み、テーブルの上の生物

多様性という非常にユニークなお話がございま

した。そして「生物多様性を知っています

か？」というお客様のアンケートも取られて、

ユニーとしてどのようにサスティナブルなコー

ヒーの提供をしていくのか、こういう運動をし

ているというご報告がございました。 
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この２秒間でこの地球の環境に非常に大きなダ

メージを与えている、これが大きなポイントだ

ろうと思います。我々が38億年かけてつくって

まいりましたのは、半径6,400㎞の地球の中でわ

ずかに30㎞であります。これは直径20㎝に地球

を縮めた場合に鉛筆で書いた太さそのものであ

ります。この薄くて微妙なシステムの膜、エネ

ルギーと物質の自立的な循環型の膜を我々がど

う維持していくのか、これが今問われていま

す。 

そしてもう１つ問題がありますのは、地下資

源の払底（ふってい）が近いということです。

21世紀の最先端技術は、どこに求められるのか

といえば、生きものが38億年進化をし続けてき

た中で経てきた適応進化の知恵に我々はもう一

度学び直す必要がある。こういう認識が世界の

中に通底してきたというようなことがあると思

います。 

 いずれにしても我々は生態系サービスという

自然の恵み、これを従来は当たり前のように考

えてきたわけでありますが、これをもはや当た

り前のように考えることはできません。そこを

先ほど申しあげたように、きちっと可視化する

必要があります。現在国連に報告されておりま

す世界のGDPは１年間に約18兆ドルであります

が、今生態系サービスが我々にもたらしてくれ

る経済価値というのは、１年間に30兆ドルとい

われております。我々の生活というのは、たく

さんの生きものに支えられているという事実が

あります。そして経済的にも、もはやそういう

事実になっている。 

この事実にもう１回着目しなければならないと

思います。 

こうしたことがあいまって、この2010年の国

際生物多様性年にCOP10が開かれました。その中

で非常に重要なこととして、ここにございます

ように「水田決議」、そして「里山イニシア

ティブ」、「生物多様性の10年」、この日本政

府の３つの提案は、いずれもが政府が考えたも

のではなくて、環境問題に非常に熱心に取り組

んでおられる皆さん方のネットワークが日本政

府を衝き動かして国際的に提案をしたものだと

いうようなことであります。この３つのいずれ

もが実は豊岡のコウノトリの問題と密接不可分

であるということを考えてみますと、実は豊岡

がまさに経済活動に外部経済としての自然資産

を取り込むと、TEEBの考え方に非常に先鞭を付

けたというふうに申しあげても言い過ぎではな

いと思います。 

環境革命の時代と産業革命の時代は、あらゆ

るパラダイムが違います。産業革命の時代には

自然は無限でした。しかし環境革命の時代には

自然は有限であります。以前は生産も少品種、

大量生産、コストダウン、プライスダウン。値

段だけが我々にとって重要でありました。しか

し現在はどうでありましょう。値段はさしたる

重要性ではありません。 
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むしろ質や自分の生き方と供給される農産物や

商品が適合しているかどうか、これが非常に重

要なポイントになっております。 

 感性価値という新たな経済概念も生まれたほ

どであります。そして世界を安定させるために

は何が重要かと言えば、東西の対立から、今や

まさに南北の対立。この南北の対立というの

は、生物資源をめぐる争いがもう具体的に起き

ようとしています。これに対して我々がこの豊

岡の活動を通じてどのように貢献をするのか、

これも非常に重要な論点ではないだろうかと思

います。 

そこで日本経団連は世界に先がけて昨年の３

月に経団連生物多様性宣言とガイドラインを策

定いたしました。そしてそのガイドラインに参

画をしている大手の企業が現在482社あります。

我々がこの生物多様性の議論を始めた頃に、経

済界のこれほどまで多くの数が関心を持って集

まるということは考えられなかったことです。

２年前のドイツのCOP9でビジネスと生物多様性

イニシアティブに手を挙げた企業は、日本から

10社を含めて世界で48社でした。これが日本国

内だけで480社になっています。これもまた大い

にパラダイムが変わっている、そういうことだ

ろうと思いますし、今後は科学と政策、これを

どう統合していくのか、これが非常に重要な

テーマであります。コウノトリを飛ばすことに

ついても、実はこれがなければとてもコウノト

リは飛ばなかったと思います。この統合をどう

いうふうにしていくのかということが我々に

とって非常に大きな課題なのではないでしょう

か。その中で市場創生の動きが起き、定量化の

方向が起きています。 

ただし、ここで我々が十分注意をしておかな

ければならないことがあります。私はTEEBに不

賛成ではありません。大いに推進をしたらいい

と思います。しかし問題は、誰が誰のために

ルールをつくるのか、ここがポイントでありま

す。先進国が金融市場で新たな排出権取引と同

じような、いわゆる生物多様性市場というもの

をつくろうという思惑でTEEBがあったとした

ら、これは決して人類共通の福祉のためではあ

りません。自然を資本財として計算する場合、

最も弱いところに環境ストレスのしわ寄せが行

くのです。それに対していったい経済を定量化

しながら、どのように負担し合うのか、この議

論でなければならないというふうに思います。

誰が誰のためにルールをつくるのか。これが今

後非常に重要な論点ではないかと思います。私

はG8環境大臣会合の１年後のフォローミーティ

ングで議長を務めさせていただきました。様々

な国、先進国と発展途上国の議論の対立があっ

て、そこで出した結論は、倫理と科学と経済は

バランス良く検討すべきであるということでし

た。この議長声明を出すことについて大変苦労

をいたしましたが、まさにこういうことだろう

と思います。 

我々日本人は、自然と語らい、自然とせめぎ

合いながら、いろいろなかたちで国土をつく

り、そして食料生産を行い、自然を理解して自

然を認識するところから、生存を確保してきた

という事実がございます。 
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そういう中で日本政府が世界を調べてみまし

たところ、里山というのは日本だけではなく

て、フィリピンにはムヨン、インドネシアには

クブン、フランスにはテロワール、様々なかた

ちでの里山のパターンがあるということに気が

付きました。こうしたものを共有していこうと

いうことが今回決議されたということは、豊岡

にとっても非常に幸せなことだろうと思いま

す。 

もう１つ重要なことは、農業、農テク空間に

第三の機能をどうやって認めていくのか、これ

が実は自然資本外部経済の議論の中で非常に重

要な議論でした。これがこの豊岡の中から、

フィールドから何か１つのデータが得られて、

世界に発信できるところがあるのなら、この

TEEBを誰が誰のためにやるのか、という議論に

非常に貢献するのではないかと思います。 

この地域環境経済の実践と成功というものが

世界中に大きなポイントをもたらしました。 

そしてそれは日本国内でも、トキ・コウノト

リを指標化した南関東エコロジカルネットワー

ク構想というものを動かし始めました。 

これは利根川・荒川・江戸川の水系につい

て、初めて国土交通省の河川局と農水省の農村

振興局が手をつないで、群馬県・埼玉県・千葉

県、そしてさらには27の自治体がこれに参画を

して、この構想を実現しようとしています。こ

れは豊岡の動きがなければ生まれなかった１つ

の発想であります。 

最後にこのことだけを申しあげておきたいと

思います。ギリシャ語でエコというのは、古代

ギリシャ語のオイコス。共同体、家という意味

であります。そのオイコスの真理、このオイコ

ス、ロゴスがエコロジー。そしてオイコスの秩

序、ノモス。オイコス、ノモスがエコノミーの

語源であります。ギリシャ人は左手にエコノ

ミー、右手にエコロジー、これ両輪一体となっ

て１つであるというふうに考えてまいりまし

た。果たして我々はそうでありましょうか。残

念なことに産業革命のデカルトさん以来、股裂

き状態になっております。これをもう一度つな

ぎ直す。そしてエコロジーとエコノミーの融合

を図る。これが豊岡から発信された非常に大き

なメッセージだということと、これを確認し

合ったということをご報告として申しあげて私

の報告を終わらせていただきます。どうもあり

がとうございました。 
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分科会報告 

－－－－子子子子どもどもどもども・・・・未来分科会未来分科会未来分科会未来分科会－－－－    

NPO法人田んぼ理事長 

岩 渕 成 紀 
 

コウノトリKIDSクラブ 

田 中 宏 武 （城崎小学校５年） 

宮 垣 柊 佑 （八条小学校３年） 

松 田 のぞみ（神美小学校４年） 

小 西 亮 旗 （八条小学校３年） 

為 則 洸 輔 （田鶴野小学校３年） 

守 高 裕 貴 （田鶴野小学校３年） 

垣 谷 幸之介（城崎小学校３年） 

（（（（岩渕岩渕岩渕岩渕））））    皆さん、こんにちは。私のほうから

というか子どもたちからは、未来のことについ

て、東京大学で「世界一 田めになる学校」、た

めになるの「た」は田んぼの「田」なんですけ

ども、その学校で発表してくれた子どもたちが

これから登場して、皆さんにメッセージを伝え

ます。それではまず子どもたちの登場です。拍

手をお願いします。 

 はじめに、コウノトリKIDSクラブの説明をす

る前に、１人１人自分の名前と学年を発表して

もらいます。それでは田中君からどうぞ。 

 

（（（（田中田中田中田中））））    城崎小学校５年、田中宏武です。 

 

（（（（宮垣宮垣宮垣宮垣））））    八条小学校３年、宮垣柊佑です。 

 

（（（（松田松田松田松田））））    神美小学校４年、松田のぞみです。 

 

（（（（小西小西小西小西））））    八条小学校３年、小西亮旗です。 

 

（（（（為則為則為則為則））））    田鶴野小学校３年、為則洸輔です。 

 

（（（（守高守高守高守高））））    田鶴野小学校３年、守高裕貴です。 

 

（（（（垣谷垣谷垣谷垣谷））））    城崎小学校３年、垣谷幸之介です。 

 

 

（（（（岩渕岩渕岩渕岩渕））））    それでは最初に、コウノトリKIDSク

ラブの説明をしてもらいます。では田中君から

どうぞ。 

 

（（（（田中田中田中田中））））    僕たちは、コウノトリKIDSクラブで

す。生きもの好きの14人が集まって活動してい

ます。僕たちのまちにはコウノトリがいます。

その姿は田んぼや川で普通に見ることができま

す。 

 

（（（（垣谷垣谷垣谷垣谷））））    学校が違って初めて会った人が多

かったけれど、すぐに仲よくなって、田んぼや

ビオトープなどで生きものやコウノトリを勉強

したり調べたりしています。 
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（（（（小西小西小西小西））））    これからも水路や田んぼやビオトー

プで生きものの観察をしていきたいです。みん

なともっと活動をして、たくさんの人に教えた

いです。 

（（（（松田松田松田松田））））    コウノトリが自然の中で生きていく

ためには、何が良くて何が悪いかを勉強して、

たくさんのことを知って、人とコウノトリが一

緒に安心して暮らせるようにしていきます。 

 

（（（（岩渕岩渕岩渕岩渕））））    はい、どうもありがとう。座ってく

ださい。それでは、彼らが発表した東大での

「田めになる学校」の様子を今から皆さんに映

像で紹介したいと思います。 

 
◆ＶＴＲ・世界一田めになる学校‐１時間目 

     音楽「わらび座による田楽の演奏」 

 

（（（（岩渕岩渕岩渕岩渕）））） 田中君、これどんなことをやったん

でしたっけ？ 

 

（（（（田中田中田中田中））））    田んぼの神様を祀る音楽を、わらび

座の皆さんが紹介してくれました。 

（（（（岩渕岩渕岩渕岩渕）））） １時間目は、田んぼの神様を祀ると

いう音楽でした。 

 
◆ＶＴＲ・世界一田めになる学校 

     「岩渕校長からのあいさつ」 

（岩渕） 皆さんのお友達が豊岡と佐渡と大崎

市から来ています。…実はこれ、田んぼの畦か

らとってきた植物です。 

（（（（岩渕岩渕岩渕岩渕）））） これを食べているんです。 

     ２時間目は社会でした。 

 
◆ＶＴＲ・世界一田めになる学校‐２時間目 

     社会「３市長による講演」 

（大崎市長） 最近はこのようなお話がありま

す、佐渡からトキが来たり豊岡からコウノトリ

も来るようになりました。 

（佐渡市長） 佐渡では、いろんなかたちで生

物を増やすということをしています。 

（中貝市長） 私たちが一番嬉しいのはこれで

す。子どもたち。子どもたちがまた田んぼの中

に帰ってきました。 

 

◆ＶＴＲ・世界一田めになる学校‐３時間目 

     ホームルーム 

（大崎市の子ども） 僕たちの住んでいる地区

は、化女沼の下流にあり、田んぼが広がってい

ます。 

（佐渡市の子ども） 美味しいお米の育つ田ん

ぼ、トキにも人にも、その他の雑多な生きもの

たちにも優しい田んぼを全国に広げましょう。 

（豊岡市・田中） 僕たちの住むまちにはコウ

ノトリがいます。その姿は田んぼや川で普通に

見ることができます。 

 

世界一田世界一田世界一田世界一田めになるめになるめになるめになる学校学校学校学校よりよりよりより    

世界一田世界一田世界一田世界一田めになるめになるめになるめになる学校学校学校学校よりよりよりより    

世界一田世界一田世界一田世界一田めになるめになるめになるめになる学校学校学校学校よりよりよりより    
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（（（（岩渕岩渕岩渕岩渕）））） これは300人ぐらい入る会場でした

が、本当にいっぱいで立ち見も出ました。とて

も楽しかったですね。そのときに流した映像を

もう一度皆さんに見てもらいましょう。 

 
◆ＶＴＲ・シマヘビがカエルを飲み込む映像 

（岩渕） どこからシマヘビの尻尾でしょう？ 

（子ども） ここ。 

（岩渕） お尻があるんだよ。お尻の穴、探し

てごらん。 

（子ども） どこ？どこ？あった！これ？ 

（岩渕） そこ。そこがお尻。そこから後ろが

尻尾。 

 

（（（（岩渕岩渕岩渕岩渕）））） ちょうどカエルを食べた瞬間です。

このように毒を持たないヘビは一回噛むと離せ

ないんですね。このときにコウノトリに捕まる

んですよ。どんどん中に入っていきます。飲み

ましたね。飲んでおりますね。人間が触ろうと

すると、つついてきます。吐き出すことはでき

ません。 

 
（岩渕） これはシマヘビです。よく見てくだ

さい。模様が縞になってるでしょ。黒と茶色の

縞です。これに毒のヘビはいませんから。 

 

（（（（岩渕岩渕岩渕岩渕）））） シマヘビには毒はありません。アオ

ダイショウとかも毒ヘビではありません。 

 
（子ども） まだ生きてる！カエル。もう無

理…もう死ぬ…アーッ！ 

（岩渕） ヘビも、これ飲むのは大変なのね。

息が詰まって、死ぬやつがいるからね。カエル

が鳴いてましたね。キュッキュッって、お腹の

中で今鳴いてました。完全に飲み込みました。 

 

（（（（岩渕岩渕岩渕岩渕）））） もう１つ見てもらいましょう。 

 
◆ＶＴＲ・野生コウノトリの採食映像 

 

（（（（岩渕岩渕岩渕岩渕）））） ３時間目はホームルームでした。佐

渡市・大崎市・豊岡市の子どもたちが発表して

いるところです。君たちが発表しているところ

だね。 

 
◆ＶＴＲ・世界一田めになる学校‐休み時間 

     「田からもの試食」 

【３市のお米でつくったおにぎりの試食】 

（（（（岩渕岩渕岩渕岩渕）））） これは何をしているところですか？

美味しかった？ 

 
◆ＶＴＲ・世界一田めになる学校‐４時間目 

     科学 

      「東京大学大学院生・吉岡氏」 

    「中央農業総合研究センター・横山氏」 

 

（（（（岩渕岩渕岩渕岩渕）））） これは東大の大学院生の吉岡さんが

クモを持ってきてくれて、クモが昆虫を食べる

ところを皆さんに見せてくれました。微生物の

働きも勉強しました。 

 
◆ＶＴＲ・世界一田めになる学校‐５時間目 

     総合学習 

（佐渡市の子ども） 僕はトキになって考えま

した。トキは農薬がなくて餌のたくさんある、

トキだけじゃなく他の生きものにも優しい田ん

ぼに住みたいと思います。 

（岩渕） なるほど。もっと言いたい人は書い

て残していってください。そういうことを全部

みんな拾い上げて、１つ１つ大事な言葉として

未来につなげていきたいと思います。この会議

が未来に向けての大きな扉になることを期待し

ております。 

世界一田世界一田世界一田世界一田めになるめになるめになるめになる学校学校学校学校よりよりよりより    

世界一田世界一田世界一田世界一田めになるめになるめになるめになる学校学校学校学校よりよりよりより    
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（（（（為則為則為則為則）））） 僕はヘビになって考えてみました。

僕は田んぼをたくさんつくってもらって、大好

物のトノサマガエルをお腹いっぱい食べたいで

す。 

 

（（（（守高守高守高守高）））） 僕はフナが大好きだけど、ナマズに

なって考えてみました。ナマズは魚を食べるか

ら、一度大きな川に逃がしてほしいです。 

 

（（（（垣谷垣谷垣谷垣谷）））） 僕は百姓になって考えてみました。

みんな生きものが住めるように、いっぱい田ん

ぼをつくっていきたいです。 

 

（（（（岩渕岩渕岩渕岩渕）））） はい、ありがとう。垣谷君は実は最

後までずっと、自分は何になろうって悩んでい

たんですけど、「そうだ、僕は百姓になろう」

と言ってくれて、あんな格好をしています。 

 実は田んぼには5,668種の生きものがいると言

われていますが、その中に人間、百姓がちゃん

と含まれています。これは、田んぼの生きもの

という立場から今お話ししてもらいました。 

 次に子どもたちはどんなことを考えたかとい

うと、今度は自分が人間に戻って、人間として

自分が何ができるかということをまた議論して

もらいます。何人かに人間に戻ったところで

しゃべってもらいます。 

 

（（（（宮垣宮垣宮垣宮垣）））） 僕は田んぼで水が抜かれても、生き

ものが逃げ込める江(え)をつくりたいです。 

 

（（（（為則為則為則為則）））） 僕は田んぼを増やすためにお米をた

くさん食べます。農家の人たちにも喜んでほし

いです。 

  

（（（（守高守高守高守高）））） 僕は、大人になってもコウノトリと

一緒に暮らせるように、田んぼを守っていきた

いです。 

 

（（（（岩渕岩渕岩渕岩渕）））） というようなかたちで、子どもたち

は、実はいろんなメッセージを考えてくれまし

た。会場にいる子どもたちも、このようなかた

ちでメッセージをつなげていくという作業をし

ました。では、子どもたちにもう一度大きな拍

手をお願いします。どうもありがとう。どうぞ

立ってください。KIDSクラブの皆さんでした。

もう一度大きな拍手をお願いします。 

（（（（岩渕岩渕岩渕岩渕）））） これは実は戸島湿地のハチゴロウで

す。この後ですが、（餌が）捕れないんです。

こういう鳥でも生きていけるっていうことが大

事なことですね。それからお百姓さんの中に

は、このように畦を花で埋める人たちも出てき

ました。コウノトリのような本当に不器用な鳥

でも生きていける。それから、このような畦を

花で飾るようなお百姓さんが、今皆さんの周り

にもたくさんおられるということが重要だとい

うふうに思っています。 

 今日は皆さんにお面をつくってもらって、素

晴らしいお面を被っています。自分が生きもの

に成りきって、人間に伝えたいことをまず言っ

てもらおうかなと思います。では田中君から。 

（（（（田中田中田中田中）））） 僕はコウノトリになって考えまし

た。一度絶滅したときは人間に助けてもらった

けれど、まだ完全に住みやすい環境とは言えな

いので、もっと農薬を使わない田んぼを増やし

てほしいと思います。 

 

（（（（岩渕岩渕岩渕岩渕）））） 拍手をお願いします。では、宮垣

君。 

 

（（（（宮垣宮垣宮垣宮垣）））） 僕はオタマジャクシになって考えま

した。 

 

（（（（岩渕岩渕岩渕岩渕）））） その被っているのは、とっても素敵

なオタマジャクシだね。 

 

（（（（宮垣宮垣宮垣宮垣）））） 水が抜かれると苦しいから、僕たち

が逃げ込める深みをつくってほしいです。 

 

（（（（岩渕岩渕岩渕岩渕）））） 松田さん。 

 

（（（（松田松田松田松田）））） 私は赤トンボになって考えました。

農薬のできるだけない田んぼで害虫をいっぱい

食べて卵を産みたいです。 

 

（（（（小西小西小西小西）））） 僕はサワガニになって考えました。

僕が住めるきれいな川を増やしてほしいです。 
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 土と共に生き、未来を語るということがいか

に重要かということを、私たちは子どもたちの

声から強く感じとる必要があると思います。 

 子ども・未来分科会からの報告でした。 

 ご拝聴ありがとうございました。 

 このように私たちの未来は子どもたちの大き

な希望によってつながれていきます。未来に私

たちの思いを伝えるためには、最も大事なこと

が、実は足元にいる子どもたちが、足元にある

当たり前の自然を当たり前のように正面から受

け止めていくということがまさに未来だと思っ

ています。 

 子どもたちは不思議に田んぼに入るとこのよ

うに言います。「懐かしいんだ」と。懐かしい

という言葉は、本来子どもたちが経験しなけれ

ば出てこない言葉であるかもしれません。しか

し、彼らの心には私たちの、祖先たちの思いが

詰まってるんだなというふうに私は感じること

があります。 

田んぼの未来のためにしたいこと 

～ぼくらの行動宣言～ 

生きものがたくさん住
める新しい農法をつく
る！ 

農薬をできるだけ使わ
ない田んぼを増やす！ 

生きものが利用できる
土の水路をつくる！ 

田んぼを増やすため
に、お米をたくさん食
べる！ 

農薬を使わないため
に、田んぼの草抜きを
する！ 

生きものが住めるキレ
イな水にする！ 

生きものを大切にしま
す。ご飯をたくさん食
べます。美味しく！ 

田 ん ぼ や、そ れ に 関
わっている人たちの現
場をどんどん伝える！ 

良いお米を高くても購
入する。つまり日本の
農業に投資する！ 

田んぼをやる上で農家
が大変だと思っている
仕事を皆で手伝う！ 

地域で少しずつ無農薬
の田んぼを増やしてい
きます！ 

この素晴らしい取組み
を少しでも多くの人に
知ってもらうための手
伝いをしたい！ 

まずは、子どもが自然
に触れる機会を増やし
ていきたい！ 

子どもにお米が口に入
るまでのことを話し、
感謝して食したい！ 

実際に田んぼに入って
稲をつくりたい！ 

2010201020102010年年年年8888月月月月9999日日日日「「「「世界一田世界一田世界一田世界一田めになるめになるめになるめになる学校 学校 学校 学校 inininin東京大学東京大学東京大学東京大学」」」」にてにてにてにて    
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総合討論 

コーディネーター 

 保 田 茂 

 （兵庫農漁村社会研究所代表） 
 

パネリスト 

 大 迫 義 人 

 （兵庫県立コウノトリの郷公園研究部長心得） 
  

 涌 井 史 郎 

 （東京都市大学・中部大学教授、国際生物多様性年国内委員会委員長代理） 
  

 岩 渕 成 紀 

 （NPO法人田んぼ理事長） 
  

 中 貝 宗 治 

 （豊岡市長） 

（（（（保田保田保田保田）））） このパネルディスカッションは、私

も何度かコーディネーター役を仰せつかったこ

とがありますが、初めてのやり方です。パネ

ラーの先生方は、冒頭あまりしゃべりません。

会場からご意見をいただき、それに対して答え

ていただくようなかたちにしたいと思います。

先ほど分科会で報告いただいた内容を柱としな

がら、今日ご参加の皆様のご意見を頂戴して、

もう少し内容を深めるというかたちで進行させ

ていただこうと思いますので、ご協力のほどよ

ろしくお願いします。 

ご発言いただく方は、恐縮ですが、カメラが

顔をアップにさせていただいて、正面のスク

リーンに映ります。ですから、お顔に自信のあ

る方は率先してご発言ください（笑）。 

昨日から、いろんなお話を聞いていただきま

したので、この国際かいぎが何を目指そうとし

ているかおおよそご理解いただいていると思い

ますけれども、コウノトリそのものの研究を中

心にしながら、コウノトリも住める環境づく

り、あるいはその環境をつくる上では人間の暮

らしをどうするか、様々な視野から勉強をさせ

ていただきました。その、昨日そして先ほどま

での分科会の内容を踏まえながら、これからさ

らに国際かいぎで論じたことを深め、かつ、こ

の豊岡の地でコウノトリと共生する地域社会を

どういうふうにつくっていくか。このことを、

市民の皆様のご意見を頂戴しながら深めていき

たいと思っています。 

ちょっと、余分なことを一言追加させていた

だきます。これまでの論議の中であまり触れて

いただいていなかったと思いますが、これから

私たちが一つ視野に入れておかなければならな

いのは、日本の社会が世界に例のない高齢社会

になるということです。とりあえず65歳以上の

方の割合で高齢社会を特徴づけていこうと思い

ますが、今現在の日本の65歳以上の人口割合は

23.5％、世界最高の高齢社会です。あと５年経

ちますと約28％くらいになります。28％という

と超々高齢社会と表現されるレベルです。この

超々高齢社会のレベルは、実は地球上の生物社

会ではあり得ない高齢者の溢れる社会を意味し

ます。３割近い高齢者が占める生物では、実は

生物としての体をなさないというのが生物世界

の鉄則であるわけです。 
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 その生物世界ではあり得ない高齢社会を、あ

と５年経ちますと私たち日本人という生物が、

この地上で初めて経験することになります。こ

れまでの常識では暮らせない、これまでの価値

観ではたぶん暮らせない、そういう社会になる

んだろうと思います。あと５年したら65歳以上

になる方がほとんどですね。もうすでになって

らっしゃいますか（笑）。もうなってらっしゃ

る方のほうが多そうですが、若い方も団塊の世

代の方も後５年もすると65歳のレベルに達せら

れるわけで、この方々が一挙に65歳のレベルを

越されますと日本が一挙に超高齢社会になって

いくわけです。 

 若者に負担をかけっぱなしの高齢者では若者

は暮らせません。これから私たち、特に高齢者

が気を付けておかなければならないのは、若者

の重しにならないこと。若者に大きな負担をか

けないこと。若者が幸せに暮らせる社会をどう

つくるか、このことが高齢者に問われていま

す。もし、高齢者の方々がこれまでと同じ価値

観で暮らしていると、若者は高齢者のために所

得の半分近くを負担させられます。それでは子

どもが養えません。それでなくても子どもが少

ないのに、さらに子どもが産めないような社会

をつくって、日本の社会が継続するとは思えな

い。ですから、これから次の世代が最低２人以

上の子どもを産み、かつ幸せに暮らせる社会を

高齢者がどう率先してつくり、残していくか、

これが日本人にとって最大の課題ではないかと

考えています。 

 そういった視野も入れながら、コウノトリと

共生する社会をどうつくっていくかを考えてい

きたいと思います。 

≪≪≪≪環境創造型農業環境創造型農業環境創造型農業環境創造型農業≫≫≫≫    

 それでは、先ほどの分科会でいくつかの柱が

ありましたが、私が司会をしている関係で、と

りあえず「環境創造型農業」というテーマで、

市民の皆様と意見交換をしてみたいと思いま

す。 

 コウノトリと共に暮らすまちづくりが、まさ

に環境創造型農業をこの地で広めるということ

になるわけですが、この環境創造型農業をさら

に広げる必要があるということは、もう皆様も

これまでの論議の中でお感じいただいたものと

思います。 

 昨日も、山岸先生が、これからのコウノトリ

の大きな課題は、まずはコウノトリの自立・自

活、それから餌場の確保、そして個体群の連携

であるとお示しいただいたわけですが、自立、

餌場の確保、いずれにしても環境創造型農業が

広がらないと可能にはなりません。 

 では、すでに環境創造型農業に取り組んでい

ただいている生産者の方もたくさんご参加いた

だいていますし、あるいは消費者の立場からご

支援いただいている方もおられるので、さらに

この豊岡だけではなくて但馬で、有機農業、環

境創造型農業を広げるにはどうしたらいいか、

早速ご意見頂戴できますか。 

 

（（（（会場会場会場会場）））） 豊岡で「コウノトリ育む農法」の稲

作をしております。私たち農家が切羽詰って問

題になっておりますのが、水の確保です。 

 豊岡は、土地改良が進み、電気のポンプが動

かないと水があたらないという状況にございま

す。 
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うことになるのですが、全体で700トンほど、ま

あ、新潟のトキ米はすでに1,600トンということ

なんですけれども、この辺を、消費者なり、都

会の皆さん方にご理解をいただきながら、販売

努力を合わせてやらないといけないと思ってい

ます。 

 ちょっと私、気になったことがありまして、

今日の最後の宣言に、「湿地をつくります。湿

地をつくります」って書いてあるんですけれど

も、湿地をつくるのは簡単だと。国が土地を買

い上げて湿地にしたらすぐ済むわけですけれど

も、やはりその中で地域が生きていくために

は、米づくりとコウノトリというものをしっか

り結び付けた活動をお願いしたい。ただ単にコ

ウノトリが住むための湿地づくりをしていけば

いいという発想は、少し見直してほしいなとい

う思いをいたしました。 

 

（（（（保田保田保田保田）））） お手元に配られました宣言は、市民

かいぎの皆さんの宣言であって、大会宣言では

ありませんから、位置づけは少し区別してお考

えください。 

 今、専業農家が中心となってコウノトリ育む

農法に取り組んでいただいている。兼業農家に

はやりにくい側面があると同時に、販路の確保

という問題も残されているというご指摘をいた

だきました。 

 これは、一つは技術の問題ですね。特に有機

農業、環境創造型農業の場合は「除草」という

困難が伴っております。特にコナギ対策です

ね。この草をどういうふうにうまく処置する

か。先般神戸で開かれた兵庫県主催の環境創造

型農業フォーラムで、貴重なご報告をいただ

き、コナギ対策はそれほど難しくないという研

究成果のご発表をいただきましたので、ぜひ来

年度は豊岡で、この先生のご指導をいただきな

がら、コナギ対策を少し取り組んでもらうとう

まくいくんじゃないかという希望を持っていま

す。 

 販路対策については、次の環境経済戦略とも

重なりますので、残された大きな課題というこ

とになりますね。 

 

（（（（会場会場会場会場）））） 福井県越前市から参りました。私ど

もの方で、「コウノトリ呼び戻す農法」という

ものを立ち上げまして、こちらのコウノトリ育

む農法をいろいろ勉強させてもらって取り組ん

でいるところです。 

 ２年間経過いたしまして、大きな問題がたく

さん生じています。特に、今先生がおっしゃっ

たように、雑草での収量の低下。また、収量が

上がらないということで、地域の皆さんに理解

してもらえない。 

そうは言いつつ湿地もつくらないといけないと

いうことで、雨水頼りでこの農法を進めている

わけですけれども、なかなかこういうフォーラ

ムにも一般農家の方も参加されない。だから、

他の農業者の方にもこの農法の意義、コウノト

リ育む農法で米づくりをする意義を、私たち農

家も頑張りますけれども、行政をはじめ農協さ

んもぜひ啓発活動を進めていただいて、私たち

農家が肩身の狭い思いをしなくても米づくりが

できるように、そういう空気をこの豊岡につ

くっていただければありがたいと思っていま

す。 

 

（（（（保田保田保田保田）））） ありがとうございました。たぶん、

豊岡・但馬以外から来られた方は、豊岡の農家

の皆さんはこぞってコウノトリ育む農法に共鳴

し、取り組んでいただいているのではないかと

思っておられるかもわかりませんが、今まさに

豊岡のコウノトリ育む農法を中心的に担ってい

ただいている方のお話から、もっと啓発をして

ほしい、啓発をすべきだと。コウノトリ育む農

法が肩身の狭い農業にならないようにしてほし

いというご発言をいただきました。 

実はまだまだ豊岡でも、生産者のすべてが共

鳴されているわけではありません。啓発の仕方

もいろいろあるかと思いますが、農家の皆さん

にもっとご理解いただける仕組みづくりを考え

ていかなければならない、それは一つ課題にし

たいと思います。 

水の問題も指摘されましたね。なかなか自由

に水が使えない。水があっても使えない。こう

いうご苦労があることもご指摘いただきまし

た。 

 

（（（（会場会場会場会場）））） 昨日から参加をさせていただいて、

生産者の皆さん、あるいは行政が頑張っていた

だいているお陰で、今の実態があると思ってお

ります。 

 コウノトリ育む農法の米づくりにつきまして

は、今、生産者の方からありましたけども、豊

岡の農業者は兼業農家が主体で、専業農家と言

われる方たちは１割もないというのが現状でご

ざいます。でも、このコウノトリ育む農法に取

り組んでいただいております農家の方というの

は、半分以上が専業農家でして、なかなか手間

のかかる農法ですので、兼業農家の皆さん方が

そこまで手間をかけて米づくりをしたくない

と、この辺から普及が厳しいかなと思っており

ます。また、私の方で言いますと、中貝市長が

言われております経済と結びついてくれない

と、なかなかこれ以上手間をかけていく農法が

進まないんじゃないかなと思います。 

 100トン、200トンの育む米でしたら販売とい
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≪≪≪≪環境経済環境経済環境経済環境経済≫≫≫≫    

（（（（保田保田保田保田）））） 次のテーマは環境経済です。市長か

らもお話しいただきましたが、涌井さんから分

科会で多面的なお話をいただきました。私も驚

きましたけれど、日本の企業もなかなか取り組

んでいるんだなあということを教えられまし

た。涌井さんがご指摘いただいた、環境を豊か

にする取組みは、企業活動にも役に立つ。ある

いは市長がお話しなさったように、豊岡でも、

環境を大事にする企業活動は、それなりの成果

を上げている。農業だって、こうして環境を豊

かにする農業は、結構頑張っているのではない

かというお話がありました。涌井さんか、もし

くは市長に向けて、何かご発言、ご質問はござ

いますか。先ほどのご発言も、一部環境経済戦

略に重なるかとは思います。 

会場の皆さん、もっと協力してください。会

場を出たら一斉にご発言なさるでしょ（笑）。 

 

（（（（会場会場会場会場）））） 中貝市長からも涌井先生からも、環

境と経済は一体化すべきであるし、一体化する

だろうという力強いご発言をいただいたわけで

すけれども、私もそう思っておりまして、アン

ケートを見ても、社会の動きを見ても、ぼちぼ

ちそういう時期が来たなあということを実感し

ています。これからそういう取組みが行われる

ことによって、特に農山村の中山間地域が活性

化できるのではないかと思います。 

私も、数か月に一回は但馬の親の里に帰って

きていたわけですけれども、約40年ぶりに一週

間に一度くらい但馬に帰ってきて見ています

と、先ほど「スズメが少なくなっている」とい

う話がありましたけれども、どうも田んぼに出

てるとスズメが本当に少ないなあと、電線に止

まっているのも少ないなあと。気候が変わった

のかも知れませんが、アカトンボも今年は少な

かったなあということを実感しました。 

コウノトリ野生復帰に向けて頑張ってきた知

恵を、そういうところにも向けていく。そうす

れば、コウノトリだけではなくて、タガメでも

トンボでもスズメでも、豊岡市長がおっしゃら

れたように、人にも自然にも優しい取組みに

なっていけば、それが地域の経済に必ず結びつ

いてくるだろうと思っています。それが、兵庫

県としても取り組んでいる環境創造型農業であ

り、県民の皆さんに800円を負担いただいて里山

の保全をやっているような取組みが、それらに

結びついていくのではないかと思っているとこ

ろです。 

 

こうした大きな問題を抱えておりまして、私ど

もでは今年5.6ha取り組んでおり、来年度からさ

らに面積を増やしたいと思っているところです

が、なかなか増えていかない。こうした問題

に、何か抜本的な解決策があれば、地域に広が

るのではないかと思っているところです。 

 どうか豊岡の皆さん方の先進的な取組みをご

披露いただいて、さらに私どもの方でも広がっ

ていくような方向にしていきたいと思っていま

す。一つよろしくお願いします。 

 

（（（（保田保田保田保田）））） 今、越前市にはコウノトリが何度も

訪問しています。「呼び戻す農法」ということ

で、いつでも受け入れＯＫという準備を整え

て、豊岡と同じような農薬を使わないお米づく

りに取り組んでいただいているところですが、

今お話があったように、なかなか増えないとい

う事実上の発言がありました。 

 たぶん、一人の農家の方が大面積でつくると

いう戦略よりは、多数の農家の方が小面積ずつ

で取り組むという方がいいのではないかとは

思っていますけれども、そうすると先ほどのご

発言にもありましたとおり、多数の方が小面積

でやるにしても、農家の方の意識が変わらなけ

ればなかなか増えないわけで、そこでも啓発と

いう取組みが先行する必要があるのかなと考え

ます。 

 ぜひ、また相互に交流しながら、お互いに学

び合っていって、意識が共に高まっていったら

いいかなと思います。ぜひ、豊岡に学ぶだけで

はなくて、豊岡も学ばせてください。 
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付けて採用していくというようなことができた

ら、幅広い意見が集約でき、面白いものが生ま

れる可能性ってありますよね。 

 実は、私がちょっと感じていたことは、これ

までの豊岡のコウノトリを中心としたこの取組

みは、ややもすれば行政主導型で、市民の積極

的参加がちょっと弱いのではないかということ

を、お手伝いをしながら感じていました。です

から、もう豊岡市もぼちぼち、この行政主導型

の雰囲気からもっと市民参加型にしなければな

りません。 

 今日こうしてご参加いただいているけれど、

ご参加いただいている豊岡市民が、必ずしも心

晴ればれと参加いただいたわけではないのでは

ないですか。いかがですか。立場上来たという

方も多いんじゃないですか。それは、本当の意

味での市民参加型の集会になっていないとうこ

とじゃありませんか。もっと、みんながここに

参加いただいて、そして、みんなで本当に考え

る場となるためには工夫がいると思います。

今、コンペというお話をいただきましたが、そ

れは一つの参加型の方法だと思いますね。 

 

（（（（涌井涌井涌井涌井）））） 少し裏舞台から眺めてみたいと思い

ます。つい一週間くらい前からTPP（※）とい

う、最近はどうも横文字ばっかりでわけがわか

らないですが、TPPという話が出てきたと思いま

す。 

 ※TPP：Trans-Pacific Strategic Economic  

       Partnership Agreement 

     環太平洋戦略的経済連携協定 

 

 すなわち、先ほど私が解説したように、今の

世界は生物資源の争奪戦になってきた、これは

事実です。その時に、一体農業って何なんだろ

うか。よくよく考えてみると、ＪＡの組合長を

前に大変申しわけないのですが、全部を、農業

という計量化できるもの、つまり収量とか、投

入エネルギー量だとか、そういうものだけで物

語れるのかというと、私はそうじゃない気がし

ます。つまり、その土地に生きものと共に住み

続けてくださることが、実は大変な経済的効用

をもたらしている。このことを、今までは当た

り前だと考えてきたのが、もう当たり前では片

づけられない。中山間地域が消滅すると何が起

きるかというと、例えば大雨や大風が吹いて、

手入れがされていない森林が倒伏する。森林の

持ち主は意外と不在が多くて、結局地域の集落

の人たちがボランティアで片づける以外に方法

はないとか、あるいは放置しておくままになっ

てしまう。そこで洪水が起き、流木となって流

される、その結果がどんな被害をもたらすの

か。 

（（（（保田保田保田保田）））） 生物多様性はコウノトリだけではな

いという発言がありました。まさにその通りだ

ろうと思います。地域地域にはそれぞれ大事に

すべき生きものがいっぱいいるわけですし、鳥

や生きものを大事にすれば結果として人間も大

事にする世界ができるということにつながるの

ではないでしょうか。そういう意味では、どこ

でも環境創造型農業ができるということになる

のだろうと思います。 

 

（（（（大迫大迫大迫大迫）））） 長い目で見れば、いい環境・自然が

必ず経済的なものにつながるというのは間違い

ないと思います。ところが、皆さんが、いい環

境が経済につながるということはなかなか実感

できない。そのつながりが頭ではわかっていて

も、環境を保全した時に、それが見返りをすぐ

にもたらしてくれるかというとそういうもので

はないので、なかなかピンとこないというとこ

ろがあると思います。 

 それに対して私もいい案を持っているわけで

はないんです。コウノトリ野生復帰推進連絡協

議会でいろんな関係者に集まってもらって、そ

ういうことを議論して、案を出してもらったり

するんですが、そういう方に集まっていただく

と、時々いい案がポロッと出ることがありま

す。そう考えてみると、例えばいい環境を経済

活動につなげていくことに対して、皆さんがぜ

ひ考えていただいて、そういうアイデア、提案

というものをどこかで出してもらって、一種の

コンペティションみたいなことをやるような機

会を持っていただけないかなあと思っていま

す。そうすると、誰も気づかなかったようなア

イデアが出てきて、いい環境が経済につながる

ということが実感できるのかなあという気がし

ます。 

 

（（（（保田保田保田保田）））） 貴重な発言ありがとうございまし

た。誰が戦略を考えるか。これまでの市長の講

演を聞いていますと、市がリーダーシップを取

るか企業がリーダーシップを取るかというふう

な雰囲気で聞こえるわけですし、涌井さんの話

を聞くと、企業も頑張っているという話でした

から、企業がリーダーシップを取る。いずれに

しても一般市民は、それを学び、かつそのリー

ダーシップに引っ張られてついていくという

ケースが多いということですが、今、コンペと

いうお話がありました。これはまさに市民参加

型、あるいは提案型の施策の進め方ということ

になります。 

 ですから、必ずしも市当局、あるいは企業だ

けがリーダーシップを取るわけではなくて、市

民の皆さんからご提案いただいたものをコンペ

方式にして、みんなで論議をして、優先順位を
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農業というよりは農的生活者として、祖先から

ずっと受け継いできた土地をしっかり守ってい

こうという決意がなければ、とてもそういった

条件が不利なところではやっていけないんです

ね。そういうものに対して、日本国民は、ある

いは地球全体を考えてみても、今までは自然の

恵みに対して支払いということを考えていな

かったわけですが、それをコストだというふう

にどう位置づけていくのかということが非常に

重要な観点だということを付け加えて申しあげ

ておきたいと思います。それが、外部経済の内

部化という意味だということを付け加えさせて

いただきます。 

 

（（（（岩 渕岩 渕岩 渕岩 渕））））  そ の こ と に つ い て は、実 は

CBD／COP10の中で私もいろんなところに参加し

て、マスコミは「マス」のところでしか紹介し

ないので、どうしても外部経済の話は後回しに

なったり、隠れているように見えるのですが、

むしろ少数民族の話とか、農家の経営の話と

か、そういうものが農業そのものを守ってきて

いる。実は世界の70％が、少数民族がつくって

いる食料で賄われているという事実などは、私

は大変ショックに捉えています。大型農業が支

えているのではなく、むしろ経済には見えない

ところの農業が、実は持続可能であり、生物多

様性を向上させている、その再評価が必要なん

です。そういうことに立って、経済ももっと広

い概念で議論しようじゃないかということが、

今回、実は名古屋の会議の中で地道に展開され

ていったということを、私たちは忘れてはなら

ないと思っています。 

 

 つまり、今までは自然の恵みのところばかり

を考えていたわけですが、自然を維持していく

ということについては、都市というところに人

が集中してしまったがために、中山間で自然の

暴れ方をコントロールするという方法を取らな

いとエライことになってしまう。 

 ではそのコストを誰が負担するんだと。例え

ば生物多様性が無くなったときのコストを一体

誰が負担するのか。それをはっきり可視化して

いかないと、日本の農業って成り立たなくなっ

てしまうかも知れない。こういう危機感を私は

持っています。 

したがって、ＥＵ型の農業の所得補償制度の

ように、農業として条件が有利か不利かという

のを縦軸にとって、極めて環境に対して厳しい

評価を与え、環境の保全の機能としてどれくら

いの機能を持っているかということを横軸にし

て、そのマトリクスの中から所得補償を決めて

いく。できるだけ国土の隅々まで人と自然が関

わっていくような生活を継続していかないと、

日本の国土保全がまったく成り立たない。 

実は農家というものは、農業生産物だけをつ

くっているのではない。社会的共通便益とい

う、社会に共通する利益を、そこに住んでくだ

さることによってもたらされている。先ほどお

話があったように、４年くらい前に「スズメも

限界集落」という新聞記事が出て、私も非常に

ショックだったんですけれども、高齢化して人

の活力が失われていくと、スズメもやっていけ

なくなっちゃうんですね。引っ越さざるを得な

いという状況が、日本全国に行きわたってし

まっている。中山間地というのは、平場の農業

地域とは違って、やはり兼業をして、なおかつ
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日本もそれに近づいていると思うのですが、

私ここで一つお聞きしたいことがあります。 

コウノトリ米をつくる、環境創造型農業を進

めていくときに、大規模な、専業農家的な方は

半分程度やっていらっしゃるとしても、兼業農

家の方はまだまだ参加が少ないというのは、ど

こかに問題があるわけですね。率直に、兼業農

家、小規模な水田づくりをやってらっしゃる方

が、何をしたら、明日からでも来年からでもそ

のお米づくりに参加してくださるのか。あと何

を加えればいいのか。個別所得補償は彼らにも

行きます。中山間地であれば直接支払いもあり

ます。小規模にやってらっしゃる方が、意識だ

けでは、自覚の高まりだけでは行かないとすれ

ば、何が必要なのか。今、もっともっと啓蒙活

動をしてくださって、普及啓発されて、そうい

う方の自覚をお待ちしているところだと思うの

ですが、それ以外に何が必要なのでしょうか。 

 

（（（（保田保田保田保田）））） 先ほど、涌井先生と岩渕先生から貴

重な発言をいただきましたが、ちょっと難しい

話だったかなあと思います。「外部経済」とい

う話が出ました。 

 農家の皆さんが、農業経営というかたちで自

分の農地を使ってお米をつくって収支の計算を

なさるのは、これは「内部経済」と言います。

その外側に広がっている経済として見えない部

分は「外部経済」ということになります。では

何が見えないか。 

 農業をやっていただくと、例えば、水をお使

いになります。その水が川を流れていきます。

その川の水が、やがて水道水で使われます。 

（（（（林実行委員長林実行委員長林実行委員長林実行委員長・・・・会場会場会場会場よりよりよりより）））） 主催者としてで

はなく、東京農業大学の人間として話します。 

 日本の農業は、アメリカやオーストラリアな

どと比べたら、間違いなく条件不利農業です。

これは、民主党が「個別所得補償」というかた

ちで、ある意味では、市場経済の中では賄い切

れないことを国民全体で負担しましょうという

かたちを取ったわけです。 

中山間地はどうしているかというと、従来か

ら「直接支払い」という制度があります。これ

は新潟のように日本の中でも有利なところと比

べて、例えば兵庫県の丹波のようなところでは

大変ですから、直接支払いというかたちで、こ

れも国民の税金で支えている。 

国民がコストをどう払うかというと、２通り

の方法があって、一つは、今のところ大成功さ

れていますけれども、豊岡でやっておられるコ

ウノトリ米にしろお酒にしろ、1.5倍くらいの価

格で買っていただいている。お話をお聞きした

ら、魚沼産コシヒカリよりも高い値段でコウノ

トリ米を買ってくださる消費者がいるというこ

とは、国民がそういうことを理解してくださっ

ているということで、国民が直接消費者として

負担してくださるということ。 

もう一つは、間接的には税金だと思います。

こうしたコウノトリとの共生を図っていくこと

に、間接的に税を払うことを日本が認めている

ということは、進んだ国になっているというこ

とで、ヨーロッパにしろどこにしろ、先ほど涌

井先生からお話がありましたように、ドイツな

どでも、条件不利地のところで税金を出してよ

ろしいという合意があるわけです。 
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政治だけではありません、教育も。ですか

ら、日本の農業政策、あるいは農業教育は、農

業はひたすら儲ける手段でしかないという位置

づけで農家の皆さんに接してきました。ですか

ら技術指導を行う場合でも、「これは儲かる技

術です」として指導してこられました。けれど

もその技術の裏に、農業の裏に、地域社会を支

える外部経済があるということはほとんど教え

ることはなかった。大変恐縮ですが、今の農協

の活動も、この外部経済についてはたぶん一言

もお話しになっていらっしゃらない。お２人の

話を集約すると、もっと農業哲学を農家の皆さ

んにお伝えすべきではなかったか。いや、遅く

てもこれから、もっと一緒になって農業をもっ

と哲学する。農業は単なる儲けの手段だけでは

ない、私たちのいのちを広く支える大事な産業

だ、こういうふうな学びをもっとしていく必要

があるのではないかというご指摘をいただいた

のではないかと思います。 

私は、豊岡の環境経済戦略の中で決定的に欠

けている視点があると考えて、いつかは発言さ

せてもらおうと思っていました。今日は良い機

会なので発言させていただきます。 

経済という言葉は、「経世済民」という言葉

を縮めたものです。経世とは世の中をおさめる

こと。済民とは民を救うこと。世の中をおさ

め、民を救うという言葉を縮めたのが「経済」

です。したがって、経済は「儲け」という意味

では必ずしもありません。世の中をおさめ、民

を救う大事なことは、生活の糧を得るお金は、

再生産ができればそれでよろしいということ。

法外な利潤を儲けることは経済ではありませ

ん。再生産ができて、その営みが永続できれば

それでよろしい。同時に、その営みを続けるに

ついて、健康でなければならないという視点が

欠かせません。 

豊岡の環境経済戦略の中には、健康という視

点が入っていません。もっと、環境を大事にす

ることによって豊岡市民が健康になって、医療

費が節約できて、家計費全体が節約できたら、

これは立派な「経世済民」になるんです。家計

費の節約は、一種の儲けでしょ。儲けという言

葉はなるべく使わない方が良いと言いながら

「儲 け」と い う と 矛 盾 に な り ま す け れ ど

（笑）。そうした考え方です。ですから、もっ

と良いものをつくって、良いものを正しく食べ

て、健康に暮らすという視点を盛り込んでほし

いというふうに思っています。いかがでしょう

か。 

（拍手） 

 

そうすると、水道水を浄化するときにコストが

かかります。水の汚れ具合によってコストが違

いますよね。あるいは水の質によって健康状態

が変わります。家計費に影響しますよね。とい

うふうに、農業経営は外側とも深い深い関係を

持っています。これを「外部経済」と、こうい

うふうに言います。 

 農薬をお使いになります。粉が飛びます、虫

が死にます、コウノトリが死にます。景観が失

われます。汚い景観になったら、それじゃスイ

スに行こうかと言って、観光費が高くつきま

す。これも一つの外部経済。昔は川の水もキレ

イだったから、遠くに行かなくても水浴びがで

きた。近くにいっぱいセミがいたら、わざわざ

博物館に行かなくても、十分周辺が博物館だっ

た。とすれば旅費はいらなかったですよね、人

生を楽しむ上で。これが外部経済ということに

なるんです。 

 今お２人の先生がご指摘いただいたように、

環境を大事にして外部経済も良くなったら、

様々なコストの節約が生まれる。そういうふう

に理解しておいてください。 

 今、皆さんは豊岡でコウノトリ育む農法で良

いものをつくっていただいて、その良いものを

つくったことの見返りとして、豊岡市で若干の

支援もあってちょっと高く売れる。同時にコウ

ノトリが住めて良い環境ができたら、別に遠く

に行かなくても、ここで十分人生を楽しむこと

ができるということになれば、余分にお金がい

らないですよね。 

あるいは、まだまだ限定的ですけれども、豊

岡市民が飲んでいる水は、都会の住民が飲んで

いる水と比べればはるかに良い水です。そうす

ると、理論的に言えば、豊岡市民はもっと病人

が少なくならなければならない。でも一向に少

なくなっていない。それは他に原因があるから

ですけれども、もし豊岡市民が都会の住民より

も健康状態が良いとすれば、一つの要因とし

て、空気が良い、水が良いということがあると

すると、農業のありようが外部経済を良くし

て、皆さんの家計を節約させることに貢献がで

きたと、こういうことになります。 

ということで、環境を良くしたら、外部経済

も良くなって、トータル地域社会が良くなるは

ずであるという話であったわけですが、実はこ

こに大きな問題があって、戦後一貫して、我が

国の農業政策は、「農業哲学」を教えませんで

した。こういう大事な働きが外にあるというこ

とを、まったく農家の皆さんには伝えることを

いたしませんでした。 
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 実は、但馬に１万haの田んぼがあるのです

が、お米を植えているのは6,000haです。それを

しっかり保っておられるのが農協なのですが、

実際採れている量の６割から７割は、但馬の人

が食べています。自給用の米なんですね。多く

ても３割か４割しか売ることができない。 

 これは但馬の実態というよりも、日本の農村

の実態ではないかと思うのですが、自分の米は

ものすごく自信を持っていますし、ましてやコ

ウノトリのような有機に少しでも近づこうと

思っている人は、もう他に売るよりも自分で食

べた方が値打ちがわかると思っています。私は

営農組合の組合長もしていまして、原価計算を

しましたら、家で食べているお米は、育む米に

して１kg 600円かかります。今、イトーヨーカ

堂さんが、店頭で日本一の米として売っていた

だいているのが600円です。しかし、この但馬で

道の駅で売っている同じお米は500円です。それ

だけ安く買えると。その実態は、どんなお米を

つくっても600円かかっているということです。 

 6.7合が１kgですから、日本では、５人家族が

１日に食べるお米が１kgです。そのことが前提

にあり、市長のご質問はその後だと思うのです

が、まず家庭で、地域で、家族で、自分の米は

美味しくないから子どもに食べさせんなどとい

うことは一切言いません。自分の米はどこより

も良い米だからと、自分の米を自慢して、親戚

にも、あるいは農協にも自信を持って売りま

す。家族にも、ウチの米は美味しいなと言って

もらえるように必死でつくっているんですね。

おそらくコウノトリ米だったらもっと美味しい

というふうに言うんですが、実際のところは、

子どもたちが自分の米を食べて、ウチのお父さ

んやおじいちゃん、おばあちゃんがつくってく

れたお米は自慢できるんだと、将来都会に行っ

ても、どこに行っても、ウチの米は美味しいで

と言ってお米をお土産に持っていくような子ど

もたちばかりです。但馬のコシヒカリは飛びき

り美味しいですからね。美味しくない播州なん

てことはありません。播州の人は播州の米がい

ちばん美味しいんです。味比べをしたら、播州

の人は、元々のニホンバレ（日本晴）の方が美

味しいと言います。普段食べているから美味し

いんですね。 

 自分の子どもたちが、あるいは今育っている

但馬・豊岡の子どもたちが、自分の米を自慢で

きる、もっと言えば農村を自慢できる、ウチの

集落が、家族が農業をしていることが自慢だと

言ってくれるのが、今の但馬を支えている、コ

ウノトリを支えていると思った方がいいと思い

ます。 

（（（（中貝中貝中貝中貝）））） 保田先生のご指摘はまったくそのと

おりなのですが、そこからスタートしたら、実

は動かなかっただろうと思います。私たちに

は、克服しなければいけない意識だとか、身体

に沁み込んでしまった態度というものがあっ

て、そこを変えていこうというのが環境経済戦

略だったんですね。 

誰だって環境に良いことをしたらいいという

ことはわかる。アル・ゴアさんの「不都合な真

実」を観て、そうだ、地球温暖化対策を頑張ら

なきゃ子孫のために悪い、と思って帰ってこま

めに電気を消そうと決意した人が、３日続かな

い。これが実は、環境を良くする行動の厳しい

現実です。でも、続かないと環境を良くするこ

とはできません。よりたくさんの仲間が入って

こないと、環境を良くすることはできません。 

そうすると、世の中保田先生のように高明な

理念で生きている人ばかりではないですから、

そうでない人を巻き込まないと事態を変えるこ

とはできない。そのために何なのかといったと

きに、「儲かるでしょ」ということで、例えば

入ってきていただく。 

 仮に儲けしか頭に無い人でも、一度入ってき

て自然との関係を現実に考え始めると、意識が

変わってくる。ですから、今足りないものとい

うのは、最初に必要なのではなくて、とにかく

動き始めて運動が広がっていく、その時間の経

過の中で解決されるべきものだと。つまり、最

初に目指すべき素敵なものがあって、そこに行

きましょうではなく、いろんな矛盾や足りない

ものはあっても少しずつ進む中で継ぎ足してい

けばいいという、いわば適応的なスト―リーで

入ってきています。ただ、そろそろ保田先生が

おっしゃったようなこともきっちり織り込ん

で、言葉にしていくという時期が来ているとい

う気は私もいたします。 

林先生からのご質問は、私が答えるよりも、

会場に衣川清喜さんが来ておられて、コウノト

リ育む農法を広げようとしてやってきたチーム

のヘッドだった方ですので、なぜうまくいった

のか、しかしなぜ次になかなか行けないのかと

いう話をいただきたいと思います。 

 

（（（（保田保田保田保田）））） いつの間にか司会が変わりましたけ

ど（笑）、衣川さんどうぞ。 

 

（（（（会場会場会場会場））））    それでは、ご指名があるとは思って

いました（笑）。 

 先ほどの林先生の話を聞きまして、欠けてい

る視点というのは、考えなかった視点ではなく

て、但馬の人はみな、骨身に沁みて実践してい

るから気がつかなかったのだと思っています。 

84



 儲からなかったら辞めるような農村では困る

わけですね。死んでも農村を守らなきゃいけな

い。儲かる仕組みは、国民が、政府が、世界が

後からついてくるという、中貝市長のものすご

い理念があります。 

もちろん健康にも教育にも環境にもすべて良

いという前提での育む農法です。兵庫県が20年

前に考えた環境創造型農業、有機農業、プラス

社会をどうするかという提案の答えとして、

やっと昨年、環境創造型農業が井戸知事の元で

県の農業の基本になりました。そういう点で

は、自信を持って地域でやりたいなあと思って

います。 

 

（（（（保田保田保田保田）））） ありがとうございました。ほとばし

る思いを語っていただいて、林先生の質問とは

ちょっとズレてしまったところもありますが、

兼業農家の皆さんにどうご協力いただくかとい

う点についてはもう少し後で議論してみたいと

思います。 

 環境経済の話はこのあたりで終え、次に、コ

ウノトリそのものをどう考えるかということに

ついて皆さんからご発言をいただきたいと思い

ます。 

 

コウノトリ米を売るためにつくっているので

はなく、ほとんどは、そういうお米の余分を

売っていると思ってください（笑）。買ってい

る人は、その良いところを分けてもらっている

と思ってください。私たちが売るために高い米

をつくっているというのは大間違いです。農業

とは元々そうであったのですが、生産調整をし

かけて自分たちの食べるお米が少なくなったか

ら少し卑下していますけれど、まったく本質は

変わっておりません。食文化といわれる話は、

恐らく生活の中に密着していますし、日本人の

DNAです。だから但馬にはコウノトリが定着する

のだと思います。 

その点では、中貝市長の肝入りで、いのちへ

の共感条例をつくろうという話が今持ちあがっ

ていますけれど、できましたら今住んでいる人

たち、あるいは日本国中の人たちが、お米に対

する文化を取り戻してもらえるような、コウノ

トリのお告げじゃあないかなあと、コウノトリ

が放っておいても言ってくれているのではない

かなあと思っています。そのことに気づかず

に、儲けるための経済戦略にしたら、コウノト

リはバチを当てるだろうなあと思います。 
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でも野生でも起こるのですが、大量死すること

が実はあります。飼育下において、ある園内で

例えば感染症が流行り、全部がかかって絶滅し

てしまうということもありますので、それを避

けるためには分散飼育ということをやります。

日本においては18くらいの動物園がコウノトリ

を飼育していますので、そこである程度の分散

のかたちはできていると言えます。一方、野外

において今40数羽ですが、もしかすると、下手

をすると来年その40数羽が全部死んでしまう

と、病気であったり、天変地異であったり、別

の原因であったり、その可能性もゼロではあり

ません。実際に野外で１万羽が一気に死んだ

と、ボツリヌス菌だったと思いますが、そうし

た例もあります。そういう大量死ということも

ありますので、今飼育している個体を全部外へ

出すというわけにはいきません。ある程度は、

それ用の保険としてストックしておく必要があ

ると思います。今、100羽。それを、なるべく多

様な家系のものを必要な数だけまずは残して、

あとの個体については、国内、場合によっては

国外で、メタ個体群の確立のために、これから

どんどん活用していきたいなあと思っていま

す。 

 

（（（（保田保田保田保田）））） 飼育の100羽と野外の40羽以上をまと

めて豊岡個体群とすれば、たぶん、今飛んでい

る豊岡盆地、円山川右岸地域ではもう限界とい

うことになると。毎年これからヒナが10羽程度

孵るとして、そのヒナたちは新たな餌場をどこ

かに求めて飛んで行かざるを得ない。その餌場

をどういうふうに拡大していくか、あるいは餌

場のためにどういうふうにご協力をいただける

か。とりあえずは但馬全域で受け止めていただ

けるといいなあ。それから兵庫県各地で受け止

めてもらえるといいなあ。それから越前や岡山

や愛媛や、あるいは栃木といったところでも受

け止めてもらえたらいいなあというようなこと

を思うのですが、今日は各地からお越しいただ

いていると思うので、「ウチに来い」と招いて

くださるところはありますか。 

 

≪≪≪≪コウノトリコウノトリコウノトリコウノトリ≫≫≫≫    

（（（（大迫大迫大迫大迫）））） 午前中の分科会報告の中で、コウノ

トリというのは、メタ個体群というものをつ

くって進化してきた動物であろうという話をし

ました。メタ個体群というのは、小さな局所個

体群というのがいくつもあって、その中で繁殖

があって、特有の遺伝型が固定されていく。そ

のいくつかの個体群がゆるやかに遺伝的につな

がっているというかたちです。メタ個体群の場

合は、どこかが絶滅しても他が残っていますの

で、そういう面では存続性が高いかたちをつく

れます。コウノトリは、どうもそういう生存戦

略をやっているのであろうという話をしまし

た。そうすると、これからの保全をどうするか

ということが見えてきます。 

 午前中は、海外、ロシアにも中国にも韓国に

も、そして日本にもできつつある局所個体群を

きちんと保全していきましょうということを話

しましたが、実は国内、一つの小さな個体群と

言いながら、その中にもいろんな連関、遺伝的

多様性を保つ必要があります。それを考えてい

きますと、今豊岡を中心に40数羽いますが、こ

れからは、国内の中にもメタ個体群、局所個体

群をつくっていく必要性があるような気がしま

す。 

それで、皆さんも気になっているのは、郷公

園では、今飼育個体が100羽いまして、もう手狭

になっていまして、収容力一杯いっぱいになっ

ています。その100羽をずっと飼っておくという

のは非常にもったいない話です。分科会でもう

一つ強調したのは、ウチはもうスペシャリスト

集団なので、どこかでコウノトリを野生復帰さ

せたいとなれば、ウチの技術と知識をもってす

ればできるというようなことを言いました。そ

れだけ知識や技術が高まってまいりました。そ

れを用いて、せっかく増やしたコウノトリを国

内でも分散させる、放鳥していくというかたち

で飼育個体を今後どんどん活用しようかと思っ

ています。実際そうしたプロジェクトも進んで

います。 

ただ、もちろん、どこかが「頂戴」と言って

勝手に「あげる」というものではなくて、当然

豊岡でやったように時間をかけていろんな準備

が必要です。お金の問題、体制の問題、環境の

問題、そういう条件をきちんと明示して、どこ

でできるか、手を上げたところがそういう条件

を持っているかどうかチェックしていきたいと

思いますし、そのガイドラインを早くつくって

いかなくちゃならないと思っています。 

一方で、コウノトリが絶滅の恐れのある鳥と

いうのは、もともと個体数が少ないわけです

ね。そうしますと、大量死する、これは飼育下
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その後も、我々としては何とかコウノトリが

来てほしいということで継続してやっておりま

すし、越前市としても、コウノトリの構想策定

を検討しておられるということで、ぜひとも

我々の地にもう一度舞い降りてほしいなあとい

う願いがございます。また一つ、その節にはよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 

（（（（保田保田保田保田）））） ありがとうございました。ぜひ、受

け入れ準備を整えておいてください。 

 今日は他からもたくさんご参加いただいてお

りますので、同じような趣旨のご発言があろう

かと思いますが、越前市から代表して、温かく

迎える地域があるぞということを、皆さんにご

理解をいただいておきたいと思います。 

 また、この秋から冬にかけて飛び出すと思い

ますので、そのときに越前に行くんじゃないで

しょうかね。その節にはよろしくお願いします

ね。 

 大迫先生がおっしゃいましたけども、ここだ

けにいて、もし流行病が発生したら全滅する可

能性があるので、動物園だけにいていいという

ことではないし、せっかく豊岡でこれだけ増や

していただいたわけですから、自然に分散した

ら一番いいなあと思います。 

 

 

（（（（会場会場会場会場）））） 福井県越前市から、昨日から寄せて

いただいております。 

 私どもは、越前市の中でも西部地域といわれ

るところですが、そこで、私自身は「水辺の

会」といって生きものを育む、そんな活動を展

開しているところです。 

 昭和45年に、私どもの西部地域にコウノトリ

が舞い降りまして、そのコウノトリの下くちば

しが７㎝から８㎝ほど折れていまして、住民の

方が毎日餌を持ってきてはやるんですけれども

うまく食べられず、日に日に衰弱していきまし

た。そこで捕獲をして、ここ豊岡に持ってきて

治療をしたと。その結果非常に元気になり、34

年の長寿を全うしたということでありました。

それ以来、我々の地域では、何としてもコウノ

トリに来てほしいな、舞い降りてほしいなとい

う住民の強い要望の中で、いろんなかたちで活

動を展開してきたわけです。 

特に昨年からは「コウノトリ呼び戻す農法」

というものも誕生しまして、そういうお米をつ

くるとか、また住民に対しては、生物多様性を

図るための水張り田んぼに協力してほしいとい

うお願いを町内ごとに廻ったりといろんな活動

を展開しておりまして、いつかはコウノトリが

来てくれるだろうという思いでおりましたとこ

ろ、この４月１日にコウノトリが２羽舞い降り

てくれました。 

そのときの住民の喜びといったら、初めは４

月１日という日でしたから、ほとんど「嘘だろ

う、嘘だろう」「そんなはずがないやろう」と

いうことで（笑）、携帯電話でいろんな方に呼

びかけるんだけれどもなかなか信用してもらえ

ませんでした。それが本当だということがわか

りましたら、どんどんどんどん住民が集まりま

して、道路も片側通行にするくらいの喜びをし

たわけでございます。 
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なれへん」「得せえへん」といったような親の

発言があったり、農業の後継者でも、極端に言

えば「農業は儲かれへん」というようなことを

再々言っていると、子どもはそれを受け入れて

しまいます。ご飯を食べる子どもたちも、稲作

体験をさせると、「これからは毎日食べよう」

という作文を書いていますが、実際は家庭に帰

ると親がパンを食べさせていて、ご飯食が進ま

ないというようなことになっています。ですの

で、岩渕先生がおっしゃいましたように、伸ば

していくという目で見て、子どもの芽をつまな

いように、会場の皆さんにお願いしたいと思い

ます。私も子どもを育てるのは十分じゃなかっ

たかもわかりませんが、その後相当な経験を積

んできましたので、今度は、孫や、隣の子を豊

かな感性を持ってすくすく育つように、大人に

なっても、今の子どもたちの感性や純情さがそ

のまま育つように努力したいと思っています。

会場の皆さんも、そのように、芽をつまないよ

うに気を付けていただければありがたいなあと

思っておりますので、よろしくお願いします。 

 

（（（（岩渕岩渕岩渕岩渕）））） 実はこの後に、最後の宣言を読んで

くれる西浦拓也くんがいるんですが、この子は

「子どもBiodiversity」で田尻（宮城県）に来

たときに、すごく、子どもたち全体をコント

ロールして、子どもの代表としてやってくれま

した。高校生です。 

≪≪≪≪子子子子どもどもどもども・・・・未来未来未来未来≫≫≫≫    

（（（（保田保田保田保田）））） では次に、「子ども・未来」につい

てお話を進めさせていただきます。先ほど岩渕

先生が、子どもも登場させていただいて、子ど

も・未来についてご指導をいただいたわけです

が、何かご意見ございますか。 

 

（（（（岩渕岩渕岩渕岩渕）））） 東大に行ったときに感じたのが、佐

渡の子ども、大崎の子ども、もちろん豊岡の子

ども、全部実践に基づいたお話だったんです。

田んぼの生きもの調査をちゃんとやって、ああ

いう話になるわけです。ですから、呼びかけて

もすんなりと返ってきますし、こちらが学ぶこ

とが非常に多いです。先ほどのお面も、実は事

前に準備したわけではなくて、子どもたちの思

いをそこで描いてごらんって言って、午前中に

描いた絵です。あのように、自分たちの思いを

持った子どもをどう育てていくのか、それは、

やはり私たちの宝であるというふうに捉えたと

きに、教育の本質、それと農業の本質は全くブ

レないというふうに私は感じています。 

 

（（（（会場会場会場会場）））） 今日のKIDSクラブの子どもたちも、

非常に純粋で感性豊かな意見を発表してくれま

した。私も行政に携わっていて、方々であのよ

うな発表を聞いてきましたし、どこでも元気

いっぱい素晴らしい発表をしてくれます。とこ

ろが、その後どうなるかというと、なかなか高

校生くらいになると萎えてしまいます。それは

なぜかなあと考えています。 

 私も子どものころドジョウを捕って豊岡に届

けたような記憶がありますけれども、但馬弁で

言うと、「そんなことをしたって何の足しにも
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 そういう人たちが、本当に子どもを持つ身の

立場で地球の未来を考えてくれてこの会議を

やっているんでしょうか。私はものすごく怒っ

ています。これは、誰のための会議なんでしょ

うか。」という発言でした。これが、実はリ

オ・デ・ジャネイロサミットを大きく衝き動か

したという隠された真実があります。彼女のお

じいちゃんは、日本人の生物学者でありまし

た。そして、地元のエスキモーの少数民族の方

とおじいちゃんが結婚されて、その後彼女も生

まれたんですね。このセヴァン・カリス・スズ

キが目に一点の曇りもなく、子どもの目で未来

を見つめたということを我々はもう一度思い出

して、本当に曇りのない子どもさんの発言を大

事にしていくべきなんじゃないかと思います。 

 

（（（（保田保田保田保田）））） 貴重な発言をありがとうございまし

た。では、豊岡の子どもの声を聞かせてもらお

うかなと思います。山本先生よろしくお願いし

ます。打合せなしの特別出演ですので、どんな

発言があるかまったくわかりませんが。 

 

（（（（子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち））））    

＞ 僕がお米づくりの学習をしてわかったこと

は、昔はすべて手作業でしたが、今は機械化が

進み、農薬や化学肥料の使用も増えています。

農薬や化学肥料を使用すると、生きものたちが

死んでしまいます。これからは、農薬や化学肥

料を使用しないお米づくりを目指していきたい

です。 

 

＞ 僕はお米づくりを体験してみて、コウノト

リを始めとするたくさんの生きものを見てきま

した。そして、新田や八条のようなたくさんの

生きものがいる地域が、豊岡市に広がり、豊岡

市から兵庫県に広がり、兵庫県から日本に広が

り、日本から世界に広がればいいなあと思いま

した。そのために、これから世界をつくってい

く僕たちが、農薬や化学肥料を使わない方法を

考え、人間だけではなく、他の生きものたちと

も過ごしていくことを考えていくことが必要だ

と思いました。 

 

＞ 今では、車や工場から、大量の二酸化炭素

が出されています。そして、コウノトリは巣塔

に住んでいるので、そのコウノトリの巣を森林

に持っていけるように、僕の家では、アイドリ

ングストップなど簡単なことから環境を大切に

する活動を心がけていきたいです。 

 私たちの周りには、スポーツクラブとかそう

いうものはいっぱいあるんですけれども、そう

した生きものを愛するような子どもたちの組織

というものがなかなか無かった。そういう意味

では、コウノトリKIDSクラブがあり、佐渡には

トキの田んぼを守る会の農家の皆さんの支援に

よってできたKIDSの組織があり、大崎にもある

ということで、そういう新たな子どもたちの支

援システムというものを、学校教育の外側につ

くり上げてそれを継続していく。もちろん公教

育の中にもそこから発言していくというよう

な、出入りのある自由な教育システムというも

のを、私たちは次の未来に向かってつくってい

かなければならないというふうに考えていま

す。 

 

（（（（保田保田保田保田）））） 地域における大人の責任ということ

になるんだろうと思いますが、今、幸いなこと

に兵庫県教育委員会は学校教育の中で、食の教

育と環境教育に非常に力を入れて進めていただ

いています。もちろん学校によって温度差はず

いぶん違いますけれども、幸いなことに豊岡で

は、コウノトリを中心とした環境教育、あるい

は食教育がすごく熱心に行われていますので、

この後、今日は八条小学校の校長先生がいらっ

しゃっていて、ちょっと子どもさんに登壇いた

だこうかなあということを急遽お願いしました

ので、よろしくお願いします。 

 

（（（（涌井涌井涌井涌井）））） せっかく子どもさんたちがたくさん

来ているので、このことをみんなで思い出した

いと思うんですね。環境問題が、世界の政治家

や経済人も含めて共有されたのは、1992年のリ

オ・デ・ジャネイロサミットであることはご承

知のとおりですね。実はこの会議、ものすごく

難航しました。その会議をつき動かしたのは誰

でしょうか。ケネディに続いて世界で２番目の

名演説と言われているセヴァン・カリス・スズ

キという12歳の日系人の女の子でした。 

 彼女は自分でアルバイトをしてブラジルに行

きました。そして、自分のテントの前でずっと

いろんなことを訴えかけてきたのがたまたま目

に留まって、閣僚会合に呼ばれ、彼女はこう

言ったんです。「大人たちは一体何の議論をし

ているの。自分がたった12年間生きている中で

も、これほど自分の周りのいのち、生物は変

わっていってしまった。皆さんはそれぞれの国

の代表であり、企業の代表であるかも知れない

けれども、実は親御さんであり、おじいちゃん

でしょ。 
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＞ 昔は、川などにはドジョウやカエルやヘビ

がたくさんいて、コウノトリもたくさんいたけ

ど、今は、餌となる生きものたちが死んでしま

い、コウノトリも減ってきたので、その餌とな

る生きものたちを増やし、コウノトリを増やし

ていきたいです。 

 

＞ 南中学校では、10月に、市内の中学校と協

力してリサイクル活動としてアルミ缶を集めま

した。豊岡市で、約630kg集まったそうです。ま

た、日々の活動としては、給食のときにゴミを

ちゃんと分別したり、教室を移動するときに教

室の電気を切ったりするなどしています。ま

た、教科学習で、環境について勉強したりもし

ています。私は、地域の川などを見て、今では

まだゴミがいっぱいあると思いました。このま

までは、コウノトリなどもまだまだ安全に住め

ないと思います。子どもたちも、ちゃんと自覚

を持って活動していければいいと思いました。 

 

（（（（保田保田保田保田）））） ありがとう。それじゃあ退席しても

らおうかな。ちょっと揃って、頭ぐらい下げて

帰って（笑）。もう一度大きな拍手を。 

 予定外のご登場で、10人もいらっしゃったの

でちょっと時間がかかってしまいましたが、お

許しください。 

 子どもの声を裏切らないで。皆さんがこのお

年のときに、これだけ大勢の前で宣言できまし

たか。こんな決意表明ができましたか。ここに

お越しの皆さん、決意表明しなかったから田ん

ぼを汚してきたんじゃないんですか（笑）。 

 今、こうして先生方のご指導の結果、このよ

うな決意表明をできるような子どもが育ってい

ます。ぜひこの子どもたちの決意を実現できる

ように導いてやってほしい。これは地域の大人

の責任ではないでしょうか。ご協力よろしくお

願いしますね。改めて子どもたちに感謝の拍手

をお願いします。 

 

 

＞ 今、私たちは裕福な暮らしをしています

が、世界中の国では、食べるものが無く、泥水

を飲んだり、ゴミの中から金目のものを探して

お金にしたりしている子どもたちがいるという

ことを聞いて驚きました。今、私たちは物を大

切にしないで捨てたりしていることが多いで

す。それを、その子どもたちに送ったり、物を

大切にしていきたいです。 

 

＞ 僕の家は自然や山々に囲まれていますが、

まだ、コウノトリが３羽ほどしか来たことがあ

りません。そして、秘密基地などもつくりやす

く、家の中でゲームをしているより、外で遊

び、田んぼなどにコウノトリが来てくれるよう

なことをしていきたいです。そして、僕のつ

くった秘密基地にも、いつかコウノトリがたく

さん増えたら来てほしいです。 

 

＞ 私は、昔はたくさんいたコウノトリが、今

もたくさんいたらいいなと思います。でも、今

は少ししかいないので、田んぼの生きものを増

やしたり、農薬を使わないお米をつくったりし

たいです。５年生になったら私も米づくりをす

るので、その時は頑張りたいです。私は、これ

からたくさんコウノトリを増やしていきたいと

思います。 

 

＞ 私は今年転校してきたばかりなので、あま

りわからないのですが、コウノトリはそんなに

有名なんだと初めて知りました。コウノトリは

昔はたくさんいたのに、農薬などで絶滅してし

まって、今は豊岡などにしかいなくなってし

まったので、私はこれからもコウノトリを増や

すために、農薬を使わないお米をつくりたいで

す。 

 

＞ 僕がコウノトリについて知っていること

は、だいぶん前に円山川に８羽ほどコウノトリ

が来ていて、ドジョウや魚や川にいる生きもの

たちを食べていました。なので、円山川をさら

にキレイにすれば、コウノトリもたくさん来て

くれると思いました。 
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 グリーンツーリズムとかそういうことで、先

生方のご意見がありましたらお聞きしたいと思

いますので、質問します。 

 

（（（（岩渕岩渕岩渕岩渕）））） 今僕は、障害者の皆さん、特に車い

すを使っている皆さんが、よく考えてみると農

作業がしたいのにできない。畑があまりにも低

すぎて、そこに降りられない人のために、段差

をつくって、これくらいのテーブルくらいのと

ころに車いすが入れるようなところで土いじり

をできるようなシステムを考えて、一緒にやろ

うとしています。 

非常に障害者の皆さんから教えられることっ

てたくさんあって、それと高齢者の皆さん、そ

れから知的障害の皆さん、この方々が農に参加

したときに、ものすごく大きなパワーになる。 

そこで、都市からきた皆さんも交流していく

というような新たな福祉のあり方が一つ展開で

きるのではないかということで、プロジェクト

を立ち上げようとしています。 

こういうことを、農も福祉も生物多様性の向

上もすべて一つのフラクター、いわゆる同じ論

理の中に存在するということを、私たちはもう

一度深く考えて、新たな手段というものができ

るんじゃないかなというふうに、今発言なさっ

たことから、私の実践を述べさせていただきま

した。 

 

（（（（保田保田保田保田）））） 福祉の対象だけではなくて、これか

ら農業はいろんな方々の仕事の場として位置づ

けていく必要もあるのではないか、こんなふう

に考えています。これまで学校教育だけではな

くて、地域の皆さんの多くの考え方も、農業は

もうすでに仕事ではないという考えが強かった

わけです。これからは、もっと多くの人が自分

の仕事として農業を評価し、農業を選択する、

そういう時代に入ってきているのではないか。

ですから、障害者の方だけではなくて、高齢者

も頑張って働く。その場所として農業は最適で

はないか。あるいは、今は仕事を失った若者も

いっぱいいるわけです。こうした若者もまた、

今度は自分が生きる場として、あるいは人生の

洗濯の場として農業を選ぶ、そうしたことも大

事ではないか、こんなふうに考えています。で

すから、単なる福祉だけではないという位置づ

けも大事ではないでしょうか。 

 

≪≪≪≪市民参加市民参加市民参加市民参加≫≫≫≫    

（（（（保田保田保田保田）））） それでは子ども・未来をこの辺で閉

じさせていただいて、今度は新たに「市民参

加」というテーマでお話をさせていただこうか

と思います。 

こうしてテーマごとに論議をすることも大事

ですけれども、市民の皆さんに積極的にご参加

いただくということも大変大切なことなので、

分科会ではそういうテーマはありませんでした

けれども、「市民参加」というテーマで特別に

組ませていただいて、皆さんから何か、市民が

参加する仕方、こんな分野で参加できる、こん

なふうに参加できるといったことについてご発

言ありませんでしょうか。 

 

（（（（会場会場会場会場）））） 私は、福井県の福井市から参りまし

た。NPO法人で「農と地域のふれあいネットワー

ク」というものをつくりまして、エコグリーン

ツーリズムとかそういうことをこの４～５年間

やっています。もちろんそこには市民が参加す

るわけです。 

 今日は、ものすごく来てよかったなあと思う

のは、いろいろな専門の先生からの意見がツー

リズムの参考になるなあと、頭の中がちょっと

混乱しそうですけれども、面白い取組みができ

るなあと思ったんです。 

 一つ、最近やっている傾向として、高齢者の

方、80歳くらいの方がよく参加されるというこ

と。一日で午前中あるプログラムを、お昼を食

べて午後に一つのプログラムをというかたちで

やっている場合がありますけれども、高齢者の

方がよく参加されるということと、それから障

害者の方が参加していいかと、参加したらダメ

だと思っていたというような方が参加するとい

うことがあります。 

そうすると、農家の側が、後で「来てくれて

良かった」と言うんです。自分らは全然気がつ

かなかったと。説明の仕方もわからなかった

と。だけども来てくれて良かったという反応が

ありましたので、私もグリーンツーリズムを続

けて良かったなあと思っているんです。 
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じゃないかと私は思っていまして、ぜひその

コーナーをつくっていただきたいというふうに

お願いをいたします。 

 

（（（（保田保田保田保田）））） たぶん林先生が次回も実行委員長に

なっていただけるんじゃないかと思いますの

で、ぜひ先生が率先して組んでいただいたらう

まくいくんじゃないでしょうか。 

 

（（（（岩渕岩渕岩渕岩渕）））） 「子ども・未来」とか「お年寄り・

未来」よりも、「懐かしい未来」という美しい

言葉もありますので、それを全部含んだような

かたちの未来への提言、これは子どもも含む、

高齢者も含むというようなことが、例えば言葉

として皆さんで議論なさるとよりいいだろうな

と思います。 

 

（（（（保田保田保田保田）））） ありがとうございます。これからの

高齢者の一番の役割は、次の世代をどう幸せに

導くかということです。高齢者の未来、これが

最大の生き方。もちろん子どもが幸せになるた

めにはご本人が幸せになっていただかなけれ

ば、子どもが幸せになることはあり得ないとい

うことですね。 

 さて、市民かいぎの皆さんからご発言があり

ますか。 

 

（（（（会場会場会場会場）））） 豊岡で、コウノトリに関するいろん

な活動をしている「コウノトリ湿地ネット」の

メンバーです。私たちは、野生コウノトリのハ

チゴロウが来て以来、コウノトリのモニターを

続け、５年前の放鳥のときには、皆さんと同じ

ように歓声を上げ、それだけじゃなくて目頭が

熱くなったことを忘れることができません。そ

れ以来ずっとコウノトリを観察し続けています

けれども、最初に心配したのは、コウノトリを

野に放しても死んでしまうのではないかとずっ

と思い続けてきました。 

 その思いは実は今も変わりません。確かにコ

ウノトリが豊岡で卵を産み、ヒナを孵し、その

コウノトリたちが全国に行っていますけれど

も、やっぱり人間の手が少し加わらないと、ま

だダメじゃないかと。 

（（（（林実行委員長林実行委員長林実行委員長林実行委員長・・・・会場会場会場会場よりよりよりより）））） 今、保田先生が

おっしゃったことは、まさにそうだと思いま

す。コウノトリを育む水田が、高齢者の方も含

めいろんな方ができるようになったのは、これ

まで農業政策は相当間違っていたと思いますけ

れども、素晴らしかったのは、現在、戦前に比

べてお米をつくるのにかかる時間が６分の１に

なっています。６分の１になったということ

は、高齢者でもできる作業になったということ

です。恐らく戦前のままだったら、今のように

高齢者や障害者の方、いろんな方が農業に参加

できないくらい草取りを含め大変だったと思い

ます。それは、専門の農業施策の成果の一つだ

と思うんですが、他方で欠点も多かった。それ

を私たちが今直そうということだろうと思いま

す。 

 それで、一つお願いなんですけれども、４番

目に「子ども・未来」というふうになっており

ますが、「子ども・未来」というと、それじゃ

高齢者は未来がないのかという気持ちにもなる

ので（笑）、ぜひ次回５回目には、高齢者、お

年寄りというものを正面に取り上げていただく

必要があるんじゃないかなあという気がしま

す。 

たまたま昨日帰ってからテレビを観ていまし

たら、65歳で新たに起業をされた会社の方が出

ておられて、みんな高齢者なんですね。そこが

何をつくっているかといいますと、ベアリング

です。鉄の欠点は重いということですね。そこ

は合金でやっているんですが、鉄の２倍の固さ

があって、重さは半分だと。現在日本国内はも

ちろん、ヨーロッパから大変な注文がきている

そうです。その方が65歳で会社を立ち上げられ

て社長になって、今73歳になっておられるんで

すが、そこに勤めておられる方はみんな高齢者

なんです。おじいちゃん・おばあちゃんが頑

張っているんですね。その社長が73歳で、20年

後にはこの合金のシェアを、鉄が今１億トン生

産されていますけれども、その10％の１千万ト

ンにしたいと。73歳の方が20年後に生きておら

れるかどうか知りませんけれども（笑）、20年

後の目標を持っておられるということを考えま

すと、２つのお願いがあります。 

一つは５回目には「子ども・未来」というの

はぜひとも続けていただくと同時に、もう一つ

「お年寄り・未来」というのもつくっていただ

く必要があるのではないかと（笑）。実際この

会場を見ていましても、今日はお子さんが来て

おられてとっても嬉しいんですが、やはりお年

寄りが多いと。実は、これはお年寄りのパワー

だと思うんですね。 

これがやっぱりコウノトリの未来を拓くん
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 豊岡の現状を見たときに、やっぱりコウノト

リはまだ生きていけないというふうに思ってい

ます。そういう中で、実は29日に全国のコウノ

トリを思う、コウノトリが来ている地域、そし

てコウノトリを迎えようとする人たちと集まっ

て話し合いを持ちました。そして、昨日もさら

に話し合いを続けまして、一定のみんなの思い

を集約することができました。今日この場で、

そのみんなの思いを発表させていただけたらと

思います。どうぞよろしくお願いします。 

 

（（（（会場会場会場会場）））） 倉敷コウノトリの会の事務局長をし

ています。宣言を読み上げます。 

 ≪コウノトリの生息地を全国に広げる市民 

  かいぎ 宣言文≫ （98頁参照） 

（（（（保田保田保田保田）））） ありがとうございました。このよう

に各地から集まって会議をされた結果、宣言を

まとめられたということです。こうした思いが

全国に広がっていけば、コウノトリもあちこち

に分散でき、そこで定着していけるのではない

かという気がします。ぜひ頑張ってください。 

 

（（（（会場会場会場会場）））） 時間がないのに申しわけありませ

ん。神戸大学農学部からやってきました。コウ

ノトリが大好きで、卒業研究でコウノトリのこ

とを調べています。 

私は、兵庫県の篠山市というところで田んぼ

をお借りして、そこで卒業研究の実験を行って

いるのですが、その田んぼがすごく深くて、機

械で代かきできないくらい深くて、どうしよう

かなあと思ったときに、研究室の先生の助言

で、市民の人と学生と、みんなで自分たちの足

で踏んで代かきをしました。そのときに、大学

生でも、農学部に入ったけど、今まで土や水に

触れることができなかったとか、農業の経験が

できなかったという子がたくさんいて、そうい

う子たちが泥水の中に入って、泥ってこんなに

気持ち良かったんやって言ってくれるのがすご

く嬉しくて、篠山市の市民の方とも交流でき

て、すごくいい経験をすることができました。 

学生でも、まだ農業に触れたことがない人が

たくさんいますけど、そういう子たちでも、里

山の保全に取り組んでいこうとか、整備されて

いない里山を借りて、自分たちで木を切って、

落ち葉や柴を刈って里山をキレイにしていこう

という取組みをしている子もいます。学生も一

生懸命頑張っているので、どうかよろしくお願

いします。 

 

（（（（保田保田保田保田）））） 個人的なことですが、私の後輩がこ

の豊岡に来たのは初めてですね。大変嬉しいこ

とです。神戸大学からは、あまりこれまで来て

なかったですね。ぜひ頑張って、いい卒業論文

を書いてください。それで、ぜひここで発表し

てください（拍手）。せっかく豊岡の皆さんに

世話になってまとめるわけだから、だまって図

書室に保管するんじゃなくて、ぜひここで発表

して。約束して。よろしいね。じゃあ、いつに

なるかわかりませんが、発表していただくこと

にいたします（笑）。 

 貴重な発言ありがとう。ぜひ、これから友達

誘って豊岡に来て。そして小学校の皆さんとも

交流してくれたら、子どもたちにも励みになる

ね。 

 まだまだ皆さんからたくさんの意見を頂戴し

たいところですが、お約束の時間を過ぎてしま

いましたので、延長したことはお詫びし、ご了

解願いたいと思いますが、やはり何としても、

最後に市長から、いろんな意見が出ましたの

で、ちょっとコメントを頂戴したいと思いま

す。 

 

（（（（中貝中貝中貝中貝）））） 豊岡で今進めている取組みを一つご

紹介します。「いのちへの共感に満ちたまちづ

くり条例」というものを、今議論しています。 

 これまで豊岡はいろんな取組みをしてきまし

た。例えば平成16年の台風23号で、７人のいの

ちを失いました。とっても悔しい。それが豊岡

の今の防災政策の基本にあります。 

 それは裏返すと、いのちへの共感です。ある

いは、コウノトリを空に帰すというのも、人間

とコウノトリで姿かたちは違うけれども、いの

ちへの共感というものがベースにあったんだと

思います。 
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 コウノトリ育む農法というのも、まさにいの

ちを育むということです。あるいは、人権問題

に長らく苦しみ、闘ってきた地域というのもあ

ります。「人権」というような重い言葉で考え

るということももちろん可能ですけれども、私

とあなたとおんなじいのち、そういうふうに考

えると、実はいのちへの共感というものがこの

人権問題の基本にあるべきではないかと思って

います。そうすると、豊岡が今までいろんなこ

とをやってきたもののベースに、意識するとし

ないとにかかわらず、いのちへの共感というも

のがあったのではないのか。 

 とするならば、それをもう一度確認した上

で、これからの豊岡のまちづくりの基本に、基

礎に、いのちへの共感というものを位置づけよ

うということで、今その作業をしています。 

 いろんな議論をしていただいています。宗教

家もその中にはいます。あるいは重い障害のあ

るお子さんのお母さんもいます。保護士のよう

な方もいます。コウノトリに関わっている人、

農業に関わっている人もいます。その議論の中

で、２つの大切なことが浮かび上がってきたと

私は思っています。一つは、いのちは限りがあ

るということ、そしてもう一つは、いのちはつ

ながっているということです。 

 例えば、私のいのちは私のこの身体の中に閉

じ込められています。無限に広がっていくわけ

ではないし、私は保田先生ではないし、保田先

生は私ではないという峻別をされた意味で限り

があります。時間も限られています。限られた

時間しかいただいていない。 

 このことに着目すると、この限られたものは

とても愛おしい、大切だ。それは私にとって私

のいのちがそうですし、あなたにとっても同じ

ですよねということが、もし了解できれば、そ

こから思いやりというものが出てきて、尊重す

るという態度が出てくるに違いない。 

 もう一つはつながっているということです。

私には父母がいて、祖父母がいて、ずっとご先

祖様がいて、さらに行くとアフリカぐらいの人

類につながって、そのアフリカで最初に生まれ

た人間も、もっと遡っていくと、たった一つの

小さな生きものにたどり付く。私たちは、そう

いう意味でもつながっている。同時に、今こう

やって一緒にいるわけですけれども、共につな

がっているということがある。この「つなが

り」ということを強く意識すると何が出てくる

かというと、そこには恐らく節度であるとか、

あるいは自分の行動が、そのつながっている他

の者にどういう影響を及ぼすのか、だからこそ

自分の行動をコントロールしなければいけない

ということにつながるのではないか。 

 この「限られている」ということと「つな

がっている」ということをベースにして、もう

一度豊岡のまちづくりを考えてみよう、これか

らはそのことを意識してやっていこうというよ

うなことをやっています。 

 今回のテーマにもきっとどこかで合うに違い

ないと思っています。 
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 もう一つだけ。1994年に第１回のコウノトリ

未来・国際かいぎをやった時に、昨日も申しあ

げましたけれども、あの時の目的はものすごく

はっきりしていました。「コウノトリを空に帰

す」。で、その帰す瞬間のために何をすべきか

というふうに因数分解してきました。そうする

と、数を増やさなければいけない、空に飛ばす

ための訓練をしなければいけない、受け入れる

ための環境が良くなるように頑張らなければい

けない、というふうに因数分解はするんですけ

れども、目標は極めて明確でした。「空に帰

す」。 

今回のかいぎの中で、目標が何なのか私はま

だこれからじっくり考えたいと思いますけれど

も、少なくとも視点はすごくはっきりしたと思

います。それは涌井先生のご紹介のあった言葉

で、「この会議は、誰のための会議なのか」と

いう視点です。これは、ご紹介いただいた言葉

もそうですし、それから昨日酔っ払いながら

言っていただいた保田先生の言葉の中にも明ら

かでありまして、この視点をしっかり持つとい

うのが、私にとってはこの会議の大きな成果で

あったというふうに思っています。 

まだまだお互いに知りません。有機農業にも

いろんな技術があるけれども、知られてないか

らみんな苦しんでいる。湿地を守ろうと思うけ

れども、すでに進んでいて軽々越えているとこ

ろがあるにもかかわらず、知らないがために苦

しんでいるということがあります。だからこそ

私たちは横につながっていって、情報交換をし

て、知恵を出し合って、そして刺激をし合って

前に行くことができるのではないかと思いま

す。このかいぎが、その大きな一歩にきっと

なったというふうに信じています。どうもあり

がとうございました。 

 

（（（（保田保田保田保田）））） 市長に締めていただいたので、余分

な言葉は付け加えません。これで終わりたいと

思います。 

 本日の国際かいぎのメインテーマは、「野生

復帰がもたらすもの」、つまりコウノトリが空

を飛ぶようになったこの豊岡の風景がもたらし

たものです。子どもが、さっき決意表明してく

れました。コウノトリが飛ばなかったら、子ど

もの決意表明は無かったのではなかったでしょ

うか。この子どもの決意表明を受け止め、そし

て子どもたちの夢を実現させてくださる責任

が、今日ご参加いただいた皆さんにはあるので

はないか。 

 よろしいですね。明日の朝は何を召し上がっ

たらいいんですか（笑）。ということも含め

て、この決意が実践につながりますように切に

お願いをして、締めたいと思います。 

 ご協力ありがとうございました。 
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セヴァン・カリス・スズキのスピーチ（1992年6月 リオ・デ・ジャネイロ） 

 

 こんにちは、セヴァン・スズキです。エコを代表してお話しします。エコというのは、子供環境運

動（エンヴァイロンメンタル・チルドレンズ・オーガニゼーション）の略です。カナダの12歳から

13歳の子どもたちの集まりで、今の世界を変えるためにがんばっています。あなたたち大人のみな

さんにも、ぜひ生き方を変えていただくようお願いするために、自分たちで費用をためて、カナダか

らブラジルまで1万キロの旅をしてきました。 

 今日の私の話には、ウラもオモテもありません。なぜって、私が環境運動をしているのは、私自身

の未来のため。自分の未来を失うことは、選挙で負けたり、株で損したりするのとはわけがちがうん

ですから。 

 私がここに立って話をしているのは、未来に生きる子どもたちのためです。世界中の飢えに苦しむ

子どもたちのためです。そして、もう行くところもなく、死に絶えようとしている無数の動物たちの

ためです。 

 太陽のもとにでるのが、私はこわい。オゾン層に穴があいたから。呼吸をすることさえこわい。空

気にどんな毒が入っているかもしれないから。父とよくバンクーバーで釣りをしたものです。数年前

に、体中をガンでおかされた魚に出会うまで。そして今、動物や植物たちが毎日のように絶滅してい

くのを、私たちは耳にします。それらは、もう永遠にもどってはこないんです。 

私の世代には、夢があります。いつか野生の動物たちの群れや、たくさんの鳥や蝶が舞うジャング

ルを見ることです。でも、私の子どもたちの世代は、もうそんな夢をもつこともできなくなるのでは

ないか？あなたたちは、私ぐらいの歳のときに、そんなことを心配したことがありますか。 

こんな大変なことが、ものすごいいきおいで起こっているのに、私たち人間ときたら、まるでまだ

まだ余裕があるようなのんきな顔をしています。まだ子どもの私には、この危機を救うのになにをし

たらいいのかはっきりわかりません。でも、あなたたち大人にも知ってほしいんです。あなたたちも

よい解決法なんてもっていないっていうことを。オゾン層にあいた穴をどうやってふさぐのか、あな

たは知らないでしょう。 

死んだ川にどうやってサケを呼びもどすのか、あなたは知らないでしょう。絶滅した動物をどう

やって生きかえらせるのか、あなたは知らないでしょう。そして、今や砂漠となってしまった場所に

どうやって森をよみがえらせるのか、あなたは知らないでしょう。 

どうやって直すのかわからないものを、こわしつづけるのはもうやめてください。 

ここでは、あなたたちは政府とか企業とか団体とかの代表でしょう。あるいは、報道関係者か政治

家かもしれない。でもほんとうは、あなたたちもだれかの母親であり、父親であり、姉妹であり、兄

弟であり、おばであり、おじなんです。そしてあなたたちのだれもが、だれかの子どもなんです。 

私はまだ子どもですが、ここにいる私たちみんなが同じ大きな家族の一員であることを知っていま

す。そうです50億以上の人間からなる大家族。いいえ、じつは3千万種類の生きものからなる大家族

です。国境や各国の政府がどんなに私たちを分けへだてようとしても、このことは変えようがありま

せん。私は子どもですが、みんながこの大家族の一員であり、ひとつの目標に向けて心をひとつにし

て行動しなければならないことを知っています。私は怒っています。でも、自分を見失ってはいませ

ん。私はこわい。でも、自分の気持ちを世界中に伝えることを、私はおそれません。 

私の国でのむだづかいはたいへんなものです。買っては捨て、また買っては捨てています。それで

も物を浪費しつづける北の国々は、南の国々と富をわかちあおうとはしません。物がありあまってい

るのに、私たちは自分の富を、そのほんの少しでも手ばなすのがこわいんです。 

カナダの私たちは十分な食べものと水と住まいを持つめぐまれた生活をしています。時計、自転

車、コンピューター、テレビ、私たちの持っているものを数えあげたら何日もかかることでしょう。 

2日前ここブラジルで、家のないストリートチルドレンと出会い、私たちはショックを受けまし

た。ひとりの子どもが私たちにこう言いました。 

「ぼくが金持ちだったらなぁ。もしそうなら、家のない子すべてに、食べものと、着るものと、薬

と、住む場所と、やさしさと愛情をあげるのに。」 

家もなにもないひとりの子どもが、わかちあうことを考えているというのに、すべてを持っている

私たちがこんなに欲が深いのは、いったいどうしてなんでしょう。 

参 考 
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これらのめぐまれない子どもたちが、私と同じぐらいの歳だということが、私の頭をはなれませ

ん。どこに生れついたかによって、こんなにも人生がちがってしまう。私がリオの貧民街に住む子ど

ものひとりだったかもしれないんです。ソマリアの飢えた子どもだったかも、中東の戦争で犠牲にな

るか、インドで物乞いをしていたかもしれないんです。 

もし戦争のために使われているお金をぜんぶ、貧しさと環境問題を解決するために使えばこの地球

はすばらしい星になるでしょう。私はまだ子どもだけどそのことを知っています。 

学校で、いや、幼稚園でさえ、あなたたち大人は私たち子どもに、世のなかでどうふるまうかを教

えてくれます。たとえば、 

・争いをしないこと 

・話しあいで解決すること 

・他人を尊重すること 

・ちらかしたら自分でかたづけること 

・ほかの生きものをむやみに傷つけないこと 

・わかちあうこと 

・そして欲ばらないこと 

ならばなぜ、あなたたちは、私たちにするなということをしているんですか。 

なぜあなたたちが今こうした会議に出席しているのか。どうか忘れないでください。そしていった

いだれのためにやっているのか。それはあなたたちの子ども、つまり私たちのためです。みなさんは

こうした会議で、私たちがどんな世界に育ち生きていくのかを決めているんです。 

親たちはよく「だいじょうぶ。すべてうまくいくよ」といって子どもたちをなぐさめるものです。

あるいは、「できるだけのことはしてるから」とか、「この世の終わりじゃあるいまいし」とか。し

かし大人たちはもうこんななぐさめの言葉さえ使うことができなくなっているようです。おききしま

すが、私たち子どもの未来を真剣に考えたことがありますか。 

父はいつも私に不言実行、つまり、なにをいうかではなく、なにをするかでその人の値うちが決ま

る、といいます。しかしあなたたち大人がやっていることのせいで、私たちは泣いています。あなた

たちはいつも私たちを愛しているといいます。しかし、言わせてください。もしその言葉がほんとう

なら、どうか、ほんとうだということを行動で示してください。 

最後まで私の話をきいてくださってありがとうございました。 
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コウノトリの生息地を全国に広げる市民かいぎ宣言 

 

私たちは、全国各地において、それぞれのグループで、コウノトリが生息できるよう湿地づくりに

取り組んでいます。この第４回コウノトリ未来・国際かいぎの場で、市民の立場から、コウノトリの

生息地拡大に向けた宣言をする機会が得られたことを感謝します。 

 

私たちは、2010年10月29日に、ここ兵庫県豊岡市において83名の参加のもと、「コウノトリ

の生息地を全国に広げる市民かいぎ」を開催しました。そして、渡良瀬、鴻巣、越前、小浜、豊岡、

倉敷、西予など、各地での自分たちの取り組みを報告し、成果と課題を出し合って、これからのより

良い方向性を見出すべく話し合いました。 

 

コウノトリが舞い降りた先々では、どこでも温かく迎えられています。このことは、コウノトリ自

身がいかに魅力的な鳥であるかだけでなく、コウノトリが、いかに自然を愛し、農業を営み、共生社

会を志向する多くの人々に力と勇気を与えているかの証拠でもあります。だからこそ、各地で様々な

人間ドラマが展開されているのです。 

 

コウノトリの観察・保護に取り組む市民団体、化学肥料に頼らない農業を展開する農業者や行政、

ビオトープづくりに取り組む地域も増えてきました。 

また、現時点では飛来はしていなくても、コウノトリを迎え入れるべく準備を進めている地域・グ

ループもあります。 

 

2005年９月に、兵庫県立コウノトリの郷公園から初めて飼育下個体が放鳥されて以来、野外で暮

らすコウノトリの数は増え続けており、今日では放鳥あるいは野外で繁殖した個体たちの46羽が26

の府県に飛んで行っています。今後も、豊岡での繁殖個体が増えていくことは必至であることを考え

ると、今や、コウノトリ野生復帰は、全国レベルでのテーマとなってきたと言えます。 

 

 一方、名古屋で開催されたCBD/COP10では、生物多様性を守り、賢く利用していくためには、

市民社会がたいへん重要な役割を担っていることが確認されています。 

 

そこで、私たち参加者全員は、次のことに取り組みます。 

 

コウノトリが舞い降りる、生きものあふれる湿地をつくります。 

人も自然も元気になる湿地を育てていきます。 

市民、研究者、行政、企業など様々な力を合わせて、地域の湿地づくりに取り組みます。 

仲間と力を合わせ、コウノトリの生息地を広げるネットワークをつくり、世界へ広げていきます。 

 

2010年10月31日 

 

市民かいぎ参加者一同 

【 参 考 】 
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フィナーレ・メッセージ採択 

出演（出演順） 

 柳 生 博 

 （コウノトリファンクラブ会長） 

 

 佐 々 木 隆 之 

 （西日本旅客鉄道株式会社 代表取締役社長） 

 

 児童・生徒たち100名 

 （豊岡市立八条小学校・豊岡市立新田小学校・豊岡市立豊岡南中学校） 

 

 西 浦 拓 也 

 （兵庫県立豊岡高等学校２年生） 

 

 毬 穂 え り な  

 （歌手・女優） 

 

司会 

 中 川 記 代 美 

（（（（司会司会司会司会）））） お待たせしました。さあ、２日間に

わたって開催してまいりました、「第４回コウ

ノトリ未来・国際かいぎ」もいよいよ大詰めを

迎えました。フィナーレは参加者の皆さん全員

で楽しく進めていきたいと思います。さあ、こ

こで皆さんに質問です。コウノトリ、そして楽

しいといえばどなたの名前が浮かびますか？ 

（（（（客席客席客席客席）））） 柳生さん！ 

（（（（司会司会司会司会）））） はーい。正解です。柳生博さんい

らっしゃいますでしょうか？コウノトリ、そし

て楽しいといえば、なんといっても柳生博さん

ですよね。今日は大変あでやかなピンクのＹ

シャツをお召しの柳生博さんでございます。ど

うぞ大きな拍手でお迎えください。 

（（（（柳生柳生柳生柳生）））） どうもありがとう。今日は第４回コ

ウノトリ未来・国際かいぎで、私は第１回にあ

なたの役、つまり司会進行をやっていました。 

（（（（司会司会司会司会）））） ありがとうございました。 

（（（（柳生柳生柳生柳生）））） ありがとうございます。そしてその

後第２回、３回が放鳥の時ですね。で、放鳥の

前の年が大災害でしたよね。そこにはいつも、

増井光子さんがいた。そしていつも池田啓さん

がいた。そしてひたすら飲んだくれてたってい

う感じかな。 

今日何を言いたいかというと、１回、２回、

３回、４回ってだんだん、だんだん、なんか進

化してきていることを非常に感じました。あら

ゆる意味でね。倉敷からおいでの林さん、コウ

ノトリ行ったよね。そして西予市にも行った。 

ほんと、西予も好きだね。 

そして来てくれ来てくれっていう埼玉から鴻

巣市の方も来てたね。なんと車で10時間ぐらい

かけてこれから帰るんだって。たくさんの人が

集まって、ほんとにさっき市長が言ったような

ことを感じます。 

（（（（司会司会司会司会）））） つながってますね。 

（（（（柳生柳生柳生柳生）））） 僕が言おうと思ってたことみんな言

われちゃって…、こういうのをちょっと紹介し

よう。昨日市長さんが発表した「新田プロジェ

クトＥ」の、新田小学校っていうのがありま

す。新田プロジェクトＥっていうのが本当にお

米の種まき苗づくりから始まって、田植えして

ずっとやって稲刈り、それから米の販売までや

る。すごいチームなんだ。 

 それは昨日市長が言ったから省略するけど、

こんなことを書いている。「つながりの中に自

分がいる」って。これ、小学生が考えた言葉？ 

これ読んでごらん。僕が読むとあんまりいい

声じゃないから。 

（（（（司会司会司会司会）））） はい。「新田プロジェクトＥ １年

目のあゆみ つながりの中に自分がいる」 

（（（（柳生柳生柳生柳生）））） つながりの中に自分がいる。最高だ

よね。いろんなこと何しゃべろうか考えたけど

もうやめた。僕は講演だとかロケだとかで、い

ろんなところにおじゃましているけど、この豊

岡っていうのは最高だね。 

（（（（司会司会司会司会）））） ありがとうございます。 
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（（（（柳生柳生柳生柳生）））） 最高。本当に子どもたち最高。また

ここに僕の写真がある。「稲刈り、柳生博さん

が応援にきてくれました。」 

（（（（司会司会司会司会）））） この大き目の写真の中に入っている

んですね。 

（（（（柳生柳生柳生柳生）））） 今度は田植えに行くからな。 

（（（（司会司会司会司会）））） 待ってます。 

（（（（柳生柳生柳生柳生）））） 今日、全国の幼稚園の園長先生の集

まりからコウノトリファンクラブに寄付をも

らっちゃってね。コウノトリファンクラブって

何かというと、つまり皆さんを応援する。コウ

ノトリちゃん大好きっていうのではなくて、そ

ういう生き方をしているみんなを応援する。コ

ウノトリファンクラブっていうのはそういうと

ころです。そこにむけてご寄付を頂きました。

あと報告したいこといっぱいあるけど、もう時

間が…。じゃあここで素敵な人を一人紹介しま

す。 

（（（（司会司会司会司会）））） はい。 

（（（（柳生柳生柳生柳生）））） ＪＲ西日本の佐々木さんです。豊岡

の皆さんはご存知かな。来年の３月、特急こう

のとりという列車が走ります。 

（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木）））） ３月12日から50年ぶりなんですけ

れども新型列車を投入します。その列車名を

「こうのとり」と決めました。そのご報告に参

りました。 

（（（（柳生柳生柳生柳生）））） これ各駅で「こうのとりー、こうの

とりー」って場内アナウンスがあるんだよね。 

（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木）））） そうなんです。当然始発駅でもそ

うですけれども、特急列車が止まる駅でも、あ

るいは最終の終着駅でも、「こうのとり何号」

という列車名が連呼されるわけですね。それが

毎日約10往復いたしますので、それだけの回数

各駅で名前が呼ばれます。 

（（（（司会司会司会司会）））） すごいですね。大阪、福知山、いろ

んな駅でこうのとり。うれしい。 

（（（（柳生柳生柳生柳生）））） すごいな。 

（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木）））） それと、私たちがどうして「こう

のとり」という名前を付けさせていただいたか

といいますと、一つは大変地元の方々がご熱心

だったこともあるんですけれども、特急列車に

鳥の名前を付けるっていうのは良くある話。 

（（（（柳生柳生柳生柳生）））） つばめとか雷鳥とかいろいろある

ね。 

（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木）））） それらの鳥は鳥として素晴らしい

ですし、コウノトリも鳥として素晴しいんです

けども、コウノトリということで特別に私ども

が思いましたのは、コウノトリを育む人たちが

いろんな分野でいらっしゃる。それがコウノト

リという名前とあわせて、そういう方々の活動

というものが目に浮かぶ。広がりのある列車名

が、コウノトリから期待できると思って名を付

けたんです。 

（（（（柳生柳生柳生柳生）））） その列車に乗るのは通勤通学の人

ばっかりでなくて、ここにおいでの県外の人た

ちも大勢います。そしてきっとここへ何かを学

ぼうとしてくる。何か生き方の教室じゃないけ

どね、そういうものを学ぼうとして、「こうの

とり何号ー」。よろしいな。 

（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木）））） それがやっぱりそれぞれの乗客の

方々、ホームにいらっしゃる方々の思いの中に

ずーっと入り込んでいって、日々そういう繰り

返しをしていく中でやはり自然に対して我々は

もっともっと優しくないといけないとか、ある

いはコウノトリを本当に育てるそういう環境を

つくっていくっていうことはまさしく生態系そ

のもの全体に対して関わっていくっていうこと

になると思いますけれども、そういうことにつ

いての思いみたいなものですね。列車に乗って

いただいて、あるいは列車名を聞いていただい

て、気づいていただければ大変ありがたいと思

います。 

（（（（柳生柳生柳生柳生）））） それと社長、駅舎も変わるとか聞い

たけど。 

（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木）））） はい。来年の３月までにはまった

く新しい豊岡の駅ができ上がります。その中で

は、エコのことも考えておりますし、それから

バリアフリーについても考えています。いろい

ろな形でもっとも進んだ駅を、この豊岡の地で

実現していきたい。そう思っています。 

（（（（柳生柳生柳生柳生）））） 僕の息子もそうだけど、電車マニ

アっているよね。そういう電車マニアに「う

わっ」ていうニュースはなにかある？  
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（（（（司会司会司会司会）））） そうですよね。空ではなく地上を

走っているコウノトリという感じのイメージで

すよね。来年の３月12日。いよいよ特急こうの

とり、特急北近畿の代わりに走るそうです。ぜ

ひ皆さんもご利用いただいて、地球に優しい電

車を大いにご活用いただきたいと思います。 

（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木）））） よろしくお願いいたします。 

（（（（柳生柳生柳生柳生）））） よろしくお願いします。ＪＲ西日本

の佐々木さんでした。 

（（（（司会司会司会司会）））） どうもありがとうございました。 

 

（（（（柳生柳生柳生柳生）））） いいな。 

（（（（司会司会司会司会）））） いいですね。 

（（（（柳生柳生柳生柳生）））） さっきまではあまりにも難しい話

で、聞いてるとだんだんだんだん頭が痛くなっ

てきて。特に経済とかの話になってくると難し

くなっちゃってね。よかった、電車が出てき

て。 

（（（（司会司会司会司会）））） さあ、昨日からいろんな方の講演や

報告を聞きました。そして今のＪＲ西日本の社

長さんのようにエールに近いお話も届いており

ます。いろんな方のお話を聞いておりますと、

皆さんも元気が沸いてきたのではないでしょう

か。いろんな思いを乗せながらコウノトリ野生

復帰は未来へと続いていきます。このあと、２

日間の議論を受けたコウノトリ宣言を採択する

のですが、「未来」といえば、やはり「子ど

も」ですよね。宣言は、ぜひ子どもたちと一緒

に進めていきたいと思います。さあ、豊岡の子

どもたち、舞台の上にあがってきてください。

今日、舞台に上がってくれるのは、八条小学

校、新田小学校、豊岡南中学校の子どもたちで

す。総勢100名。 

（（（（柳生柳生柳生柳生）））） 何小学校？ 

（（（（小学生小学生小学生小学生）））） 八条小学校です。 

（（（（柳生柳生柳生柳生）））） 君たちは？ 

（（（（中学生中学生中学生中学生）））） 南中学校です。 

（（（（柳生柳生柳生柳生）））） 南中学校か。君たちは何小学校？ 

（（（（小学生小学生小学生小学生）））） 新田小学校です。 

（（（（柳生柳生柳生柳生）））） 新田小学校だ。この新田プロジェク

トＥにも、大きくなったら入るんだよ。 

（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木）））） 実は今の省エネの世の中で、鉄

道っていうのが非常に進んでいる。たとえば自

動車に比べて、飛行機に比べてってあるんです

けれども、原理的に鉄道っていうのは省エネ的

なんです。 

案外皆さんご存知ないことでご紹介させてい

ただこうと思いますが、実は電車はモーターで

前に進むんですけれども、止まるときにはその

モーターは発電機なんですね。そこで発電した

電気をハイブリッドっていうのはバッテリーに

ためるわけですね。ところが電車の場合には、

上のトロリー線に戻すんです。そうすると前後

に走っている電車がそれを使えるわけです。 

列車が密なところは、ここで発電した電気が

前の電車にも後ろの電車にも使えるわけです。

で、環状線っていう線が大阪にあるんですけれ

ども、使っているエネルギーの４割は電車を運

転したその発電のエネルギーで賄われているわ

けです。 

（（（（柳生柳生柳生柳生）））） これ、学校で言ったらみんなびっく

りするからね。よく覚えているんだよ。電車っ

て走る時にうーんって力いるじゃない。で、ブ

レーキ掛けて止まる時、ここ全部発電してるわ

けだよ。学校行って言うんだよ。「すげー。

君ってすげー。」って言われるよ。 

（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木）））） 今度新しく登場します「こうのと

り」も、もちろんそういう機能を持っていま

す。電気を使いながら電気をつくっています。 

（（（（司会司会司会司会）））） 電車って、地球に優しいんですよ

ね。ますます電車に乗りたくなりますね。 

（（（（柳生柳生柳生柳生）））） 乗りたくなってくる。これからたく

さんの方がその電車に乗って、「こうのとり何

号ー。こうのとり何号到着いたします。」とか

やるわけだよね。 

（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木）））） ほんとにそういう状況が目に浮か

びます。 

（（（（柳生柳生柳生柳生）））） 今日はどうしても、この方をこの舞

台に上げてその話を皆さんと聞きたかった。あ

となんか言い残したことはあった？ 

（（（（司会司会司会司会）））） 車体はどんな感じですか。コウノト

リって夢を乗せて素敵ですが。 

（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木）））） 色は、白をベースにしています。 

（（（（柳生柳生柳生柳生）））） コウノトリだ。 

（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木）））） コウノトリのイメージでつくって

います。 

（（（（柳生柳生柳生柳生）））） 白だけ？黒も入れてよ。 

（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木）））） 黒ももちろん入れます。白があっ

て黒がある。 

（（（（柳生柳生柳生柳生）））） 白があって黒がある。コウノトリを

がーと引き伸ばした感じだね。 
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（（（（柳生柳生柳生柳生）））） 頑張ってるね。じゃあやるか。 

（（（（西浦西浦西浦西浦）））） はい。あらためて自己紹介したいと

思います。西浦拓也と申します。僕がコウノト

リが舞い降りるための活動というのを始めてか

ら10ヶ月早くもたってしまったんですが、その

きっかけにあたるものは、コウノトリが身近に

いたことはもちろんなんですが、コウノトリに

携わる方々の情熱にほんとに魅了されてしまっ

て、入り込ませていただきました。この活動に

関わっていく中で本当にいろんな出会いがあっ

て、豊岡にはこんなに頑張っておられる方々が

いらっしゃるんだなと深く感動しているんで

す。素晴しい方々がいるので自分も負けていら

れないということで、もっと自分で活動の視野

を広げて行くべきではないのかということを思

うようになり、活動にもいっそう力が入って

いったということです。 

これを機に大崎市の蕪栗沼にも行かせていた

だいたり、COP10にも行かせてもらったりと、自

分の活動にもやっと広がりが見え始めた所で

す。その活動をしていくたびに県外に出るんで

すが、やっぱりそのたびに但馬の人々、そして

但馬の自然の素晴しさが身にしみてくるので、

これをまずは広めていきたいなと思っていま

す。その次に、豊岡に様々ないのちがあふれて

いるこの素晴しさを伝えていきます。 

では、私たちがこの会議の議論を通して得た

コウノトリ野生復帰の今後の姿を、メッセージ

として読み上げます。 

（（（（司会司会司会司会）））） 素晴しいですね。コウノトリが飛ん

でいるような鮮やかな青いベストを身にまとっ

た子どもたち、元気に舞台の上に上がってきて

くれました。 

（（（（柳生柳生柳生柳生）））） いい、先輩がつくった言葉だよ、

「つながりの中に自分がいる」新田プロジェク

トＥかっこいいな。 

（（（（司会司会司会司会）））） ではここで、子どもたちをバックに

コウノトリ宣言を読み上げてくれるのは、豊岡

高等学校２年生の西浦拓也さんです。どうぞ拍

手でお迎えください。 

 西浦さんは、コウノトリ野生復帰の取組みに

魅せられ、若くして湿地保全の活動に加わって

おられます。 

（（（（柳生柳生柳生柳生）））） えーと、コウノトリ湿地ネット。こ

の真ん中に写ってるの君だよね。 

（（（（西浦西浦西浦西浦）））） 大変恐縮ですが。 

（（（（柳生柳生柳生柳生）））） これね、大人ばっかりの中でね、一

番でかい面してるんですよ。君は何年生です

か。 

（（（（西浦西浦西浦西浦）））） 高校２年生です。 

（（（（柳生柳生柳生柳生）））） 湿地ネットには学生もいるの？ 

（（（（西浦西浦西浦西浦）））） 湿地ネットにはまだ加入はしてない

と思うんですが、ボランティアとしては僕以外

にもう２人豊岡高校の２年生がいます。 

（（（（柳生柳生柳生柳生）））） 豊岡高校かきみは。 

（（（（西浦西浦西浦西浦）））） はい。 

（（（（柳生柳生柳生柳生）））） あんまりいろんな話聞くと忘れちゃ

う？ 

（（（（西浦西浦西浦西浦）））） いや大丈夫です。 

（（（（柳生柳生柳生柳生）））） なんか話したいことある？それで

はって言っちゃうと終わっちゃうからさ。話し

たいことがあるなら言いなよ。湿地、湿地復

活。どうだい、どういうことやるんだい？ 

（（（（西浦西浦西浦西浦）））） ぼくは、コウノトリ湿地ネットの

方々に迷惑になってるとは思うんですが、戸島

湿地っていう所で活動させていただいているん

ですけれども、コウノトリだけでなく他の生物

全般が生息しやすい湿地をつくろうということ

で、外来種駆除だとか草刈りだとかをやらせて

いただいています。 
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第４回コウノトリ未来・国際かいぎメッセージ『コウノトリ宣言』  

 

 コウノトリと共に生きる暮らしを歩み始めた私たちは、自然環境と文化環境の保全・再生・創

造を目指し、様々な分野で多様な取組みを進めてきました。 

 他方で、本国際かいぎの直前に名古屋で開催された「生物多様性条約第10回締約国会議

（CBD／COP10）」において名古屋議定書が合意を得、採択されるなど、生物多様性保全の動

きが世界的にも広がっています。 

 そうした動きを確固たるものにするため、国内外との連携をさらに推し進めながら、次の５つ

を重点項目に今後の目標を描きます。 

 

１．コウノトリ 

コウノトリ保護の原点であった「生きものを愛する心」をもう一度思い起こしながら、コ

ウノトリの定着と日本における地域個体群の形成に向けて市民と行政が連携しよう。そし

て、国内外の様々な地域とも手を携え、コウノトリが健全に暮らせる生息地を広げていこ

う。 

 

２．環境創造型農業 

コウノトリと共に生きるために豊岡で始められた環境創造型農業は、農産物とともに多く

の生きものを育む本来の農業の姿、かつての農業を現代に蘇らせるものであるといえます。

農の営みや農地が持つ多様な価値を、生産者、消費者をはじめ多様な主体が共に認識し、

「生きもの」や「いのち」を見つめる農業を拡大させよう。 

 

３．環境経済 

環境経済は、環境行動と経済活動を結び付けることで環境への働きかけを暮らしの一部に

位置づけ、環境行動に推進力を持たせようとする挑戦です。環境から経済を生み出す具体的

ないくつかの芽が育ってきました。その実例を積み重ねながら、もう一歩踏み出し、生み出

された経済を再び環境に投資する、本当の意味での環境と経済の共鳴関係を築きあげよう。 

 

４．子ども・未来 

子どもたちは社会の未来です。未来に向け、教育の中で、また地域社会の中で、子どもた

ちが生きものと共に暮らす感性を養える機会を数多く創出しよう。また、子どもたち同士の

内外の交流をさらに活発化させることで、取組みの輪を広げていこう。 

 

５．市民 

コウノトリ野生復帰の取組みには、具体的な行動が必要であり、市民はその重要な主体で

す。取組みの中で生まれてきた市民と行政の連携姿勢をさらに深め、真の協働を実現しよ

う。そして、その協働を他の分野にも広げていこう。市民は、各地で行われているそれぞれ

の活動を尊重し、互いに応援し合いながら進もう。 

 

2010年10月31日 

【朗読】兵庫県立豊岡高等学校２年 西浦拓也 
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今現在、食の安全が数字や印刷で表現されて

いることがとても多くなっているんですけれど

も、そうではなくてお母さんのつくった手料理

を安心して食べている子どもたちの気持ちのよ

うに、この母なる豊岡の大地が、コウノトリ

が、そして子どもたちが元気に育っていること

をもっともっとたくさんの方にも知っていただ

き、そしてこの生産農法が日本各地世界各国に

広がっていくことを願っていきたいと思ってお

ります。人とコウノトリが一緒に暮らしている

ことの素晴しさ、言葉の話せないコウノトリが

安全安心を表してくれている、表現してくれて

いる、そして証明してくれている、こんな素晴

しいことはないと思います。これからもこのコ

ウノトリそして豊岡を応援し続けていきたいと

思っております。 

そして、この「風」という曲にはもう一つ

メッセージがございます。今この一つしかない

美しい地球は、今生きている私たちだけのもの

ではないはず。すべての人々が愛と勇気を持っ

てこの輝かしい美しい地球を守っていこう、そ

して後世に残していこう。そして、コウノトリ

のいのち、人のいのち、子どもから大人まで世

界中の人々に、このいのちの大切さをもっと

もっとずっと未来につなげていきたいという思

いを込めた曲でもあります。それでは豊岡市立

新田小学校、八条小学校、南中学校の子どもた

ちと一緒に心を込めて歌をお届けしたいと思い

ます。 

「風」どうぞお聞きください。 

 

（歌） 

 

（（（（柳生柳生柳生柳生）））） ありがとう。ありがとう。 

（（（（司会司会司会司会）））） ありがとうございました。 

（（（（柳生柳生柳生柳生）））） いやー、スカート広げると思わな

かったね。 

（（（（鞠穂鞠穂鞠穂鞠穂）））） はい。コウノトリになりました。 

（（（（柳生柳生柳生柳生）））） 考えましたね。 

（（（（鞠穂鞠穂鞠穂鞠穂）））） はい、ありがとうございます。幸せ

でした、歌わせていただいて。 

（（（（柳生柳生柳生柳生）））） 昨日の夜ここで交流会があって、あ

なたのコウノトリへの思いをずいぶんと聞きま

したよね。 

（（（（鞠穂鞠穂鞠穂鞠穂）））） はい。 

（（（（柳生柳生柳生柳生）））） これは驚いたな。どきどきしちゃっ

たな。みんなありがとう。 

（（（（鞠穂鞠穂鞠穂鞠穂）））） ありがとうございます。 

（（（（柳生柳生柳生柳生）））） みんな素敵だった。ほんとに素敵

だった。ありがとう。 

（（（（司会司会司会司会）））） いのちの大切さがいっぱい詰まった

素晴しい歌声でした。今一度大きな拍手をお送

りください。 

（（（（西浦西浦西浦西浦）））） 僕たちも頑張ります。 

（（（（100100100100人人人人のののの子子子子どもたちとどもたちとどもたちとどもたちと））））ガンバロー！ 

（（（（西浦西浦西浦西浦）））） 皆さんも一緒に行動しましょう。あ

りがとうございました。 

（拍手） 

（（（（柳生柳生柳生柳生）））） ありがとう。とっても素敵だったの

はね、かなりとちってたね。ああいうのがいい

んだよ。中川さんみたいにあんまり上手にしゃ

べっちゃうと真実味がないじゃん。よかった

ね。西浦君でした。 

（（（（司会司会司会司会）））） 盛大な拍手ありがとうございます。

皆様からの拍手を宣言へのエールと受け取り、

ただいまの提案内容を「第４回コウノトリ未

来・国際かいぎ」のメッセージといたします。

西浦さん、どうもありがとうございました。 

（（（（西浦西浦西浦西浦）））） ありがとうございました。 

（（（（司会司会司会司会）））） 最後は、子どもたちによる合唱を行

います。リードは、毬穂えりなさんです。毬穂

さんは宝塚歌劇団のご出身です。歌を通じてコ

ウノトリ野生復帰を応援され、昨年11月のコウ

ノトリの郷公園10周年記念のサロンコンサート

や、市内の小学校でのコンサートを開催してお

られます。では、毬穂さん、よろしくお願いし

ます。大きな拍手でお迎えください。 

（（（（毬穂毬穂毬穂毬穂）））） 皆様こんにちは、毬穂えりなです。

本日、コウノトリ未来・国際かいぎでこのよう

に子どもたちと一緒に歌わせていただくこと

を、とても光栄に思っております。ありがとう

ございます。 

豊岡、そしてコウノトリとの出会いは２年

前、コウノトリ野生復帰を支える生産農家の

方々との出会いがありまして、コウノトリ野生

復帰、そして安全安心の生産農法を村をあげて

生産なさっている豊岡の皆様の熱い思いに感動

しました。そしてコウノトリにも魅了されまし

た。そして私に少しでも何かお役に立てること

はないかと強く思いました。そしてその思いが

叶い、昨年、今から歌わせていただきます

「風」という曲ができ、そしてコウノトリの

テーマソングとして歌わせていただくこととな

りました。とても幸せに思っております。あり

がとうございます。 
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閉会閉会閉会閉会あいさつあいさつあいさつあいさつ    

兵庫県但馬県民局長 中 塚 則 男 

 主催者を代表いたしまして、閉会にあたって一言ご挨拶を申しあげます。 

 この但馬豊岡の地に秋篠宮同妃両殿下をお迎えし、国内外のたくさんの

方々のご参加を得て「第４回コウノトリ未来・国際かいぎ」を開催すること

ができました。２日間にわたって『野生復帰がもたらすもの ～コウノトリ

が紡ぐいのち・地域・経済・文化～』をテーマにして多面的な角度から熱心

な議論を積み重ねていただきました。 

 そして先ほど皆さんの拍手でもって採択いただきました、コウノトリ宣

言。次代を担う、逞しい頼もしい若者が、力強く高らかに、そして初々しく

世界に向けて発信してくれました。 

 このように、成功裡にかいぎを終えることができましたのも、皆様をはじめ関係者のご尽力、ご協

力、ご支援の賜物です。本当にありがとうございました。 

 そしてこの会場のどこかで、もしかしたら私たちを見つめてくれたかもしれない増井先生、池田先

生に感謝の心を捧げつつ、このかいぎでコウノトリが紡いでくれた人と人、地域と地域のつながり

が、今後ますます深く広く、さらには未来へと確実につながっていくことを心から期待して、閉会の

ご挨拶とさせていただきます。 

 本当にありがとうございました。 
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 平成17年から実施してきた５年間に及ぶ試験放鳥の取組みを経て、今後のコウノトリ野生復帰事業

の方向性について、日本・ロシア・韓国・中国のコウノトリ保全担当研究者らが議論を深めるべく、コ

ウノトリ分科会を開催した。 

 

日 時：平成22年10月30日㈯ 9：30～12：00 

会 場：じばさんTAJIMA ２階 多目的ホール 

概 要：世界で推定約3,000羽しか生存しておらず、まだ絶滅のおそれのあるコウノトリを保全するた

めに、現在、各国で様々な取組みが進んでいる。日本での再導入個体群の定着、ロシアでの繁

殖地の保全、韓国での再導入の開始、中国での越冬地の保全とそこでの繁殖個体群の増加な

ど、各国での保全の考え方や取組みを紹介してもらい、世界のコウノトリを保全するための国

際的な連携・協力を検討し、これからの本種の保全戦略を議論した。 

参加者：約150人 

 

発 表： 

 １．ロシアにおけるコウノトリの保全の現状と課題 

    ANDRONOV Vladimir（アンドロノフ ウラジミール） 

    ロシア連邦 天然資源管理監督 極東連邦管区副区長 ※諸般の事情により欠席 

 ２．コウノトリの保全のためのハバロフスク地方と兵庫県の国際協力 

    VESELOVSKAYA Olga（ベセロフスカヤ オルガ） 

    ハバロフスク地方 天然資源省 環境保護部副部長 

 ３．中国におけるコウノトリの保全の現状と課題 

    ZHOU Lizhi（ツォ リーツィー） 

    中国安徽大学 生物多様性・湿地生態研究所教授 

 ４．韓国における水田生態系の生物多様性増大のための取組み 

    KIM Jae Ok（キム ジェオク） 

    韓国農漁村公社 田園環境研究所研究員 

 ５．韓国におけるコウノトリの再導入計画とその課題 

    PARK Shi Ryong（パク シリョン） 

    韓国教員大学教授 ／ コウノトリ復元研究センター代表 

 ６．コウノトリの保全のための国際的な連携に向けて 

    大迫 義人 

    兵庫県立コウノトリの郷公園部長心得／兵庫県立大学自然・環境科学研究所准教授 

コウノトリ分科会 

これからのコウノトリの保全戦略 -国際的な連携に向けて-
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 コウノトリの野生復帰を農業分野から支えるべく、生きものへのまなざしを追及した「コウノトリ育

む農法」が拡大しつつある。生物の多様性を育む農業の現状と未来、日韓中の技術交流等を目的に、環

境創造型農業分科会「ICEBA2010」を開催した。 

 

日 時：平成22年７月２日㈮～７月４日㈰ 

会 場：豊岡市民会館 ほか 

主 催：第１回生物の多様性を育む農業国際会議実行委員会（委員長 保田 茂） 

テーマ：生物の多様性を育む農業をめざして 

概 要：2000年から始まった「第11回日韓中環境創造型稲作技術会議」と2006年から開催されている

「第５回日韓田んぼの生きもの調査交流会」を統合し、日本・韓国・中国の３カ国が中心となっ

て、東アジアの風土における環境創造型農業の普及・拡大を目指すとともに、生物の多様性を

重視し、自然循環機能を再生する農業技術や地域の取組みについての方向性を見出すことを

目的として開催した。 

参加者：約400人 

７月２日㈮   会場：豊岡市祥雲寺、森津、江本、河谷地内圃場 

 生物の多様性を育む農業現地研修会 

 ・有機稲作圃場現地視察コース（森津、江本、河谷、祥雲寺） ・生きもの調査コース（祥雲寺） 

７月３日㈯   会場：豊岡市民会館、じばさんTAJIMA 

 ・基調講演 

  「コウノトリと共に生きる～豊岡の挑戦～」             豊岡市長 中貝 宗治 

 ・各国報告 

  「生物多様性増進のための有機農業の発展の方向」     韓国有機農業学会長 金 種淑 

  「中国鎮江市における有機農業の取組み」      元鎮江市農業科学研究所長 趙 亜夫 

 ・基調報告 

  「日本における生物多様性農法の発展と新たな課題～技術的課題を中心に～」 

                          NPO法人民間稲作研究所理事長 稲葉 光國 

  「生きものから見えてくる厳密で繊細な農の科学」      NPO法人田んぼ理事長 岩渕 成紀 

  「環境創造型農業による地域の再生」        兵庫農漁村社会研究所代表 保田 茂 

 ・分 科 会  

  Ⅰ テーマ：「有機農業と生物多様性に関する技術問題」 

    コーディネーター：稲葉 光國、姫野 祐子（日本自然農業協会事務局） 

    報告者：成田 市雄（兵庫県豊岡市農業者）、清水 澄（ＢＭ技術協会） 

         館野 廣幸・川俣 文人（NPO法人民間稲作研究所） 

        朱 珽山（プルム生協生産者）、金 吉洙（吉林省図們市農業改良普及所長） 

        徐 虹（吉林省農業技術センター研究員） 

  Ⅱ テーマ：「生物多様性農業と生きもの調査」 

    コーディネーター：岩渕 成紀、金 亨美（韓国水田湿地ネットワーク コーディネーター） 

    報告者：斉藤 肇（宮城県大崎市農業者）、古谷 愛子（NPO法人オリザ・ネット） 

        河越 祐介（兵庫県但馬県民局豊岡農業改良普及センター） 

        李 昭映（韓国水田湿地ネットワーク幹事）、梁 桐祐（亞洲大学校 生命科学科） 

        Dr.candidate Pavlos Georgiadis（雲南省天仔生物多様性研究開発センター） 

  Ⅲ テーマ：「生物多様性農業を支える むら・ひと・仕事の再生」 

    コーディネーター：保田 茂、金 種淑 

    報告者：斉藤 真一郎（新潟県佐渡市農業者）、根岸 謙次（兵庫県豊岡市農業者） 

        堀田 和則（たじま農業協同組合）、李 漢寅（慶尚南道烽下村田の世界代表） 

        毛 忠良（鎮江市農業科学研究所研究員） 

７月４日㈰   会場：豊岡市民会館 

 ・分科会報告 

 ・総合討論 

 ・共同宣言採択、カルタヘナ議定書締約国会議及び生物多様性条約締約国会議への提言書採択 

 ・次回開催国特別報告（韓国楊平郡、第17回世界有機農業大会韓国組織委員会） 

環境創造型農業分科会 

第１回生物の多様性を育む農業国際会議（ICEBA2010）    
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 環境を保全する活動が地域経済を活性化させ、逆に、地域経済の活性化が誘因となって環境保全が促

進される。「環境と経済の共鳴」のさらなる可能性を見出すべく、環境経済分科会「生きものの多様性

の保全と事業活動」を開催した。 

 

日 時：平成22年４月26日㈪、５月14日㈮、６月11日㈮、６月25日㈮、８月６日㈮（全５回） 

会 場：ＳＭＢＣパーク栄（愛知県名古屋市） 

主 催：豊岡市・株式会社三井住友銀行 

協 力：環境省中部環境パートナーシップオフィス 

後 援：愛知県、名古屋市、兵庫県、農林水産省、環境省、経団連自然保護協議会 

座 長：涌井 史郎 

   （東京都市大学・中部大学教授、国際生物多様性年国内委員会委員長代理） 

概 要：豊岡市は、平成17年３月に豊岡市環境経済戦略を策定し、環境と経済が共鳴する（環境行動に

より経済効果が生まれ、その経済効果が環境行動を活発にする）まちづくりを進めてきた。 

これまでに、コウノトリ育む農法、コウノトリツーリズム等の成功事例が生まれたが、今後、

各分野におけるさらなる取組みを推進するため、参考事例の情報を収集し、事業者等に提供す

る必要がある。また、環境経済の事業に係る需要を創造するため、豊岡市の取組みを情報発信

する必要がある。そこで、生物多様性条約締約国会議（CBD/COP10）の開催地である名古屋で、

生物多様性と事業活動に関する現状や課題の報告、先進的な取組みをしている事業者等による

事例発表、意見交換などを行った。 

参加者：約400人 

 

事例発表企業・団体 

 鹿島建設株式会社 山田 順之 「鹿島の生物多様性への取組み」 

 清水建設株式会社 岩本 和明 「清水建設の生物多様性への取組み」 

 積水ハウス株式会社 佐々木 正顕 「積水ハウスの取組み事例報告」 

 復建調査設計株式会社 福成 孝三 「人と自然が共生する社会の構築を目指して」  

 ユニー株式会社 百瀬 則子 「未来の子どもたちに美しい自然を残したい」 

 生活協同組合連合会東海コープ事業連合 斎藤 芳美 「生協の事業活動と生物多様性の取組み事例」 

 株式会社伊藤園 伊藤 章雄 「茶産地育成事業への取組みについて」 

 矢作新報社 新見 幾男 「矢作川で人と野生は共存できるか？」 

 たじま農業協同組合 堀田 和則 「コウノトリ育む農法の取組みについて」  

 カゴメ株式会社 佐野 泰三 「企業が取組む環境保全型施設園芸」 

 サントリーホールディングス株式会社 髙屋 雅光「水のサステナビリティを目指して」 

 株式会社ポッカコーポレーション 加藤 幸久 ｢紙製飲料容器『カートカン』で生物多様性を育む｣ 

 株式会社あいや 杉田 武男 「健やかな暮らしを創る信頼のお茶」 

 株式会社三井住友銀行 條 晴一 「三井住友銀行と生物多様性」 

 株式会社ジェイティービー 樋口 誠司 「トキの野生復帰支援プロジェクトについて」 

 近畿日本ツーリスト株式会社 桑村 茂克 「生物多様性保全とツーリズム」 

 株式会社日本旅行 関 昌博 「日本旅行 生物多様性保全への取組み」 

 郡上八幡山と川の学校 三島 真 「冒険KID’Sの四季」 

 中部国際空港株式会社 伊藤 淳一 「空港島護岸における藻場の造成と自生するアカモクの利用」  

環境経済分科会 

生きものの多様性の保全と事業活動 ～生物多様性セミナー～    
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 田んぼってどんなところ？ マガン、トキ、コウノトリと共に暮らす３つの市の子どもたちが、自分

のまちの取組みを通じて田んぼの未来と自らの未来を考える、子ども・未来分科会「世界一田めになる

学校」を開催した。 

 

日 時：平成22年８月９日㈪ 13：30～16：30 

会 場：東京大学弥生講堂一条ホール（東京都文京区） 

主 催：宮城県大崎市、新潟県佐渡市、兵庫県豊岡市 

協 力：NPO法人生物多様性農業支援センター、宮城教育大学環境教育実践研究センター 

    イトーヨーカドー、朱鷺と暮らす郷づくり推進協議会、コウノトリ生息地保全協議会 

後 援：ＪＡ全農、ＪＡたじま、ＪＡみどりの、ＪＡ佐渡 

    近畿地方環境事務所、東北地方環境事務所、関東地方環境事務所 

概 要：マガンと共に暮らす宮城県大崎市、トキの野生復帰に取り組む新潟県佐渡市、そしてコウノト

リの野生復帰に取り組む豊岡市は、人と自然が共生するまちづくりを目指し、特にマガン、ト

キ、コウノトリにとって重要な生息地である水田を通じて、様々な場面で連携、交流を行って

きた。３市の未来を担う子どもたちを中心に、地域の「田んぼ」の大切さや今後の農のあり方

について考え、自ら行動するきっかけとするため、「田んぼと子ども（＝未来）」をテーマに、

授業形式の公開シンポジウムを開催した。 

参加者：約300人 

 

子ども・未来分科会 

世界一 田めになる学校    
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4th International Conference on the Future of Oriental White Storks    

4th International Conference on the Future of Oriental White Storks    



関関関関    連連連連    事事事事    業業業業    

各種各種各種各種イベントイベントイベントイベント    
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 最初の放鳥から５年が経過し、野外で暮らすコウノトリたちの中には、豊岡を離れて全国各地に舞い

降りる個体も増えてきた。各地でコウノトリを地域に迎えるために活動されている市民の方々が集ま

り、現在の課題を出し合い、今後の展望等について議論した。 

 

日 時：平成22年10月29日㈮ 14：00～17：30 

会 場：ホテル金波楼 

主 催：コウノトリ生息地保全協議会 

後 援：ＪＡ全農 

 

各地からの報告： 

 １． コウノトリと共に生きる倉敷づくり 

     津崎 賢 

     倉敷コウノトリの会 

 ２． 野生コウノトリ飛来で始まった愛媛宇和盆地の野生復帰助っ人大作戦 

     楠  健明 

     宇和コウノトリ保存会 

 ３． コウノトリを呼び戻す生き物育む田んぼづくり 

     堀江 照夫 

     水辺と生き物を守る農家と市民の会 

 ４． 渡良瀬遊水池をコウノトリの舞う湿地に 

     猿山 弘子 

     渡良瀬遊水地をラムサール条約登録地にする会 

 ５． 小浜市国富地区での取組みと今後の課題 

           ～コウノトリと人が共生できる豊かな自然環境を目指して～ 

     宮川 健三 

     国富の明日を創る会 

 ６． コウノトリと私 

     林 晴美 

     倉敷コウノトリの会・岡山県倉敷市 

 

特別報告： 

    韓国のコウノトリと生物多様性保全の現状 

     鄭 碩煥（チョン・ソックァン） 

     韓国国立環境保護機関 

 

豊岡からの報告： 

    豊岡湿地再生白書 

     宮村 良雄 

     コウノトリ湿地ネット 

 

ディスカッション１： 

    この取組みに必要なこと 

 

ディスカッション２： 

    広域ネットワーク 

    市民行動宣言へ 

 

 

 

関連事業 

コウノトリの生息地を全国に広げる市民かいぎ    
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 豊岡を出たコウノトリが国内で個体群へと発展していくためには、全国各地の自治体同士の連携が

欠かせない。コウノトリにとっても、人々にとっても気持ちの良いまちを日本全国に広げるため、コウ

ノトリの飛来をきっかけにして９つの地方自治体が手を繋いだ。  

 

日 時：平成22年10月30日㈯ 10：00～11：50 

会 場：じばさんTAJIMA ５階 豊岡鞄協会ホール 

参加自治体：新潟県佐渡市、宮城県大崎市、千葉県野田市、埼玉県鴻巣市、福井県越前市 

      福井県小浜市、岡山県倉敷市、愛媛県西予市、兵庫県豊岡市 

 

報 告Ⅰ：地域活性化の動き 

 １． マガンの里での地域活性化 

     伊藤 康志 

     宮城県大崎市長  

 ２． トキをシンボルとした島内活性化 

     髙野 宏一郎 

     新潟県佐渡市長 

報 告Ⅱ：コウノトリによる新たな胎動 

 １． コウノトリがまちに帰ってきた！ 

     奈良 俊幸 

     福井県越前市長 

 ２． 流域連携でコウノトリ・トキの復活を 

     根本 崇 

     千葉県野田市長 

 

 

関係自治体会議からの報告 
 

「国際生物多様性年」である2010年、 

コウノトリでつながった私たち９つの市が、豊岡に結集した。 
 

豊岡で野生復帰され、豊岡を飛び出したコウノトリは、 

私たちの想像以上の飛行能力で全国を巡り、 

気に入った場所を見つけて降り立った。 

そして、しばらく居ついてくれた。 

「コウノトリに選ばれたまち」 

それはイコール、 

生物多様性のポテンシャルの高さを意味しているのだと思う。 
 

不思議なことに、 

コウノトリがやってくると、人々が元気になり、地域が活気づく。 

だから私たちは、 

コウノトリが、いつもいてくれるようなまちをつくりたい。 

生きものへのまなざしを深めるとともに、 

まち全体を元気にしたい。 
 

それは、多くの生きものにとって、 

もちろん人間にとっても「気持ちのいいまち」と言えるだろう。 

同じような場所を日本のあちこちに広げ、 

日本全体を「気持ちのいい国」にするため、 

地方から手をつなぐ。 

「関係自治体会議」という名のもとで。 

関連事業 

関係自治体会議    
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日 時：平成22年10月30日㈯ 9：00～12：00 
主 催：第４回コウノトリ未来・国際かいぎ実行委員会 

参加費：各コース 2,500円（昼食付き） 

コース概要： 

 Ａ）コウノトリコース（参加者23人） 

     コウノトリの郷公園のほか、同公園の非公開ゾーンで、コウノトリの保護増殖を学ぶ。 

     じばさんTAJIMA → コウノトリの郷公園 → 非公開ゾーン（野上） → 市民会館 

 Ｂ）自然再生コース（参加者18人） 

     ハチゴロウの戸島湿地や田結湿地など、コウノトリを受け入れる自然再生の状況を学ぶ。 

     じばさんTAJIMA → ハチゴロウの戸島湿地 → 田結の湿地 → 市民会館 

 Ｃ）城崎温泉散策コース 

     火山活動が生み出した自然の造形美玄武洞や、人気の城崎温泉を巡る。 

     じばさんTAJIMA → 玄武洞 → 城崎温泉 → 市民会館 

 Ｄ）城下町出石散策コース 

     名物ガイドと一緒に、城下町出石の歴史ある町並みを巡る。 

     じばさんTAJIMA → 出石 → 市民会館 
※Ｃ，Ｄコースは参加希望がなく催行せず。 

各種イベント 

交流エクスカーション    

日 時：平成22年10月30日㈯ 18：00～20：00 

場 所：じばさんTAJIMA ２階 多目的ホール 
主 催：兵庫県、豊岡市 
共 催：第４回コウノトリ未来・国際かいぎ実行委員会 

協 力：八平だるま、有限会社山本屋グビガブ、たじま農業協同組合 

    サントリービア＆スピリッツ株式会社、アサヒビール株式会社、株式会社藤田食品 

参加者：132人 

参加費：3,000円 

市民交流会    

日 時：平成22年10月20日㈬ ～ 11月７日㈰ 

場 所：豊岡市立コウノトリ分科会 
主 催：第４回コウノトリ未来・国際かいぎ実行委員会 
共 催：横浜市立よこはま動物園ズーラシア、兵庫県立人と自然の博物館 
概 要：「ハズバンダリートレーニング」という、動物園での健康管理の一環で描かれたゾウの絵。 
    それは、飼育員の指示どおりに鼻でポーズをとれるか？という訓練でもある。 

しかし、その絵は、何故か惹き込まれるような不思議な魅力に溢れ、中には「ホントにゾウ
が描いたの？」と驚くような絵も。 
故・増井光子さんが園長を務めたよこはま動物園ズーラシアのインドゾウの女の子、チャメ
リーとシュリーが描いた絵や書を、コウノトリ文化館で展示した。 

ゾウのエココロ展    
～増井さんが愛した生きものたち～    
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フォトギャラリーフォトギャラリーフォトギャラリーフォトギャラリー    

Photo Gallery    
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豊岡市手話通訳者の皆さん 

本かいぎの行われた豊岡市民会館 文化ホールには 

各地からコウノトリを愛する多くの人々が集まった 

司会の中川記代美さん 

‐‐‐‐本本本本かいぎかいぎかいぎかいぎ‐‐‐‐    
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コウノトリ宣言 

フィナーレを盛り上げていただいた柳生博さん 「風」を熱唱していただいた毬穂えりなさん 

各地の生物多様性保全の取組みを紹介 

（文化ホール ホワイエ） 

故増井園長・故池田部長の功績を紹介 

（文化ホール ロビー） 

‐‐‐‐本本本本かいぎかいぎかいぎかいぎ‐‐‐‐    
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ロシア・中国・韓国から取組みの現状と課題が報告され、国際的な連携を深めた 

‐‐‐‐コウノトリコウノトリコウノトリコウノトリ分科会分科会分科会分科会‐‐‐‐    

‐‐‐‐関係自治体会議関係自治体会議関係自治体会議関係自治体会議‐‐‐‐    

国内から9つの自治体が集まり、コウノトリの生息地拡大に向けた連携を確認し合った 

OSAKI   SADO   ECHIZEN   OBAMA   SEIYO   KURASHIKI   KONOSU  NODA    TOYOOKA  
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各地でコウノトリを迎えるために活動されている25の市民団体を中心に、80名の方々が参加 

コウノトリの生息地拡大に向けた今後の展望等について、議論を深めた 

‐‐‐‐コウノトリコウノトリコウノトリコウノトリのののの生息地生息地生息地生息地をををを全国全国全国全国にににに広広広広げるげるげるげる市民市民市民市民かいぎかいぎかいぎかいぎ‐‐‐‐    

全国各地から豊岡に集結 

‐‐‐‐市民交流会市民交流会市民交流会市民交流会‐‐‐‐    

極上の演奏で参加者を歓迎 

岡本順子さん(ピアノ)、上田賢一さん(フルート) 

様々な立場の参加者が、想いを語り合った 

‐‐‐‐ゾウゾウゾウゾウののののエココロエココロエココロエココロ展展展展‐‐‐‐    

よこはま動物園ズーラシアのゾウ、チャメリーと

シュリーが描いた絵画は、来館者の目を引いた 
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4th International Conference on the Future of Oriental White Storks    
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4th International Conference on the Future of 4th International Conference on the Future of 4th International Conference on the Future of 4th International Conference on the Future of 
Oriental White StorksOriental White StorksOriental White StorksOriental White Storks    

Re-embedding our livelihood into ecological system through storks conservation 

REPORT 

The Organizing Committee of 
4th International Conference on the Future of 

Oriental White Storks 

2010 Hyogo Toyooka JAPAN2010 Hyogo Toyooka JAPAN2010 Hyogo Toyooka JAPAN2010 Hyogo Toyooka JAPAN    

Sponsors / Hyogo Prefecture and Toyooka City 

Co-sponsors / Association of Reintroduction for Oriental White Storks 

Supervision / The Organizing Committee of 4th International Conference 

             on the Future of Oriental White Storks 

Chair Person / Yoshihiro HAYASHI (Director, Yamashina Institute for Ornithology) 

Vice Chair Person / Kazuo MIYAGAKI (Chairman of Foundation of 

                                                                  Tajima Furusato Zukuri Association) 

Committee members/ Shigeru YASUDA (Director, Association of Reintroduction for 

                                                                    Oriental White Storks) 

          Norio NAKATSUKA (Director General, Tajima District Administration Office) 

          Muneharu NAKAGAI (Mayor of Toyooka City) 

Advisers / Satoshi YAMAGISHI (Honorary Director, Yamashina Institute for Ornithology 

                                                     Director, Hyogo Prefectural Homeland for Oriental White Storks) 

Supporters / The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries， 

                      The ministry of Land Infrastructure and Transport，The Ministry of Environment， 

                      The agency of Cultural Affairs，Yamashina Institute for Ornithology， 

                      Wild Bird Society of Japan，Japanese Society for Preservation of Birds， 

                      World Wide Fund for Nature Japan，Ramsar Network Japan， 

                      The Nature Conservation Society of Japan， 

                      Foundation of Tajima Furusato Zukuri Association，White Storks Fan Club 



Venue / Toyooka City Hall 
Date / 30th October 2010 13：00～16：00 
 
 THE DECLARATION OF OPENING Yoshihiro Hayashi (Chairperson of organizing committee)   1 
 OPENING REMARKS  Toshizo Ido (Governor of Hyogo Prefecture)   2 
    Muneharu Nakagai (Mayor of Toyooka City)    3 
 MESSAGE   His Imperial Highness Prince Akishino     5 
 CONGRATULATORY SPEECHES Daisuke Yoshida (Deputy Commissioner,    6 
       Agency for Cultural Affairs) 
 PROGRESS REPORT ‘For Establishing a Sustainable Population of Oriental White Storks in the Wild’  7 
    Satoshi Yamagishi (Director, Hyogo Prefectural Homeland for 
       Oriental White Storks） 
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Workshops 
 

○Workshop on Oriental White Storks 
      “International Cooperative Strategy for Conservation of Oriental White Storks” 
       Date / 30th October 2010 
       Venue / Multi-purpose hall at ‘Jibasan-Tajima’ 
       
○Workshop on Environmentally Friendly Farming Method 
   “The 1st International Conference for Enhancing the Biodiversity in Agriculture (ICEBA 2010)” 
    Date / 2nd July 2010 – 4th July 2010 
       Venue / Toyooka City Hall 
 
○Workshop on Environmental Economy 
   “Biodiversity Conservation and Private Sector” 
    Date / 26th April 2010, 14th May, 11th/ 25th June and 6th August (5 workshops in total) 
       Venue / SMBC Park Sakae (Nagoya, Aichi Prefecture) 
 
○Workshop on Our Future Generation, Children 
   “Learning About Paddy Field – Perspective from Children” 
    Date / 9th August 2010 
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○Citzens forum for enhancing the habitat for Oriental White Storks  
       Date / 29th October 2010 
       Venue / Hotel kinparo 
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       Date / 30th October 2010 
       Venue / Multi-purpose hall at ‘Jibasan-Tajima’ 
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       Date / 30th October 2010 
       Venue / Toyooka city 
 
○Citizen’s communication meeting 
       Date / 30th October 2010 
       Venue / Multi-purpose hall at ‘Jibasan-Tajima’ 
 



THE DECLARATION OF OPENING 

Yoshihiro HayashiYoshihiro HayashiYoshihiro HayashiYoshihiro Hayashi    
The Chairperson of the Organizing Committee of 4th International 

 Conference on the Future of Oriental White Storks 

In the eminent presence of His Imperial Highness Prince Akishino and Her Imperial Highness Princess Akishino , 
we hereby begin the 4th International Conference on the Future of Oriental White Storks. 
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OPENING REMARKS 

Toshizo IdoToshizo IdoToshizo IdoToshizo Ido    
Governor of Hyogo Prefecture 

  

I am delighted to host the 4th International Conference on the Future of Oriental White Storks in the presence of 

His  Imperial  Highness Prince Akishino and Her Imperial Highness Princess Akishino and with all  the 

participants from all over Japan. 

 

I would like to offer my sincere condolences to Dr. Mitsuko Masui, former director of Homeland for Oriental White 

Storks and Dr. Hiroshi Ikeda, former research director of Homeland for Oriental White Storks, and express my 

gratitude for their immense work and effort that they put for the conservation of Oriental White Storks. 

 

The re-introduction of Oriental White Storks is such a special project in a sense that these storks inhabit in the 

vicinity of human society not in the pristine environment which is unreachable for humans. 

 

For this reason, we have worked not just to re-introduce this specie to the natural environment but also to create 

a society that human can live in harmony with nature with various stakeholders, including government and civil 

society. Above all, the local governments have promoted the improvement of habitat for the storks, development of 

‘Storks Friendly Farming’, water pooling of the paddy field during winter, and planting the dikes as a part of 

comprehensive environmental improvement project. The ‘Storks Friendly Farming’ has spread from 0.7ha to 

350ha during this 5 years. 

 

Currently there are 44 storks flying in the sky of Toyooka thanks to these projects. We are making our dream of 

bringing back the storks come true and this is why we need to make our next step by scrutinizing the result that 

we have achieved during these years. There are four key issues for the success. 

 

First key issue is the creation of human society that can exist in harmony with natural environment. Securement 

of new feeding ground is a pressing issue since the number of storks are increasing steadily every year. There are 

other  parts  of  Japan,  such as  Fukui  prefecture,  Okayama prefecture and Ehime prefecture,  where  the 

conservation movement has started by the NGOs and civil societies.  We need to further promote the coordination 

with these prefectures and promote the harmony between the human society and nature by using storks as its 

symbol. 

 

The second key issue is the accumulation of research on the conservation of storks not just in terms of their 

ecology but also from the social science perspective. We will put further effort on research on the conservation of 

Oriental White Storks and settlement of storks by coordinating our research with other researchers abroad under 

the leadership of Dr. Satoshi Yamagishi.  

 

Thirdly, we need to raise publicity on the conservation of various endangered bird species. By disseminating the 

information accumulated in the Homeland for Oriental White Storks, we will contribute to the conservation of 

endangered birds. 

 

Fourthly, we will create the linkage between wildlife conservation and community development. In April 2010, 

the Sanin Coastal line became a member of Global Geopark Network which was established by UNESCO. The re-

introduction of Oriental White Storks has been estimated to provide an economic effect of one billion yen. We 

want to further promote regional development by attracting tourists through Storks and Sanin Coastal Line. 

 

During this conference, the lecturers and discussant will provide a summary of the achievements and future 

prospects on their activities bringing various points of view. We sincerely hope that this will promote our vision to 

live in harmony with nature. 

 

I hope my best wishes for you for this conference with many fruitful results.  
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OPENING REMARKS 

Muneharu NakagaiMuneharu NakagaiMuneharu NakagaiMuneharu Nakagai    
Mayor of Toyooka City 

  

We are delighted to host this international conference with the attendees from various part of Japan, and 

especially in the presence of His Imperial Highness Prince Akishino and Her Imperial Highness Princess 

Akishino. As a welcome speech I would like to recite my poem about the Oriental White Stork. 

 

 

 

POEM 

- The Song of Stork - 

 

 

 

Recently we have lost, Dr. Hiroshi Ikeda and Dr. Mitsuko Masui who were most important figures for our storks 

conservation project and our fellow colleagues. The loss is so great that it is difficult to heal. This loss However we 

have to keep their work going since they passed on their mission to us. 

 

I sincerely hope that this international conference will give new directions for the next decade to come. Thank you 

again for your attendance and my best wishes for this conference.  
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The Song of Stork  

by Muneharu Nakagai 
 

Someone is calling me. Someone is expecting me. 
There are people eagerly waiting for my birth. 

 
In the corner of the beautiful blue planet, earth, a new life was born. 

In the middle of the paddy field of Toyooka, nest on the top of the iron pole, a new life was born. 
The father Stork flies around the sky proclaiming the birth of new life. 

A new life is born. A new life is born. 
I am so happy. I am so happy. 

   The people around the dike are watching the birth.  
They are waiving their hands and saying, congratulations, congratulations. 

There are people hailing, clapping their hands, tossing their drinks. 
Songs of best wishes from every corner of Japan flooded Toyooka. 

Why a birth of such a small life has such significance? 
There is a reason for it. 

Once upon a time, the storks were living in the top of the pine trees in Toyooka. 
They loved the paddy field with full of frogs, cat fishes and loaches. 

They competed with school children for their fishing ability. 
But one day all the children disappeared all the sudden. 

Humans are hunting the storks. 
Humans are cutting down the pine tree. 

Humans are killing the insects and fishes with the chemical toxins. 
One child screamed and said, why, why is this happening. 

Frogs catfishes, loaches are all gone. 
Storks are gone. Are we going to disappear too? 

I want to eat safe rice containing no chemical toxin.  
I want to go fishing in the river. I want to live with the storks. 

Yes, let’s plant trees in the mountain, let’s bring back frogs in the paddy fields,  
let’s bring back fishes to the river. 

After long long time, humans started to plant trees, humans ceased to use chemical toxins. 
Humans created rivers full of fishes. 

Finally the storks came back to Toyooka. 
In the nest, the father stork and mother stork are working hard to nurture their chicks. 

When it rains heavily, the father stork becomes the protection against the rain. 
When sunshine is strong, the mother stork becomes the protection against the sun. 

I am hungry dad. Here you go, dig into this catfish. 
Dad! It is too big, we cannot swallow such a big one. 

Craws are attacking, give me the chicks. 
Black Kite are attacking, give me the chicks. 

The mother stork chases them off. 
The people around the nest are walking on their tiptoe so that they will not disturb the breeding.  

They are watching over. 
Butterflies are flying, Dragonflies are flying, Tajima cattle are moving slowly. 

The chicks are growing. 
The mother stork tells the chicks, you are big enough to fledge. You have to leave this nest. 

The chicks peak out of the nest, mom it’s too high, we are scared. 
A gentle breeze came and took their wings. 

Chicks started to glide, but screaming, we are scared, we are scared. 
The giant-salamander came from nowhere and looked up to the sky. 

Oh you guys are lucky. I wish I could fly too. 
I am living in the bottom of the river. But this is me. You have your own way. 

Be brave! You must fly, the skies are so clear. 
The chicks started to spread their wings in the skies and jump. 

First jump was a small leap, but the next one became bigger, and third time was much bigger. 
After 13 trials, 7 storks came to the nest and said, be brave, don’t be afraid. 

Their wings were turned into winds and their heart became united with the sky. 
The chicks flew to the sky. 

The mother stork and father stork came and they all flew together. 
They came down to the paddy field. 

In front of their eyes, there were abundant loach, frog and catfish. Snakes came out too. 
The paddy fields in Toyooka are full of life. 

Oh watch out the storks coming. Hide hide quickly otherwise they will eat us. 
Oh watch out the children coming. Hide hide quickly otherwise they will catch us. 

Storks are making the cluttering noise, salamanders are stretching their backs, every one is stretching together. 
The city of Toyooka is full of life. 
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MESSAGE 

His Imperial Highness Prince AkishinoHis Imperial Highness Prince AkishinoHis Imperial Highness Prince AkishinoHis Imperial Highness Prince Akishino    
 
  

I am most delighted to attend this 4th International Conference on the Future of Oriental White Storks in 

Toyooka with various participants from all around Japan and the world. 

 

I attended this conference in 1994 and 2005. I was very moved by the conference in 2005, when I released the 

stork in the sky of Toyooka after its absence of 34 years. 

 

5 years has passed from 2005 and I heard that there are more than 40 storks flying in the sky of Toyooka. 

 

It is very encouraging to know that people are working hard to create a society which can live in harmony with 

natural environment through various projects such as implementation of ‘Storks Friendly Farming’. 

 

As you all may know, the storks became extinct in Japan 39 years ago. 

 

Re-introduction of specie which became extinct has been receiving attention not just from Japan but also from 

abroad as well. 

 

This testifies that an environment which can be inhabited by such a big bird is an environment which we humans 

can live with peace and security. Moreover it testifies that the message that this conference is disseminating has 

been received and accepted by general public. 

 

I believe that this conference bears great significance since various researchers and activist from all over the 

world are convened together to discuss the economic, social and cultural importance of re-introduction project 

under the theme of ‘Bringing back storks brought back more’.  

 

Especially I would like to express condolences to both Dr. Hiroshi Ikeda and Dr. Mitsuko Masui. Their 

contribution to this re-introduction of storks is immeasurable. 

 

Finally I hope that the 4th International Conference on the Future of Oriental White Storks will be fruitful and 

the rich environment in Toyooka will be promoted to other parts of Japan. 
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CONGRATULATORY SPEECHES 

Daisuke YoshidaDaisuke YoshidaDaisuke YoshidaDaisuke Yoshida    
Deputy Commissioner, Agency for Cultural Affairs 

  

I am most delighted that this 4th International Conference on the Future of Oriental White Storks is hosted in 
Toyooka in the presence of His Imperial Highness Prince Akishino and Her Imperial Highness Princess Akishino. 
 
In Edo-period (1603-1868), the Oriental White Storks were found everywhere in Japan. However the population of 
this bird dropped rapidly during the Meiji-period (1868-1912) which succeeded Edo period due to mass destruction 
of their habitat. In 1971, last wild Oriental White Stork disappeared in this Toyooka Basin resulting in the 
extinction of storks in Japan.  
  
Foreseeing the extinction of this bird, the people of Toyooka with support from the local government, started to 
act for the conservation with an attempt to breed under captivity. 
 
The path of breeding under captivity was never smooth, however due to the continuous effort by those who were 
involved, in September 2005, we were able to re-introduce the Oriental White Storks into the skies of Toyooka in 
presence of His Imperial Highness Prince Akishino and Her Imperial Highness Princess Akishino. After this 
historical moment, the reintroduction project has progressed steadfastly which resulted in more than 40 storks 
living in the wild. 
 
Oriental White Storks are academically precious as a cultural property and has a global significance. The Agency 
of Cultural Affairs have designated storks as a ‘Special National Treasure’ and worked on their conservation. 
 
When the artificial breeding was started in 1963, considering the importance of Oriental White Storks, our 
agencies have supported this by implementing complementary projects. 
 
Similar scheme is implemented for Crested Ibis in Sado Island, Niigata Prefecture. Our agency strongly believes 
that it is very important to conserve these endangered birds. 
 
We believe that the citizens and the local and national governments are the foundation for the conservation 
movement which leads to the advancement of mankind's well-being and culture. 
 
Both  the  Hyogo  Prefectural  government  and Toyooka Municipal  Government has  contributed greatly in 
conservation of Oriental White Storks though establishment of Homeland for Oriental White Storks. I heard that 
there are various projects implemented, such as ‘Storks Friendly Farming’ and proposal of new brand. I would 
like to express my gratitude for these endeavors. 
 
In 2010, we lost two most important figures for the conservation of Oriental White Storks, Dr. Hiroshi Ikeda and 
Dr. Mitsuko Masui. Dr. Masui headed the Homeland for Oriental White Storks since 1999 and Dr. Ikeda who lead 
the research unit in this center. 
I would like to express my gratitude for their immense contribution and offer my condolences. I have no doubt 
that their spirits are inherited by future generation and the stakeholders. 
 
Finally I sincerely hope that this conference will be fruitful and will shed the light on to the future of the Oriental 
White Storks. Moreover, I would like to thank those who have worked hard for this conference, especially those 
from the Hyogo Prefectural government and Toyooka Municipal Government. 
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PROGRESS REPORT 

For establishing a Sustainable Population 
 of Oriental White Storks in the Wild    

Satoshi YamagishiSatoshi YamagishiSatoshi YamagishiSatoshi Yamagishi    
Director, Hyogo Prefectural Homeland for Oriental White Storks 

We have analyzed the existing Oriental White Stork population that were established by the released birds in the 
countryside of Toyooka City, focusing on the following six viewpoints. 

 
1. Methods of reintroduction  
2. Breeding ecology 
3. Dependence on the artificial for food 
4. Increase of Population size 
5. Dispersion 
6. Genetic diversity 

 
Released Oriental White Storks formed 7 pairs and each pair established a territory (A - G) in rural area of 
Toyooka City.  Average distance between the neighboring nests built within the 7 territories is 2.7 km. 
 
The pair stork, for example pair A that has territory in Toshima Wetland, stays all day long there during the 
breeding season, but in the non-breeding season, they often move outside of their territory and fly to Prefectural 
Park of Oriental White Storks (called hereafter as POWS). 
 
Why do they fly to POWS?  
 
Fish are distributed once every afternoon to flightless storks (their feathers partially cut down) for display to the 
public in an open cage of POWS.  It can be logically explained with quantitative data that storks forming pairs in 
the field depend on POWS for food during winter when their prey animals are in shortage.  Once the breeding 
season starts, however, they can and cannot but search their territories for food for themselves and for their 
chicks.  Thus their dependency on POWS drops down in the non-breeding season.  On the other hand, single birds 
are clearly divided into two categories, complete dependant and complete non-dependant.  Anyway, it can be 
concluded that storks in the field are dependent on the artificial in a considerable degree.  It must be that prey 
animals are in shortage in the field of Toyooka.  This state of affairs should be improved in near future. 
 
A group of storks were recorded in shallows of the Maruyama River in 2008 and 2009.  As they were all banded 
and hence individually identifiable, we know that 91% of the birds were sub-adults.  And those groups 
disappeared within a day.  This fact suggests that the stork-group is formed tentatively in a given site where the 
density of prey-fish is temporarily high. 
 
Before this was evidenced scientifically by our organization, we were put in an illusion that the stork has a “social 
system of flock.”  But now we clearly know that the Oriental White Stork has a “social system of territory” and the 
group are formed temporarily by young birds. 
 
Now there are more than 40 storks living in the field of Toyooka. They are composed of birds released by our 
organization, their sons, daughters and immigrants from Asian Continent. 
 
Five point 4 chicks fledge and 1.8 dies per average year. Thus the population is increasing by 3.6 birds a year.  We 
can expect that the population of storks in the field is to increase hereafter also. 
 
Some young birds often have trips all around Japan.  Three of them stay outside of Hyogo Prefecture for a long 
time and have not returned yet.  It indicates the possibility that storks may spread all over Japan in near future. 
 
Moreover, the storks connect this country with foreign nations on Asian Continent. 
 
Russia has the largest population of the Oriental White Stork on earth. This population must have relatively 
higher growth rate.  As a result of this, this population is thought to function as the ‘source’ in an ecological term, 
i.e. population that pushes or provides birds to other populations called ‘sink’. 
 
From this source population, some wild storks fly to Japan, China and Korea.  ‘Hachigoro’ and ‘Ehime’ are the 
examples of them. It is important to recognize that we are connected to the world by the storks. The stork 
population in Toyooka is only part of the global network of the world-wide dispersed stork populations. 
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In ecology, we call this network of populations as ‘meta-populations’. Until now, we have carefully avoided 
inbreeding when new pairs are formed.  In addition, there was a successful pairing and breeding between the 
released bird and that comes from the source population.  It clearly indicates that the genetic diversity of our field 
population is increasing. 
 
We have placed the past 5 years as ‘experimental release phase in the process of our reintroduction program.’  
Now, the ‘full-scale reintroduction phase’ is to start.  We expect that the stork population size will increase 
hereafter involving up-side and down-side fluctuations until it arrives at some stable point, which will probably be 
determined by availability of food. 
 
We urgently are requested to plan the grand-design of the full-scale reintroduction of the stork.  We must 
establish a sustainable wild population of this bird species here in Toyooka. 
 
In summary, targeting the successful stork reintroduction, we need to prepare a management scheme of the stork 
population in the field. 
 
The problems we have to solve are as follows. 

1. Promotion of independence of the storks in the field 
2. Equipment and management of habitat for the storks 
3. Reconstruction of domestic and international meta-population structure  
 

For reconstruction of meta-population structure we need to promote not only the expansion of domestic 
populations but also reinforcement of  the international link. 
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VIDEO MESSAGE    

Ahmed DjoghlafAhmed DjoghlafAhmed DjoghlafAhmed Djoghlaf    
Executive Secretary, Secretariat of Convention of Biological Diversity 

Ladies and Gentlemen,  

Good morning. I had an immense privilege to visit Toyooka city in Hyogo prefecture at beginning of this year. So I 

have witnessed an extraordinary effort done by local authorities and by the people of Toyooka regarding the 

rehabilitation of this emblematic species, Oriental White Storks. I’ve seen how people of the city and prefecture 

will very proud to see the rehabilitation and seeing this emblematic bed flying in the sky of the Toyooka city and 

Hyogo prefecture. So, I would have loved to be with you today, at occasion of 4th International Confidence on the 

Future of the Oriental White Storks. Unfortunately, this has not been possible. I want therefore to convey to you 

how grateful I am for the people and under the leadership of the mayor of Toyooka about great achievement and 

example that you are setting for the other part of Japan, other cities, other prefectures but I will say also for the 

world in general and how extinct species has been reintroduced with all the necessary support from all sector of 

economy and how also this rehabilitation of Oriental White Storks has facilitated to revival of the economy 

tomorrow, the Green Economy, and how now the Oriental White Stork is the emblem of the new prosperity of 

Toyooka city and Hyogo prefecture. Your meeting is taking place when we have just finished here in Nagoya 10th 

meeting of the Conference of the Parties. New strategic plan has been adopted, a new protocol has been adopted, 

plan of action on cities and biodiversity has been adopted with urban biodiversity index. So I sincerely hope that 

your meeting today in a Toyooka city will also set example for other city in the world to do the same, to rediscover 

the natural capital and rehabilitate this capital when and if destroyed. So wanted to wish you and successful 

meeting and will look forward to receiving the report of your meeting and be able to share it with other cities of 

the world in order to follow the example of Toyooka city. So, congratulation in advance. 
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KEYNOTE LECTURE Ⅰ≪Current Issues and Challenges≫ 

The Economics of Ecosystem and Biodiversity 

Pavan SukhdevPavan SukhdevPavan SukhdevPavan Sukhdev    
Special Adviser & Head - Green Economy 
Initiative & Study Leader - TEEB, UNEP 

Your excellences, ladies and Gentlemen.  
 
The project that I lead for the United Nations Environment Program is called TEEB, The Economics of 
Ecosystems and Biodiversity. The birth of TEEB was in 2007 at a meeting of the ministers of the G8 plus five 
nations, including of course the minister from Japan. Then they decided that just as it was possible for a strong 
case to be made for early action on climate change by the Stern Review, the Stern Review on climate change, so it 
should also be possible to make a similar economic case for nature and for nature conservation. As a result the 
TEEB project was born, and in COP9 in Bonn in Germany in 2008 we presented our interim report, which was 
also published in Japan and translated into Japanese. We also showed that, in another report a few months later, 
there are strong connections between climate change and biodiversity. Including the fact that the best form of 
protection against climate change was mitigation using forest and that the best forms of adaptation were also to 
restore ecosystems and to enhance the storey of carbon as well as to make use of nature as a defensive and as a 
means of supply of food and fuel and water.  
 
We have launched the five reports, the final reports of TEEB at Nagoya over the last week . 
The key problem that TEEB tries to address is of the economic invisibility of nature. Human knows and values 
and respects nature, we are human beings only because we are part of nature, we can only continue to be human 
if we live in harmony with nature and yet our economic systems forget that and our political systems forget that 
and as a result of that we have the problems that we face.  
 
The main cause of this is that when we are making decisions as for example in South Thailand decisions to 
convert mangrove forests along the coast line into shrimp farms, the decision is biased only on private profits and 
not on public wealth. Let me give you an example because there the private profits from shrimp farming were 
estimated at $9,600 over the 10 years period but the public benefits which are for the local community to collect 
fuel wood, fuel wood for their homes so that they can cook that were calculated as only $584. So the logical answer 
was to convert mangroves to shrimp farms. If you look further into this, the reality is that the profits are mostly 
government subsidies so in fact the comparison is only $1200 compared to $584. Moreover if you look even further 
into the problem then we find that the benefits that are coming from the mangroves to the local communities 
include protection from storms and cyclones as climate changes and they include fisheries because mangroves are 
suppliers of fish to the local communities and if we put a value to those then that has been estimated at almost 
$12,000. In addition at the same time if we recognize that the shrimp farm goes unusable after 5 or 6 years 
because of salt deposition and chemical depositions it cost almost $10,000 to restore it. Now please look at the 
trade-off, it’s not plus $9,000 versus $584 it is actually minus $11,000 versus plus $12,000. The reason for this 
completely different calculation is because here we have taken the lens, here we have used the view of public 
wealth, what is good for the people and what is in the economic benefit of the people and not only the narrow view 
of what is good for the company and by doing that we have come to a different answer which is not to convert 
mangroves to shrimp farm, but to keep the mangroves for the benefit of the people. This is an example of the 
economy of nature, this is an example of serving the interest of the people by working in harmony and nature but 
with the right thinking and with the right lens.  
 
This challenge gets of course even bigger if we apply it to the world globally because the social costs of doing 
business are several trillion dollars according to the calculations lately that I have received.  
 
One of our key findings that in fact the one that has attracted the most international attention is the deep 
connection that we have proved between poverty and biodiversity. We have found that poverty and biodiversity 
are closely connected, it is not the case that biodiversity and nature is a luxury for the rich, it is fact the case that 
they are a necessity for the poor. The examples we calculated in three countries Indonesia, India and Brazil 
showed that ecosystems services, like flood prevention and draught control and nutrient and water flows from the 
forest to the fields all these were valuable but only 10-20% of GDP. So, we recalculated them in terms of what 
they were as a percentage of the GDP of the poor who received these services in other words subsistent farmers,  
who depend on these services. If you workout the livelihood total of the poor farmers and of those who depend on 
forest, in fact 45-90 percent of their livelihoods comes from ecosystem services and natural capital. 
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The TEEB project has a few key recommendations in each of the areas to dealing with policy makers 
internationally, to dealing with policy makers locally, to dealing with business and to dealing with investment, so 
I will mention each one of these.  
 
We measure national progress in GDP and in growth in GDP terms. Unfortunately GDP does not capture, does 
not calculate a lot of what matters to people. It does not calculate the quality of your soil, it does not calculate the 
health of your people, it does not calculate the extent of education of your people. That is why GDP is not a good 
enough measure. 
 
The second recommendation we have the most important one for business is that it is possible and therefore 
necessary to measure and annually disclose the impacts of the company on nature and then to manage them 
down. 
 
Finally, we have for local and regional governments many, many, many recommendations and I’m here with you 
in Toyooka City to talk about some of these. In TEEB report we have five recommendations but here I would like 
to present three; i) regional planning, ii) evaluation of protected areas for the benefits that they provide and iii) 
certification, eco-certification. 
 
What we say is that when valuing nature be careful not to monetize it, be careful not to treat nature like it is just 
something on a supermarket. You go to a supermarket you can buy eggs, bread, milk but you cannot buy nature, 
it’s not for sale. It’s important to start by recognize value. You can recognize value for example the spiritual value 
that you get from nature.  
So we can just recognize value and change policies but sometimes you need to demonstrate value, you need to 
show that it has an economic impact in order to change policy. You can show that by calculating for example soil 
erosion, that tree that is on the sloping soil. That is an example of soil erosion prevention which is provided by 
forests. If we don’t have the forests then soil will erode, that means the nutrients will have to be replaced, you will 
have to spend money buying fertilizers, nitrogen, phosphorus, potassium fertilizers that cost money, but nature 
provides it free. So we should value what is coming through free.  
 
So TEEB is not about just putting a dollar sign against nature, TEEB is about recognizing the value, 
demonstrating the value, and capturing the value of nature, in our thinking and in our policies and in our 
business.  
Another way of looking at our approach is these three types of valuation. Recognition by society, demonstration by 
economist, and capture by mechanisms, result in all of the recommend five strategies that we have got, TEEB has 
recommended regional planning, legislation change, certification, eco-certification, evaluation of protected areas 
for the benefits that they provide, and Payments for Environment Services and each of these, are in a different 
space because regional plans and legislation can be purely in the policy space, you may not need economics for 
that. Then you come to certification and protected area valuations where you do need to make economic estimates 
and it will help in budgeting, and then there is Payments for Environmental Services, which are like markets but 
it’s not a marketplace. Finally, there is a small box, orange box of markets there are some markets and of course 
there are some products that go to the market food, and fuel and fiber, definitely go from nature thru us to the 
markets.  
 
We have also in this report for local governments devised a standard 6 stage procedure. Were we first say you 
must sit down and agree amongst all the stakeholders, community and the government and the local business and 
the NGO’s, sit down and decide what are the key policy issue involved, first step. Second step, identify which 
other services which are important. Is it fresh water? Is it tourism? What are the services? Is it pollination by the 
bees and the insects? Is it the provision of fuel wood from the forests etc? What other services that are important, 
write that down. Then work out what information do you need, what information do you have, and what new 
information do you need to calculate these values. Then go ahead and actually make the assessment, and then 
once you have done the assessment then work out what policy changes, what are the options with you to make the 
policy changes. The last step is also very important because many of these situations are in developing countries. 
Also work out how it benefits the poor, it’s not just a question of GDP, but also to whom the benefits flow, whom 
benefits is important. 
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Today as we have completed the TEEB study I find many, many demands are been made of us and these demands 
are really of six categories. Many developing countries have come to us including Uganda, Tanzania, Angola and 
so on, and they have asked for support in developing expertise on the ground. You have the expertise here in 
Japan, we have in India and UK and so on, but most countries do not have environmental economist, they do not 
have the people who have the expertise to work out these issues and give recommendations, so we need to help 
them build the expertise.  
Then there is request for coordination and support from countries who have already decided to take forward the 
TEEB approach and implement TEEB thinking in their countries. Brazil who is actually a biodiversity super 
power, and almost the global capital of natural capital. Brazil has decided to adopt the TEEB project and prepare 
a Brazil TEEB. India has decided to do an India TEEB. Many institutions and the government in Japan are 
discussing the possibility of doing this here as well.  
Of course as I mentioned the third request is coming to support the World Bank project which has just been 
announced three days ago, which is to get countries to start recording natural capital. Those of you who are in 
business will know that you must put your balance sheet in order, which means your assets and liabilities must 
be recorded. The biggest assets for most countries are natural capital, and yet no country records this biggest 
asset, that cannot be a way forward, we know that, everyone knows that and the answer is to move towards green 
accounting, green GDP, to be able to amend and adjust the accounts of society so that they include nature and 
natural capital, this is possible and this is the work that my colleagues and I at the GIST foundation have done in 
India.  
The fourth item is to estimate the impacts of business, both positive and negative. When business does CSR or 
protects the forest, and there are more than I think 40 cases that came to us from Japan, of companies protecting 
forests or looking after forests, they create value for society, if they do mining in Indonesia or Malaysia or 
whatever, they reduce value for society. Now these are things that can be done voluntarily by companies and 
there is no law against it or for it, but you have to record these impacts of the company on the outside world and 
on society and in doing so we will improve transparency, improve the understanding of stakeholders, and improve 
the willingness of people to support good companies.  
Finally of course we have to communicate the value of nature to society, because local governments and national 
governments can only make changes in policy if people support them. Because the people of Toyooka City support 
the idea of the white stork and its introduction, therefore it is possible for the prefecture to make grants to 
farmers, and therefore it is possible for business to be involved, and you can see the good results. So, you need 
peoples support, and we need that education, that understanding to be communicated to people at all levels, so it’s 
a very important aspect to communicate.  
 
I think the role that a local government can play is very important in three of these areas. One is in helping 
national governments prepare their country TEEB studies. So when Japan begins, your prefecture and others 
should get involved by submitting case studies. 
The second aspect is you must give examples from your own businesses, where you have nature based business. 
How did they work? Did they fail? 
Thirdly, you have a very important role in communication. I noticed in Toyooka that you have the nature 
education centre which is at the conservation park that you have established here, are means of education, so 
more of this has to be done.  
 
Furthermore, film is a great way of education, media is a great way of education. The TEEB study was 
highlighted in the “Economist” magazine, just before Nagoya. In the BBC news business a few days back, when 
we launched the study, we were the top new story for a whole day, in the BBC news page. It’s been picked up in 
the Washington Post, it’s been picked up in Le Monde, in France. 
Thank you very much. Do visit our website. All the best to you and to Toyooka City.  
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KEYNOTE LECTURE Ⅰ≪Current Issues and Challenges≫ 

Living with Storks    

Muneharu NakagaiMuneharu NakagaiMuneharu NakagaiMuneharu Nakagai    
Mayor of Toyooka City 

The Maruyama River runs through the city of Toyooka, Hyogo prefecture, Japan. On one hand, this river is a 

beautiful river which reflects the surrounding mountains with its mirror-like surface; on the other hand this river 

is very dangerous river, often causing floods due to its poor drainage. 

 

However this poor drainage functioned as a reservoir of biodiversity which is represented by Oriental White 

Storks by making wetland. 

 

When the Oriental White Storks stretch their wings, their width is more than 2m. Storks nest on the top of pine 

trees in the Satoyama, and utilizes the paddy fields and shallow waters as their feeding grounds. They are 

carnivorous birds which prey on frogs, catfishes, loaches and carps. Storks were common bird all around Japan in 

the past; however due to various anthropogenic factors, ex. hunting, river and land improvements, their number 

dropped dramatically during the last century and this century. Spread of chemical fertilizers after the Second 

World War gave a final blow to it’s’ population and they became extinct. 

 

In 1965, the citizens of Toyooka launched conservation movement just before the total extinction of storks. The 

movement put out an effort to breed the storks under captivity. For nearly quarter of century the movement was 

without any success however; first chick hatched in 1989 after receiving 6 new young storks from Khabarovsk, 

Russia. After this first chick, the storks’ population in Toyooka has steadfastly increased. Currently there are 100 

storks under captivity and 44 in natural environment. 

 

To bring back the storks, the people of Toyooka spent a vast amount of energy, cost and time. There were three 

reasons for taking this endeavor. Firstly, the re-introduction was a promise made between our community and 

storks. When we took storks under captivation in 1965, we made a promise to the storks that we will return them 

back to nature and will enable them fly freely.  

 

Secondly, the population of the oriental white stork is estimated to be only about 3,000 on entire earth. We want 

to make a contribution to the conservation of the endangered species through the re-introduction project.  

 

Thirdly, and most importantly, we want to restore a rich environment which enables even a big carnivorous bird 

like storks can to survive.  

 

To meet these goals, we have established various facilities like Homeland for Oriental White Storks, and Cultural 

Centre for the Oriental White Storks and various projects. 

 

For example, we have established biotopes in the paddy fields so that the storks can use it as feeding ground and 

developed farming method called ‘Storks Friendly Farming’ which does not rely on usage of chemicals for its 

production. 

 

Thanks to these efforts, 5 storks were released in 2005 and the first chick fledged in 2007. 

 

This is an ongoing project. The wetlands in Maruyama River were regenerated as a part of the flood control 

project. This has been used by the storks as feeding ground. 

 

Moreover, we have created a protected area around the Toshima district since it was used as a feeding ground by 

one special stork named ‘Hachigorō’ which came from Russia and now we are working to register this protected 

area as a Ramsar Convention site. 

 

This effort is proceeding to a next phase which aims to further enhance linkage between environment and 

economic activities which culminated in the creation of ‘Environment-Economy Strategy’. This is a strategy to 

accumulate the success cases. 

 

For the environmental activities to be sustainable, it is important to be backstopped by sound economic activity. 

For our livelihoods to be sustainable, it is essential to have sound economy, a vibrant one. We want to create 

virtuous circle where improvement environment creates new business chances and this new economic activity is 

fed back into improvement of environment. This kind of success story creates regional pride and gives additional 

energy to continue these activities. 
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Agriculture is an important industry in our society. ‘Storks Friendly Farming’ which does not rely on chemical 

pesticides and fertilizers is spreading outside of Toyooka. The rice produced in this method have premier price, 

which is 60% to 100% higher than that of rice produced with conventional method. 

 

There is spark in the number of tourists visiting Toyooka. There are more than 400,000 tourists visiting the 

Homeland for Oriental White Storks annually. Storks are vitalizing the economic activity in this region in this 

way as well. 

 

By working on the reintroduction of Oriental White Storks, our city was able to bring various things back to our 

paddy fields. One of the things is the children. 

 

School children, who came to know about the ‘Storks Friendly Farming’, came to me asking to use the rice 

produced in this method in the school-provided-lunch. I promised the children that I will make their wishes come 

true. Currently the school-provided-lunch consumes 340,000 ball of rice annually which can be converted to 7ha of 

paddy fields. This is an example of an action by school children has improved the environment in Toyooka. 

 

This is a photo of Toyooka was taken in 1960s. It shows 7 cows and 12 storks. When we interviewed the lady in 

this picture, she told us ‘in those days, we were spiritually rich.’ We strongly believe that this picture symbolically 

represents what we have lost and what we are trying to regain through the process of reintroduction. 

 

In 2007, the storks came back to the same place where the above mentioned photo was taken. In 2008 storks came 

back to the place where Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism has implemented a wetland 

restoration. 

 

Some of the Oriental White Storks travel around Japan. One of the cities in Fukui Prefecture, where stork with 

broken beak visited 40years ago, has introduced a farming method to bring back storks to their city. Currently 

storks visit this city as well as others, some of the cities in Miyagi prefecture and Niigata prefecture. 

 

Our project on Oriental White Storks has been covered by school text book in Japan and by a journal called 

‘Satoyama’ published by CBD secretariat and distributed at Nagoya COP 10 internationally. 

 

When we hosted the first International Conference on the Future of Oriental White Storks, our goal was to re-

introduce and release the storks in natural environment. Our goal in the next decade is to deliver ‘Toyooka Eco 

Valley’ project and for this the followings are necessary: 

 

1. To promote Environment-Economy Strategy: We need to embed activities that conserve and/or improves 

environment into economic activities conducted by the private sector. 

2. To create new knowledge and to accumulate it: For example, there are researches done to regenerate 

wetlands. We would like to see that these new knowledge on conservation of biodiversity to be created and 

accumulated in Toyooka. 

3. To create awareness and promote environmental education: To come to this point we experienced many 

failures which forced us to rethink about our past and the path that we have taken. We need to teach these 

failures to our future generation. We want to have a society where majority of people who take harmonious 

relationship between environment and economic activity as their priorities and know well about the nature. 

By creating such a generation, it is possible to change our society in great length. 

 

We hope that Toyooka will ‘fly to the world’. Our slogan during the first conference in 1994 was ‘fly to the world 

and let’s bring storks back to the wild’. We believe that our challenge which started here in Toyooka needs to be 

spread to not just to other parts of Japan but also to other parts of the world as well. There are various people in 

the works in the same kind of topic. The challenge for the next 10years is to be interconnected with these people. 

In this sense we say ‘fly to the world’ again. 

 

There is an issue of leadership too. Without doubt, we are forerunners in the world in a certain area. There are 

many areas that we can provide support to those who are around the world and around Japan and that we can 

build partnership with. We want to take responsibility not just in the issues related to Toyooka but broad range of 

issues with a global vision. 

 

The Oriental White Storks embraces their life to full extent. Although we may be different, the way they embrace 

life resembles to that of our family, human family. 

 

We believe that this was the essence that motivated us to re-introduce this bird. 

 

‘Empathy for life’  

 

Thank you for listening. 
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REPORTS FROM DIFFERENT LOCAL GOVERNMENTS 

Toshiyuki NaraToshiyuki NaraToshiyuki NaraToshiyuki Nara    
Mayor of Echizen City, Fukui 

During the morning session, there were the reports presented by 9 different local governments. 
     Osaki city (Miyagi Prefecture), Konosu city (Saitama Prefecture), Noda city, (Chiba Prefecture) 
     Sado city (Niigata Prefecture), Obama city (Fukui Prefecture), Echizen city (Fukui Prefecture) 
     Toyooka city (Hyogo Prefecture), Kurashiki city (Okayama Prefecture), Seiyo city (Ehime Prefecture) 
 
There were reports from 4 local governments where the storks from Toyooka visited and as a result, people in 
these local governments have started activities to conserve or improve their environment and these local 
governments have confirmed that a partnership among these 9 local governments is necessary to spread these 
efforts to conserve biodiversity to other parts of Japan. 
 
Firstly, Osaki city, Miyagi prefecture reported on the winter-water-pooling project aiming to enhance the habitat 
for the geese which has change the environmental awareness of local population. 
 
Secondly, there was report from Sado city, Niigata prefecture where Japanese Crested Ibis became the flagship 
species of their conservation movement.  Crested Ibis which once became extinct in Japan was re-introduced in 
this island. The city puts serous efforts to co-exist with this bird and enhance the natural environment. 
 
Thirdly, Noda city, Chiba prefecture reported that the forum of 27 local governments in Kanto area was formed to 
bring back Storks and Ibis in this area in July 2010. 
 
Fourthly, Echizen city, Fukui prefecture reported that they were able to bring Oriental White Storks to their city. 
 
As a representative of these efforts, here the case of Echizen city is presented in depth. 
In 1960s there was a pair of Oriental White Storks which came to Echizen city and stayed for 9years. Moreover in 
1970, one stork with broken beak came to the city and the people fed it with loaches. However because its’ beak 
was broken, the stork could not feed by itself and eventually taken away to breeding centre in Toyooka city due to 
its physical debilitation. 
 
This stork lived for 34years in Toyooka until 2005, leaving 5 offsprings. Out of these 5 offsprings, 3 were re-
introduced in Toyooka. Echizen city strongly hopes bring back storks to their city. 
 
Echizen city has been selected as a pilot site for “Satochi-Satoyama” conservation/ regeneration project in 2004 
and hosted a national forum for “Satochi-Satoyama” conservation/ regeneration in 2008 which mayor Nakagai 
was also invited. 
 
Also the city has hosted a symposium on “Bringing Back Storks” in 2009 where Mr. Hiroshi Yagyu was invited to 
give a lecture. Mr. Yagyu is a chairperson of the Storks Fan Club. 
 
This year is a 40th anniversary since the storks with broken beak came to the city, so the city is planning to host 
various events related to storks and to establish a model case for coexistence between the Oriental White Storks 
and humans. 
 
In Echizen city there is a heavy involvement from civil society. 
 
The NGO for conservation of biodiversity formed by farmers and citizens, is working on environmental education, 
creation of biotope out of fallowed paddy fields, and biodiversity surveys and they are exchanging their 
experiences with other NGOs in other parts of Japan. 
 
Moreover there is a serious effort to develop a farming method to bring back storks by reducing the chemical 
pesticides/ fertilizer or implementing organic farming. Currently this method is implemented in 5.6ha of paddy 
field yielding 6,900kg of rice. This rice was used for lunch in CBD COP 10 Nagoya. 
 
As a result of these efforts, 2 storks came to Echizen city and one of them stayed for 180days. The local people are 
very pleased and the bird was named “Etcchan”. The bird was also issued a resident card. 
 
For this stork, various activities have been started. 
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On 23rd August, 2010, both Mr. Ido, the governor of Hyogo Prefecture and Mr. Nishikawa, the governor of Fukui 
prefecture, have shown willingness to proceed with re-introduction and release of Oriental White Storks in Fukui 
prefecture. 
 
Since there is a great possibility that the re-introduction will be done in Echizen city, the city is putting an effort 
to spread their biotopes to 60a and hosting various briefing session for the local citizens to raise awareness. 
 
Moreover the city is in the process of formulating strategy for establishment of city where storks can coexists with 
human society and the city would like to promote this idea to other part of Japan. 
 
The purpose of this meeting was to present these cases and to promote the cooperation between these 9 local 
governments. 
 
During this local government meeting which was held during the 4th International Conference on the Future of 
Oriental White Storks, a declaration was adopted. It declared the following three points; 

1.We will create a for a for sharing our knowledge and techniques 
2.We will coordinate with various policies 
3.We will work together with our citizens 

 
According to this declaration, we will like to spread our cooperation to create better environment for biodiversity. 

 

16



SUMMARY AND PROPOSAL 

Yoshihiro HayashiYoshihiro HayashiYoshihiro HayashiYoshihiro Hayashi    
The Chairperson of the Organizing Committee of 4th International 

Conference on the Future of Oriental White Storks 

I believe that today we had the privilege of listening to world most rationally and emotionally motivating lectures. 
The rational part was given by Dr. Pavan Sukhdev, the team leader of TEEB and the emotional part was done by 
Mr. Muneharu Nakagai, the mayor of Toyooka city. 
 
His Imperial Highness Prince Akishino and Her Imperial Highness Princess Akishino both came to previous three 
conferences on the storks held in Toyooka and have encouraged those who work on the conservation of storks. 
This time they came as well and their presence encouraged us greatly. 
 
Moreover, Ahmed Djoghlaf, General Secretary of Convention of Biological Diversity, has visited Toyooka in 
February 2010. He has also encouraged us by saying that Toyooka will be the forerunner for these movements. 
 
Today’s keynote lecturer Dr. Pavan Sukhdev gave a talk on how biodiversity loss leads to economic loss. He spoke 
of the importance of creating a virtuous circle between biodiversity conservation and economic activity. He also 
gave three approaches to create this virtuous circle; i) recognizing values, ii) demonstrating values, and iii) 
capturing values. Moreover, he has mentioned the project in Toyooka as a success case for win-win situation for 
biodiversity conservation and economic activities. 
 
I have no doubt that the project on Oriental White Storks will further fledge after hearing the theoretical lecture 
on the storks from Dr. Yamagishi and very passionate speech by Mayor Nakagai. 
 
Moreover, from the local government meeting which was participated by 9 local governments involved in the 
conservation of various birds, we have heard the case study from Echizen city. 
 
One of the most wonderful things about this meeting is the fact that there is so much enthusiasm and passion to 
extend the coordination not just inside Japan but also to Asia. 
 
The success of this storks conservation was result of various factors; i.e. support by various stakeholders from all 
over Japan, the passion of Mayor Nakagai and the desperate effort before the re-introduction/ 
 
Tomorrow we will hear from Dr. Pillai Poonswad who is heavily involved in the conservation of Hornbills in 
Thailand and Mr. Youhei Kono who is a bird lover in addition there will be presentations from four workshops, 
Oriental  White  Storks,  Environmentally Friendly Farming Method, Environmental  Economy, Our Future 
Generation, which were held prior to this conference.  
 
During these two days, there will be most important discussion not just on the future of Oriental White Storks but 
also for the Future of Toyooka and future of Japan. We hope that you will take part in the discussion as well. 
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KEYNOTE LECTURE Ⅱ≪Proposal for the Future≫ 

Hornbill Research and Conservation 
 Impact of Community Involvement on Hornbill 

Pillai PoonswadPillai PoonswadPillai PoonswadPillai Poonswad    
Professor of Biology, Department of Microbiology, 

Faculty of Science, Mahidol University 

Thank for inviting me to this conference. 
First I would like to congratulate to the mayor of Toyooka city for the great achievement in bringing back the 
white stork to the sky of Toyooka city.  
Hornbills and Oriental White Storks have something in common. White Stork is an indicator for healthy wet land 
and Hornbill is an indicator for healthy forests of tropical region of South-east Asia. 
 
There are 52 species of Hornbill plus 2 Ground Hornbills.  
In Thailand, we have 13 species out of 31 species of Asian Hornbill. These 13 species distributed in diverse 
habitat, mixed deciduous forest, moist evergreen forest, hill evergreen forest and tropical rain forest. 
 
Hornbills have structure called casque which is an ornament on the top of the beak. The name 'Hornbills' derives 
from Rhinoceros Hornbill, the bird which have very big casque. They are also very big in terms of their size. For 
example Giant Hornbill, if you measure from the tip of the bill to the tip of the tail, it may reach 150 centimeter or 
1.5 meter long.  
 
They also have a unique and intriguing breeding habit by a female seal herself in a cavity of large tree. So her 
male mate has to take care of feeding her throughout the breeding cycle which extends for about 3 to 4 month. In 
this sense they are very admirable.  
   
I have 3 study sites to cover all 13 species of Hornbill. My main site is in Khao Yai National park (2,168 km2), and 
I been working on this site since 1978. In 1991, I extended my study to Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary 
(2,809 km2) and in 1994, to Budo-Sungai Padi National Park (340 km2) which is very small compared to other two. 
  
In Khao Yai National park, we have located more than 200 nests in 150 km2 of moist evergreen forest, and there 
are 4 types of Hornbills, Great Hornbill, Wreathed Hornbill, Brown Hornbill, and Pied Hornbill.  
In Huai Kha Khaeng the mixed deciduous forest supports 5 species of Hornbill. 
  
Hornbills nest in large living trees. We found that 40% of Hornbills nest in Dipterocarpaceae  trees which of very 
high economic value and 20% of Hornbills nests in Cleistocalyx. 60% of nest is created in these two types of trees. 
 
Hornbills mainly feed on figs and other fruits but since they are omnivorous, they feed on more than 100 species 
of fruits, plants and animals. According to our record, they eat more than 70 species.  
In this sense Hornbills have a very important function for the tropical rain forest as a seed disperser. The fruits 
with large seeds rely heavily on Hornbills. If Hornbills became extinct, these trees may become extinct as well.  
  
The great threat that the Hornbills are facing is the nest competition. Because the suitable cavity is in shortage, 
there is a serious competition. This competition is not only among themselves but also with other animal, like in 
monitor lizards, this is the Giant Flying Squirrel that also uses the cavity. 
20% of the nest shortage is caused by illegal logging or damaged cause by Monsoons. But the most serious issue is 
that the loss of suitability as a nest for the Hornbills, which counts almost 70% of the loss. The loss of suitability 
occurs for example when nest floor sinks and the cavity becomes to deep for the female to climb, or when opening 
of the cavity becomes too small and too narrow as the tree grows, or when the cavity is very slippery for the male 
to perch.   
We have modified and reformed many nest during 40years of our activities. What we are concerned now is the fact 
that 50% of the chick of Great Hornbill chick, fledge from repaired and modified. This indicates that if we leave it 
to the nature, natural cavity, the great Hornbill population will drop drastically.  
  
Here we come to Budo-Sungai Padi National Park that I managed to have a community-based conservation. This 
national park is rather small, 200 square kilometers; there are 6 species of hornbills. 
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Selling the Hornbill chick as pets was very attractive business for local population, because they were very poor 
and in desperate need for additional income. 
First I went to meet all the poachers and the hunter and discussed and convinced them to stop poaching. 
Moreover I asked them to collaborate with me in conserving Hornbills.  
I gave a talk using slides and then organized the trip to Khao Yai to see my main project there. The poacher very 
impressed with this and they wanted their Hornbill to look like in Khao Yai. They agreed to conserve the 
Hornbills.  
So we trained them how to collect all the data. And they helped us in every activity for scientific research.  
And during the non-breeding season, the former poachers engage in nest repair/ improvement and creation of 
artificial nest because massive illegal logging is causing the loss of potential nesting tree. And also we 
have botanical inventory and phonology study and habitat restoration. Former poachers hold monthly meeting. 
And we trained them for being Eco-tour guide and implemented the education program. 
   
In Budo National Park, we have installed some artificial nest. The artificial nest made of fiber glass and 
camouflaged quite well. The nest is installed about 30 meters above the ground, attach on Dipterocarpaceae tree. 
Up till today, we have installed 19 nests. 19 is very small number, almost carrying no significance. But out of 19, 
only 9 nests have been visited by the Hornbills and only 5 have been used. 
   
As long term strategy we need to think about how we can keep sustainable Hornbill population. We have changed 
the attitude of local community toward poaching and achieved conservation of Hornbills. So I can say that the 
poaching is 100% eradicated. No more poaching. The village which was formally the biggest source for poachers 
became the conservation center for Hornbills. 
  
We have the villager who donated the land for us to build the Hornbill conservation center. The center is currently 
used for education and all kind of activities for the village as well.  
  
For these activities to carry on you have to have young generations. So now the concern is the knowledge transfer 
from fathers to their sons and daughters and from older brothers to younger brothers. 
  
During 2008-2009, we have educated more than 2000 individuals through visiting schools. School children have 
done Mural painting of Hornbills along the wall of the school's fence. So in this way, kids can learn about 
Hornbills through painting, and also the villager who passing by can learn about Hornbill.  
  
In addition, we have conducted awareness activities for habitat restoration. We have planted more than 100 trees 
per year with the kids. We also encourage kids to understand the life history of Hornbill and now some of the kids 
compose and perform the Hornbill's drama by themselves. 
  
In 1997, I run out my funding because of economic crisis in Thailand. This is when I came up with Hornbill 
adoption scheme. I asked the people to donate 150 US dollar for one nest so that we can pay the villager to be our 
assistant. Hired villager will collect the data for us. When breeding season finish, the adopter will receive a report 
that the Hornbill that you adopt accompany with pictures and all the details. 
   
 
In conclusion, we know the breeding is very precise now. Hornbill can breed only once a year and raise one chick 
for the larger species. So you can imagine it's very slow in growth rate.  
In Khao Yai, 1600 Hornbills have fledged throughout of my study. In Huai Kha Khaeng, the number is more than 
400 Hornbills and in Budo it is around 500. But some of the data is incomplete because the army prohibits us 
from entering to some of the areas. 
  
In this sense we can say that we have achieved our immediate goal, i.e. to stop poaching and to increase Hornbill 
population. 
In Khao Yai, there is a change in land use pattern leading to gradually increase in the forest areas. However in 
Western-Forest complex, the forest is converted to farm land. So we have to think about the survival strategy for 
Hornbills. 
  
We would like to have a Hornbill as a significant symbol for love, faithfulness and responsibility. 
  
Finally I would like to thank my team from various institutes and thanks to all the sponsors. Thank you very 
much for your attention.  
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KEYNOTE LECTURE Ⅱ≪Proposal for the Future≫ 

Future of Oriental White Storks 

The Perspective of One Bird Lover 

Youhei KonoYouhei KonoYouhei KonoYouhei Kono    
Former Speaker of the House of Representatives, 

Chair of Association of Bird Lovers 

When I was first elected as a member of National Assembly in 1967, the budget for the national monument 

conservation was only about 7 million yen annually. At that time, Crested Ibis, Oriental White Storks, Blakiston's 

Fish Owl, and Red-Crowned Cranes were listed as endangered species. However the budget was not enough to 

cover the conservation of all of these species. So there were multiple petitions from various parties to increase the 

budget. 

The budge gradually increased and in Toyooka, the conservation of Oriental White Storks was pursued 

passionately. 

I came here today to express my gratitude to people of Toyooka for the passion to revive the bird which once 

became extinct in Japan. I would like to say thank you as one bird lover. 

 

I learned about the birds from very famous Japanese ornithologist Dr. Yoshimaro Yamashina.  

Dr. Yamashina said, ‘the most important thing is to watch the birds carefully. Stare, scrutinize and think about 

how birds can survive, how they can live in comfort. These things are most important for creating bird lovers and 

we need to incorporate these aspects to school education and awareness-raising program. 

In Toyooka you have Homeland for Oriental White Storks which functions as a centre for awareness-raising/ 

environmental education and I think that people of Toyooka have firmly established attitudes as a bird lover. We 

need to further promote these educations to create bird lovers outside of Toyooka. 

 

The revival of Storks was not possible without the understanding and support from the general public. For 

example, the farmers turned away from the conventional method to ‘Storks Friendly Farming’ method so that the 

storks can live in comfort. It must have been a big decision to take these steps, especially to extend the water 
pooling periods for various creatures in the paddy fields and to reduce the amount of the chemical fertilizers and 

pesticides. It is wonderful that each of you have taken these steps to improve the environment for the storks 

despite the fact that there was serious concern that the income might go down. 

I often say that “What is happening to birds today can happen humans tomorrow. The fact that the environment 

for the birds is degrading today indicates that the environment for humans will degrade tomorrow. So it is 

important to create a good environment for the bird today to ensure a good environment for us. 

 

The other day CBD/COP 10 was held in Nagoya. There were participant from all over the world making different 

statement. It must have been very difficult to reach an agreement, but the agreement was reached. 

During CBD/ COP 6 in 2002, it was agreed that the international community will work on reducing the rate of 

biodiversity loss significantly. However it was apparent in 2010 that with the method adopted by CBD/COP it is 

not possible to achieve the goal and there was a fierce discussion on how to reach the goal of reducing the 

biodiversity loss. 

Considering these situations, I think the case of Toyooka, where a bird which once became extinct was re-

introduced successfully, has great significance for the global community. So, I would like each of you to take pride 

in your achievements. 

 

I was very much moved when I saw the first article about the fledging of the first stork which was bred in the 

natural environment. I think it is our responsibility as human kind, not just for people in Toyooka nor in Japan, 

to find a way to co-exist in harmony with nature and it is essential to have peace in our society for the storks to 

survive. I would like to think about the next generation through lens of environmental conservation. 

 

We often hear that the sparrows are disappearing or killifishes are disappearing these days. 

The sparrows often nested in the edge of the eaves but due to structural changes in the roof, they cannot nest in 

our houses anymore. This is causing their disappearance. 

The same goes for the killifishes. Killifish used rivers and irrigation channels as their habitat. However 

modernization of irrigation channels and improvement river basins has reduced the suitable habitat for them, 

resulting in their disappearance. This goes with the lightning beetles. 

We should not forget the fact that in the previous past we lived in harmony with these creatures. It is very 

difficult to recover what we have lost, but if we can know that these creatures are disappearing, we can work 

before their extinction and recover habitat for these creatures. This requires a lot of efforts but this is something 

that we have to do. I would like the people of Toyooka to continue to put effort on this important task. 
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The future of storks depends on each of you. Your passion and feeling for this bird has made this endeavor 

possible and I just hope that your passions and feelings will spread to other parts of Japan making the future for 

the storks bright.  Without the support from various people it is not possible to restore an environment which was 

once destroyed. 

As a one bird lover, I would like to express my gratitude again for what you have achieved for the storks and I 

would like to encourage you to continue your work. 

Thank you and all the best for you. 
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REPORTS FROM WORKSHOPS 

Workshop on Oriental White Storks 
New Strategy for Conservation of Oriental White Storks 

Yoshito OhsakoYoshito OhsakoYoshito OhsakoYoshito Ohsako    
Deputy Chief Researcher, Hyogo Prefectural 

Homeland for Oriental White Storks 

In 2000, an international conference, “AMUR'2000” to discuss the conservation of the Oriental White Storks and 
their habitable wetland at Amur River basin was convened in Khabarovsk gathering various researchers and 
aviculturists from Russia, China, Korea and Japan.  A decade after this conference, there has been an advance in 
the status of the storks. On one hand, the reintroduction project is steadfastly making progresses in Japan and 
similar scheme is scheduled to be implemented in Korea. On the other hand, many breeding pairs of the storks 
have been found in the wintering ground in China. 
 
In this workshop we discussed how we can proceed with the conservation of this bird species in such a rapidly 
changing environment and how we can enhance the cooperation between these four countries, especially after five 
years of experimental reintroduction in Japan. 
 
During the workshop, five researchers from the four countries gave presentations on the status of conservation in 
their countries and the challenges that they were facing in the Oriental White Storks. 
 
Ms. Olga VESELOVSKAYA of the Ministry of Natural Resources, Khabarovsk Territory Government, gave a 
presentation titled ‘The international cooperation of Khabarovsk Territory with Hyogo Prefecture for conservation 
of Oriental White Storks’. The six storks which were donated to Hyogo Prefecture from Khabarovsk Territory in 
Russia in 1985 lead to success in captive breeding in Japan. Ever since, there have been many collaborative 
researches and exchanges of human resources between these two countries. Moreover these exchanges go beyond 
conservation related issues, to cultural and educational activities as well. 
 
Dr. Lizhi ZHOU of Institute for Biodiversity and Wetland Ecology of Anhui University gave a presentation titled 
‘The status and the future project for conservation of Oriental White Storks in China’. Originally the southern 
part of China was just a wintering ground for the storks but currently there were storks which started breeding in 
this wintering ground. Wild storks usually nest on top of the trees but in southern part of China, they utilized the 
poles for high-tension electricity which was 30-40 meters above the ground. Moreover, new findings suggested 
that some storks were breeding in the stopover ground in the migratory route as well. From these findings we can 
estimate that there are 2500-3000 storks in the Far East. However, even the population of 3000 birds is not 
enough to guarantee their survival. 
 
Dr. Jae Ok KIM of Rural Research Institute, Korea Rural Community Corporation, gave a presentation titled 
‘Efforts to improve biodiversity in paddy field ecosystem of the South Korea’. She spoke about the project on 
enhancing the biodiversity around the paddy field ecosystem. In Korea, the aquatic ecosystem surrounding the 
paddy field is rapidly changing due to the modernization of irrigation system. However, during the COP 10 for 
Ramsar Convention which was held in Korea in 2008, one resolution was made for “Enhancing biodiversity in rice 
paddies as wetland systems”. According to the resolution, there started two projects in Korea. First was the 
project to create irrigation ponds around the paddy fields so that the aquatic animals could use them during the 
dry seasons. Secondly, the project was promoting paddy fields which took into consideration of its environmental 
impact, such as installation of fish ways. 
 
From Dr. Shi-Ryong PARK of Korean Institute of Oriental White Storks Rehabilitation Research, we have heard 
his talk on ‘The reintroduction project of Oriental White Storks in Korea’. Korea was a breeding ground for the 
storks in the past. After the storks became extinct, there is a project to reintroduce this bird species as well as 
Japan. The plan is to release the storks in Yesan County where the storks bred until 1971. Currently, centre for 
breeding and management with open cages has been constructed and the county is promoting environmentally 
friendly farming method. Acclimation training for the storks is scheduled to start in 2011 and reintroduction will 
be started in 2013. 
 
Finally Dr. Yoshito OHSAKO of Hyogo Prefectural Homeland for Oriental White Storks gave a presentation titled 
‘Towards international cooperative strategies for conservation of Oriental White Storks in the Far East’. 
Currently the stork population in Russia and China are spreading like steppingstones. Each of the groups in other 
countries can be considered as a local population and each population has a tendency to immobilize the genetic 
diversity. In immigration and emigration of the individuals with the biggest breeding population in Russia, each 
of the patchy populations is able to maintain genetic diversity. This kind of distribution pattern is called ‘meta-
population’ in the field of ecology. The conservation of the Oriental White Storks depends on the conservation of 
each population. 
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For the conservation of the endangered species, there are two methods; i) in-situ conservation where the 
conservation is implemented within the natural habitats and ii) ex-situ conservation where conservation is 
implemented outside of the natural habitats. For the conservation of storks both of the measures are necessary. 
To establish local populations, there are also two methods; i) reintroduction and ii) supplementation. The former 
method is used in places where the storks became extinct and the latter method is used in places where the 
population is facing a rapid decline. By conducting reintroduction the storks in Japan and Korea, and by 
conducting supplementation in Russia and China, it is possible to conserve the Oriental White Storks. 
 
It is essential to have international cooperation since the storks move beyond the borders and to have effective 
management on the genetic diversity, habitat and stopover grounds. Through establishing the cooperative 
relations among these countries, we need to exchange information and human resources, such as researchers and 
aviculturists. 
 
Shortly after this conference, another workshop on the conservation of storks will be held in China. One 
researcher of the Homeland for Oriental White Storks will participate in the workshop. Through these exchange 
program it is expected that there will be more researchers and policy makers visiting Toyooka. We hope that all 
citizens of Toyooka welcome to these people. 
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REPORTS FROM WORKSHOPS 

Workshop on Environmentally Friendly Farming Method 
First International Conference for Enhancing the Biodiversity in Agriculture 

(ICEBA2010) 

Shigeru YasudaShigeru YasudaShigeru YasudaShigeru Yasuda    
Representative, Research Center for Rural Village, 

Hyogo Prefecture 

From 2nd to 4th July 2010, ‘The 1st International Conference for Enhancing the Biodiversity in Agriculture 
(ICEBA2010)’was held in Toyooka. 
In 1971 when the Oriental White Storks became extinct in Japan, the Japan Organic Agriculture Association was 
established. There message on the food safety and the environmental safety was not well-received to the general 
public since the enhancement of agricultural productivity was first priority.  
But gradually the concept of food safety was accepted and more recently awareness on biodiversity has furthered 
the acceptance of this concept. This gave great push to the organic farming in Japan. 
 
It was epoch-making that this ICEBA 2010 was held in Toyooka. 
On 2nd July, the participants visited the paddy fields that cultivate rice with Environmentally Friendly Farming 
(EFF) methods and visited Homeland for Oriental White Storks. On 3rd July, there were various presentations 
including that of Mayor Nakagai and other researchers on the projects that were implemented in various parts of 
world. 
 
From Toyooka, Mayor Nakagai explained their projects on the re-introduction for Oriental White Stork. 
 
From Korea, Dr. Kim Jong Sook, Chair of Association of Organic Farming Korea explained the situation 
surrounding organic farming in Korea. Despite the fact that Korea started organic farming ten years after Japan, 
its progress precedes that of Japan in every field, ex. civic engagement, farmers’ engagement and institutional 
arrangements. The organic farming is spreading even to urban areas thanks to support from the consumers’ 
cooperative society which implements various activities for consumers and for producers. The spread of organic 
farming in Korea has been smooth and steadfast. There is a stark contrast with the situation in Japan where the 
organic farming faced many difficulties in spreading their endeavor. 
 
From China, Dr. Zhao Yafu, Ex-Director of Research Centre for Agricultural Technology, Zhenjian City, presented 
a case study from Zhenjian City. Even in China where development of market economy seems to take such a 
priority, the organic farming is spreading. 
During the workshop on Oriental White Storks, there was a presentation on breeding grounds in China. We 
expect that the organic farming will spread rapidly as the storks are breeding.  
 
During this ICEBA 2010, there were other topics discussed such as technical problems surrounding the promotion 
of organic farming, biodiversity in the paddy fields, and regional activities that support the organic farmers. There 
were 3different workshops held: 
 

1. Technical issues related to organic farming and biodiversity  
2. Biodiversity and biodiversity surveys  
3. Capacity building for agriculture for enhancing biodiversity  

 
During these workshops various cases from Korea, China and Japan was presented and there were multiple 
discussions. 
 
Previously there was no market for organic product. Direct contracting between the farmers and the consumers 
was the only means to support this movement. However due to growing awareness on food safety, currently there 
are many distributors, such as COOP and big supermarket franchise, who deal with these organic products.  
However, there is still a need for consumer education in regards to organic products. We need develop a method to 
convey our message, i.e. it is important to have organic farming for the food safety. 
 
Currently most of the people in the 30s face a disorder in their dietary habit. For example they do not take 
breakfast or do not eat rice resulting in dietary disorder of next generations. What we need is a food education for 
people in the 30s so that we can protect the paddy fields and sustain the organic farming. 
Moreover, the responsibilities lie in those who are 60s and 70s, the parents of those who are in 30s. We cannot 
protect our agriculture without amending this disorderly diet habits. 
 
We need to re-educate younger generation to sustain the organic farming. 
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REPORTS FROM WORKSHOPS 

Workshop on Environmental Economy 
Biodiversity Conservation and Private Sector 

Shirou WakuiShirou WakuiShirou WakuiShirou Wakui    
Professor of Tokyo City University /   

Chubu University 

During the 5 months period from April 2010 to August 2010, to find a synergy between the environment and 

economy, 5 seminars entitled ‘Biodiversity Conservation and Private Sector’ were held. The main purpose of these 

seminars were to identify how private sector is considering the biodiversities into their business models and how 

they  are  internalizing  it  in  4  major  sectors,  housing  and  construction  sectors,  retail  distributor,  food 

manufacturers and travel agencies. 

Visualization of the value of natural capital is a serious challenge that the global society is facing. Previously 

natural capital was considered as an externality and never counted for. However methods have been developed to 

internalize the natural capital inside the economic activities and to take it into consideration as indispensable 

capital for their economic activities. The reintroduction of Oriental White Storks has been presented in various 

occasion like COP 10 Nagoya. 

 

In housing and construction sectors, the companies have developed a construction method and materials which 

reduces negative impacts on the environment. Moreover, some companies had adopted a method to analyze the 

impact on biodiversity before enforcement of their development project. This enables them to add an additional 

value to their product by conserving or enhancing the biodiversity and also enables them to differentiate their 

product  from others.  There  are  also  projects  that  involve  local  NGOs from the  planning stage  to  the 

implementation stage. 

Secondly, distribution and food manufacturing sector is putting a serious effort to distribute organic products 

which do not rely on chemical fertilizers and pesticides during the cultivation. One of the great examples for this 

is the ‘Storks Friendly Farming’ implemented by JA Tajima. Since it is difficult to visualize the food safety, some 

of the projects have a scheme to get the consumers involved in biodiversity survey or cultivation of rice itself. 

There are many other examples, such as fisherman association creating voluntary catch limits to conserve the fish 

stock, forestry association conducting thinning to secure ground water and utilizing of timbers produced from 

thinning, and developing a product with consideration on biodiversity. 

Finally in travel agencies, there are strong trend to incorporate nature experience into their site seeing programs. 

Through these nature experiences it is possible to raise the awareness on environment among the general public. 

There package holidays incorporates nature experiences through such things as creation of feeding grounds for 

Oriental White Storks. 

 

Why such a massive environmental destruction happening now? 3.8billion years have passed since the first life 

form appeared on earth. The Industrial Revolution which happened just 300years ago has inflicted a serious 

damage to our mother earth. We are facing a serious problem in terms of sustaining and maintaining the material 

circulation and we need to seek for Environmental Revolution now. 

The other issue is that we are nearly exhausting the underground mineral resources. Ecosystem services that the 

nature provides as a gift were taken for granted in the previous past but this cannot be so anymore. According to 

the report to the UN, the global GDP is estimated to be 18billion yen but the ecosystem service are providing 

services worthy of 30billion yen per year. Our livelihoods are sustained by biodiversity and we need to focus on 

this fact again. 

During CBD/COP10 Nagoya, there was three proposal made from the Japanese government, ‘Declaration X.31; 

Enhancing biodiversity in rice paddies as wetland systems’, ‘Satoyama Initiative’, and ‘Decade for Biodiversity’. 

These proposals are all related to the case of Toyooka on the re-introduction of the storks, and I believe that 

Toyooka can be considered as the fore-runners of these policies because the policies here are in line with 

internalization of the externalities as mentioned in TEEB report. 

 

The epoch of Environmental Revolution and Industrial Revolutions has different paradigms. In the epoch of 

Industrial Revolution, the nature was considered to have infinite capacity and resources. During this period, only 

mass production and reduction of production cost were pursued however currently things are changing. People are 

starting to search for qualities and products that match their lifestyles. 

The conflict between the West and the East has changed into conflict between the South and the North over 

biological resources and wars are occurring on the ground. Issue at stake is how Toyooka can contribute to these 

conflicts. 
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In 2009, Nippon Keidanren has formulated the declaration for biodiversity and guidelines which was signed by 

482 business companies in Japan. When we started this discussion on biodiversity, we never thought that there 

will be this many companies will be involved. 

I am not disagreeing to TEEB report and I believe that its ideas should be promoted. However what needs to be 

taken into consideration is who make s the rules. If it is aiming for market for trading biodiversity like the market 

for carbon emission trading inside the global financial market, this is not for the welfare of global society. 

When I was chairing the G8 meeting for the ministers of environmental, there was a serious conflict between the 

developing countries and developed countries. But in the end, the meeting came to a conclusion that there is a 

need for balance between ethics, science and economy. 

 

We, Japanese, secured our survival through understanding and recognizing the nature. Sometimes, we converse 

the nature, but sometimes we fight against it to form landscapes and produce our foods. Moreover there are 

Satoyama-like landscapes all over the world. It is fortunate for Toyooka to be able to share these things with other 

people in the world. 

 

There is one more important issue here; which is to find a method to conserve agricultural landscapes such as 

terraced paddy fields which are economically not efficient but environmentally important since they provides 

various ecosystem services and benefits. If we could get a data out of Toyooka and disseminate this information, 

we will be able to contribute to the discussion on who is going to work for TEEB and for whom. 

The practice and the success of regional environmental economy have serious significance for the global 

community. Inside Japan, network for southern Kanto areas has been established crowning the two flagship 

species, Oriental White Stork and Crested Ibis. This cannot be established without the work in Toyooka. 

 

Finally the term ‘eco’ comes from the Greek word Oikos which means household or community. On one hand the 
term ecology comes from following two Greek words, Oikos and Logos, meaning truth of Oikos. On the other hand, 
economy comes from Nomos and Oikos meaning the order of Oikos. Greek thought that they have economy in 
their left hand and ecology on their right hand and by incorporating the two they can survive. 

Are we doing the same thing? Unfortunately the Industrial Revolution and the prevalence of Cartesian thought 

have set these two concepts apart. We need to link ecology and economy together again and to infuse it into one 

being. We would like Toyooka to continue disseminating this message to the world. 
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REPORTS FROM WORKSHOPS 

Workshop on Our Future Generation, Children 
Learning About Paddy Fields – Perspective from Children 

Shigeki IwabuchiShigeki IwabuchiShigeki IwabuchiShigeki Iwabuchi    
Representative, NPO Tanbo 

 

Kounotori Kounotori Kounotori Kounotori (Oriental White Storks) (Oriental White Storks) (Oriental White Storks) (Oriental White Storks) Kids ClubKids ClubKids ClubKids Club    

Mr. IwabuchiMr. IwabuchiMr. IwabuchiMr. Iwabuchi    
On 9th August 2010, we have hosted a workshop for children in Tokyo University. We would like to convey the 
message that we discussed during this workshop. 
 
 

ChildrenChildrenChildrenChildren    
We conduct biodiversity surveys in biotopes and paddy fields for the Oriental White Storks as a member of Storks 
Kids Club. 
In Toyooka, we can see storks in the paddy fields and rivers. We have learned what is good for the storks and 
what is bad for the storks and we discussed how we can live together with the storks. 
 
 

(Showing of a video taken during the workshop)(Showing of a video taken during the workshop)(Showing of a video taken during the workshop)(Showing of a video taken during the workshop)    
 
 

Mr. IwabuchiMr. IwabuchiMr. IwabuchiMr. Iwabuchi    
Each child will take a role as one animal or insects and tell us what they have to say and then the children will 
present what can be done as human beings. 
 
 

Children taking the role of animals or insectsChildren taking the role of animals or insectsChildren taking the role of animals or insectsChildren taking the role of animals or insects    
(Stork) We need paddy fields that do not use chemical pesticides or fertilizers. 

(Tadpole) When the paddy fields are drained we cannot survive. We want to have a place that we can escape. 

(Red dragonfly) We want to live in paddy field that do not use chemical pesticides or fertilizers and eat a lot 

of harmful insects for the paddy and lay many eggs. 

(Snake) I want to eat lot of frogs in the paddy fields. 

(Catfish) I need big fish to sustain myself so I need to go to the river. 

(Farmer) I want to create paddy fields with many creatures. 

 
 

Children thinking a solution as human beingChildren thinking a solution as human beingChildren thinking a solution as human beingChildren thinking a solution as human being    
We need to create paddy fields with small creek where insects and animals can go once the paddy fields are 

drained. 

Also we need to eat a lot of rice so that we can have more paddy fields. 

Protect the paddy fields even when we grow up so that storks can live. 

 
 

Mr. IwabuchiMr. IwabuchiMr. IwabuchiMr. Iwabuchi    
Our future is created with the hands of children. Children have to embrace their environment surrounding them 
and this creates a hope for the future. 
When the children go into the paddy fields they say “What a fond memories”. Usually these words will not come 
out of their mouth unless they have experienced it in the past. However, I think the passion of our ancestors and 
their sweats make them say so. 
We need to understand through the voices of our children, how important it is to live with the soil and to discuss 
the future with them. 
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GENERAL DISCUSSION 

Coordinator…Shigeru YasudaShigeru YasudaShigeru YasudaShigeru Yasuda    
Discussants…    Shirou WakuiShirou WakuiShirou WakuiShirou Wakui    

Yoshito OhsakoYoshito OhsakoYoshito OhsakoYoshito Ohsako    
Shigeki IwabuchiShigeki IwabuchiShigeki IwabuchiShigeki Iwabuchi    

Muneharu NakagaiMuneharu NakagaiMuneharu NakagaiMuneharu Nakagai    
 

(Yasuda) We are facing the challenge from rapidly aging society. Japanese society is aging at unprecedented rate. 
After 5years we will have large population of those who are over 65years. We need to create a society where older 
generation can have a place to work so that we can make our society sustainable. 
By taking into accounts the above mentioned points, I would like to open the floor for the discussion. 
 
 
 
Theme 1: Environmentally Friendly Farming 
 
(Yasuda) We heard from Dr. Yamagishi that the biggest challenge for the conservation of Oriental White Storks 
depends on whether we can secure an independence of this bird, especially in terms of their feeding ground. To 
achieve this goal one of the most important things is to promote the Organic Farming and the Environmentally 
Friendly Farming method. What do we have to do to further promote this farming method? 
 
(Floor) I am practicing Storks Friendly Farming in Toyooka but I have difficulty in securing water. Due to land 
improvement scheme, it is not possible to gain water without the electric pumping system. To operate the 
pumping system I have to get consent from the neighboring farmers.  
I would like to see more awareness activities from the Japan Agriculture Association (JA) and local government so 
that I do not have to bear all the burden of obtaining the agreement. 
 
(Floor) I am practicing Environmentally Friendly Farming in Echizen City, Fukui Prefecture. It has been 2years 
since I started and various problems have sprouted out, i.e. weeds and decrease of rice yields etc. Moreover, most 
of the neighboring producers do not understand the issues either and I am going through many pains. 
 
(Yasuda)  Those who are not from Toyooka may think that every farmer in Toyooka agrees to practice Storks 
Friendly Method but that is not true. We need to have a scheme where we can raise more awareness. 
For this method, we need many small scale farmers. In other words we need many farmers to understand its 
importance and to exchange experience with other parts of Japan. 
 
 
 
Theme 2 Environmental Economic Strategy 
 
(Ohsako) It is difficult to visually realize that the economic activity can conserve environment. We need to 
enhance their visibility by introducing schemes like public competitions and awards. 
 
(Yasuda) These are not just for the local government and private sector. By doing these project with the 
engagement of civic society, I think it is possible to consolidate various visions and opinion and create something 
interesting. 
 
(Wakui) It is not possible to measure the success of the agriculture just by looking at the rice yields. We need to 
look into the fact that agriculture is conserving biodiversity and the fact that this biodiversity is creating economic 
benefit for society. Unless we find a way to visualize this economic benefit, we might loose the entire agriculture 
industry in Japan. Like the EU Common Agriculture Policy which subsidizes farmers’ income, we need to start 
subsidizing  the  farmers’  income  by  looking  at  the  multi-functionality  or  ecosystem services  that  these 
disadvantaged areas provide. We will not be able to conserve our land if we do not maintain our harmonious 
relation with nature in sustainable manner. 
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(Yasuda) After the Second World War, the agriculture policy in Japan was without any philosophical backbone. 
Agriculture was considered as a way creating income and the agricultural extension centers developed techniques 
only to enhance yields and incomes. We need to promote the idea that agriculture is not just a way to make 
income but important part of life, life sustaining industry. Economy is not about income, but it is also about how 
to rule the society and how to save the general public. 
 
(Floor) We, farmers in Japan, are very proud of the rice in Japan and those who practice Storks Friendly Farming 
are very proud of their rice and we work hard so that their families would be happy with their products. We want 
our children to take pride in the rice produced by their parents. Those things will support and sustain the rural 
communities in Japan. It is mistake to think that we are doing it for money. We need to regain pride in the rice. 
 
Theme 3 Oriental White Storks 
(Ohsako) Currently there are more than 40 Oriental White Storks in Toyooka. For the future, we need to create 
Meta-population and patch around Japan. By utilizing the knowledge and techniques that we developed through 
the reintroduction and breeding in Toyooka, we are hoping to disperse the individual storks around Japan. 
Considering the possibility of mass mortality with disease or natural disaster, we need to utilize our Storks 
population for the establishment of meta-population inside and outside of Japan.  
 
(Yasuda) I think the current number of storks is reaching the maximum holding capacity for Toyooka Basin. This 
means that newly fledged storks have to go out side of Toyooka to find the new feeding grounds. Is there 
anywhere in Japan willing to take in these birds? 
 
(Floor) Since Oriental White Storks came to our region in 1970, we are practicing environmentally friendly 
farming and in 1st April 2010, 2 storks came to our region. The whole community was delighted with their visit 
and we hope to continue our effort in promoting organic farming. We would like to take in these birds. 
 
(Yasuda) I have heard that there are other regions which do same kind of effort. I hope that this kind of effort 
contributes to spread of storks around Japan. 
 
Theme 4 Children and Future 
(Iwabuchi) When we were kids there were many sports activities but there we no activities related to nature or 
environment. In Toyooka, Kounotori (Storks) Kids Club was formed this year and same kinds of activities are 
implemented in Osaki city, Miyagi Prefecture and Sado City, Niigata Prefecture. We need to establish a system to 
support these activities out side of school curricula. Of course these activities are necessary inside the school 
curricula so we need to create the inter-linkage between these two activities. 
 
(Wakui) The Summit in Rio in 1992 shed a light to global environmental issues. This summit was motivated by a 
speech form Japanese-Canadian girl, Severn Cullis Suzuki. She said to the environmental ministers convened for 
this summit, “Here, you may be delegates of your governments. Here, you may be delegates of your governments, 
business people, organizers, reporters or politicians - but really you are mothers and fathers, brothers and sister, 
aunts and uncles - and all of you are somebody's child….I'm only a child yet I know we are all in this together and 
should act as one single world towards one single goal. In my anger, I am not blind, and in my fear, I am not 
afraid to tell the world how I feel.”  It is important to recognize that although she was only 12 years-old when she 
gave this speech, she was able to look into the future from child’s perspective and express it. 
 
(Children of Toyooka) By experiencing the rice-farming, we came to know various creatures including storks. We 
really hope that these paddy field with various species will spread inside Toyooka, and then spread from Toyooka 
to all around Hyogo Prefecture, and from Hyogo Prefecture to all around Japan, and from Japan to the globe. To 
create a better environment for our future, we need to reduce the chemical fertilizers and pesticides by taking into 
consideration not just about us humans but also about other species. 
 
(Yasuda) Please do not betray these new future generations. We will have bright future if we could nurture these 
future generations who have just started to express themselves. This is our responsibility as adults from this 
region. 
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Theme 5 Citizens 
 
(Floor) I am involved in Eco-tourism. Recently there is increase in numbers of those with disabilities and elders 
who participate in these Eco-tourism schemes. 
 
(Yasuda) I think we need to reconsider the importance of agriculture and we need to create new generation that 
chooses agriculture as their vocation. I think agriculture is a suitable for people with disabilities and those who 
retired from their full-time jobs. Recently there are younger populations which has lost job. We need to create 
incentive for these people to choose agriculture as vocations.  
 
(Floor) I think the agriculture policies were basically all mistake but there was one positive thing; it has reduced 
the labor involved in rice production to one sixth compared to that of before 1940s. This indicates that rice 
farming is possible for elders and disabled people. Today we can see lot of faces of older generation in this 
conference hall. I strongly believe that the power of older generation will create the future for the storks. 
 
(Iwabuchi) We would like to make a declaration that we include children and older generation to realize the 
future for the storks, regaining what we have lost.  
 
(Floor) I am involved in re-introduction of Oriental White Storks. Our concern when we first released this bird 
was that they might not be able to survive in the natural environment and this concern still exists. It is true that 
storks are flying out of Toyooka but still they cannot survive without the human support. During this conference, 
we convened together those who share the same concern for this bird and came to adopt the following declaration. 
 
 

Declaration for Expansion of Habitat for the Oriental White Storks by the Citizens; 
(Preamble is excluded.) 

We will work to create wetlands for the storks and other species. 
We will create wetland that will give lives to human society as well as other species. 
We will engage in wetland creation and restoration with various stakeholders, citizens, researchers, local 

governments, and private sectors. 
We will create a network to promote the creation/ restoration of wetland and promote this movement to the 

world. 
 
 

(Yasuda) If we could promote these feeling, I think it is possible to spread storks around Japan. 
 
(Nakagai) We are discussing of making a decree with the goal of enhancing the empathy to all life forms. The fact 
that we are able to bring back storks shows that we have empathy to various life forms as our foundation. 
Although humans are different from the storks but we all hold same life. Storks Friendly Farming is all about 
embracing different life forms. There are regions in the world which fought for long for human rights. Of course 
we can see things from human rights perspective, but I believe that the foundation of human rights is the 
empathy toward life. 
What has supported our movement in Toyooka is the empathy towards life. Recognizing this fact, I want to 
position this concept, empathy for the life, as a foundation for environmental policy in Toyooka. Through various 
discussions, we have identified two focal points; i) life is not infinite and ii) all lives are connected with each other. 
Life is not infinite and limited in time span. If we could realize this finiteness, we can be empathetic to all life 
forms and appreciate it its preciousness. We have parents, grand parents and ancestors. If we go all the way back 
we know that we came from same one life. We are all connected with each other. 
We want to think about Toyooka from this finiteness and connectedness. 
We need to think about for whom this conference is convened and what kind of progress is made thorough various 
discussions. I strongly believe that we made a significant step through this conference. 
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FINALE / ADOPTION OF DECLARATION 
 FOR ORIENTAL WHITE STORKS 

Hiroshi YagyuHiroshi YagyuHiroshi YagyuHiroshi Yagyu    
Director, White Storks Fan Club 

 

Takayuki SasakiTakayuki SasakiTakayuki SasakiTakayuki Sasaki    
President and Director, West Japan Railway Company 

    

100 Children100 Children100 Children100 Children    
Hatijyo Elementary school, Nitta Elementary school, Toyooka minami Junior High School 

    

Takuya NishiuraTakuya NishiuraTakuya NishiuraTakuya Nishiura    
Toyooka High School 

    

Erina MarihoErina MarihoErina MarihoErina Mariho    
Singer and Actress 

        

Kiyomi NakagawaKiyomi NakagawaKiyomi NakagawaKiyomi Nakagawa    
Master of Ceremony 

 (Yagyu) – I have been working as a modulator for this conference since 1994 when the 1st International 
Conference on the Future of Oriental White Storks was held in Toyooka. Every time I participated in this 
conference, 2nd and 3rd, I could feel the progress made during these years. Moreover, I can see that various places 
inside Japan are connected through Storks by seeing participants from around Japan. 
There is a team called ‘Nitta Project E’ consisting of school children from Nitta elementary school. They are 
saying, ‘I am inside the knot of human relations’. Can you believe that this is the word from elementary school 
children? 
I would like to talk more but here I will present Mr. Takayuki Sasaki, CEO of West Japan Railway Company.  
 
(Sasaki) We are going to change the name of the express train which connects between Osaka to Toyooka from 
current ‘Kita-Kinki’ to ‘Kounotori (Storks)’ on 12th March 2011. The name ‘Kounotori’ will be heard not just in 
Osaka station and Toyooka station but all around the stations in between. There will be average of 10 trains every 
day which will be called ‘Kounotori’. 
We named this train as ‘Kounotori’ because there are various people involved in the activities for storks and we 
wanted to have a train that could get involvement of various people. 
In March 2011, new Toyooka station building will be completed with disabled-accessible and environmentally 
friendly facilities. 
 
(Nakagawa) From yesterday, we heard speeches from various people. And now we heard the wonderful 
announcement from Mr. Sasaki. I hope you all have been encouraged. Our effort to conserve Oriental White 
Storks continues with the various passions from various people. 
Now we are going to adopt the declaration of storks with the children who have participated in this conference for 
two days. There are 100 school children from Hachijo elementary school, Nitta Elementary School and Toyooka 
Minami Junior High School and Mr. Takuya Nishiura from Toyooka High School will read the declaration. 
 
(Nishiura) I am involved in various activities at Toshima Wetland. I work not only for the storks but also for 
various different species and conservation of biodiversity and I do things like, elimination of Invasive Alien 
Species and weeding etc. 
I started working on these things because I was fascinated by the people who are involved in this movements, as 
well as for the storks of course…I met many people who work very hard to conserve the storks and I was 
encouraged. 
I would like to promote the beauty of nature and beauty of people in Tajima. 
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(Storks Declaration) 
 
 
(Nishiura) I will do my best so please work with us. Thank you. 
 
(Yagyu) Thank you. It was wonderful experience. 
 
(Nakagawa) Finally we will have the choir from school children which will be lead by Ms. Erina Mariho. Ms. 
Mariho sang in Takarazuka Opera Company. She supports various activities related to Oriental White Storks 
through her singing. She held a salon concert last year during the 10 th anniversary for the Homeland for Oriental 
White Storks and small concert around the elementary schools in Toyooka. 
 
(Mariho) I first met storks two years ago. I was moved by people’s passion to re-introduce this bird. I was so 
fascinated that I wanted to do something to support these people, and I made a decision to sing this song called 
the ‘Wind’. 
I want everyone to know that storks are growing healthy in Toyooka and I really hope the ‘Storks Friendly 
Farming’ will spread to all part of Japan.  
The song ‘Wind’ has another message. The earth is not only for our generation but also future generations. We 
need to hand over the beautiful earth to our future generations as well. 
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Storks Declaration Storks Declaration Storks Declaration Storks Declaration     
4444thththth Conference on the Future of the Oriental White Storks Conference on the Future of the Oriental White Storks Conference on the Future of the Oriental White Storks Conference on the Future of the Oriental White Storks    

 
 

Our city, Toyooka, where we have started to live in peace with the storks, has implemented number of 

projects in various sectors to create and recreate the balance between the cultural environment and 

natural environment. 

As we have seen in Convention for Biological Diversity Conference of Parties (CBD COP 10) Nagoya 

where Nagoya Protocol has been adopted, the efforts to conserve the biodiversity is spreading to 

various parts of the world.  

To ensure firm foundations for these conservation movements, we will especially focus on the 

following 5pillars: 

 
 
1. On the Oriental White Storks 

‘Love for living creatures’ was point of origin for our conservation movement, and by coming back 
to this origin; we want to increase the habitat for the Oriental White Storks. Especially creating a 
network among various stakeholders like citizens and local  government are important for 
establishing a stable population for Oriental White Storks. 
 

2. On the Environmentally Friendly Farming 
Environmentally Friendly Farming, which was started in Toyooka for the re-introduction of the 
Storks, is a farming practice that enhances the biodiversity in the paddy-field. This is a project to 
revive the traditional rice production method which embraced various animals and enhanced 
biodiversity. We will promote this agricultural method that embrace life and various living creature 
by promoting the multi-faced values that the agriculture and the paddy-field hold and raise 
awareness among the producers as well as consumers. 

 
3. Environmental Economy 

Environmental economy is a way to create linkages between the environmental action and the 
economic activities and to situate the environmental action as part of every ones’ daily life.  In 
Toyooka, some of the companies in private sector have created economic opportunity by pursuing 
environmental conservation. By accumulating these successes, we will make additional investment 
to environmental conservation with the gains that we obtained through these economic activities. 

 
4. Children and Future 

Children are the future of our society. We will create an opportunity for children to learn and 
nurture their affection to the environment and living creatures. Moreover, we will raise awareness 
about other endeavors inside and outside of Japan among these children and we will spread this 
movement not just in Toyooka but around Japan. 

 
5. Citizens 

Re-introduction of storks requires concrete action on the ground and citizens are the key. We will 
create collaboration between the citizens and the local government and spread this type of 
collaboration to different sectors. Citizen should create networks with other parts of Japan where 
similar projects are implemented and support each other. 
 
We will work hard but please join us. 
 
 
 
31st  October 2010 
 

33



CLOSING REMARKS 

Norio NakatsukaNorio NakatsukaNorio NakatsukaNorio Nakatsuka    
Director General, Tajima District Administration Office 

  

As one of the hosting organization for this conference, I would like to deliver a closing remark. 

 

First of all, I am delighted for the fact that we were able to host this 4th International Conference on the Future of 

Oriental White Storks with many participants from around Japan and especially in the presence of His Imperial 

Highness Prince Akishino and Her Imperial Highness Princess Akishino.  

 

During this two days, we have had fruitful and meaningful discussion with the theme ‘Bringing Back Storks, 

Brought Back More Than Storks’. 

 

We have adopted a new declaration on the Oriental White Storks, which was read by one adolescent who is going 

to bear the task of conservation in the next generation, with your applause.  

 

I would like to express my gratitude for those who worked hard and supported to make this conference successful. 

 

Moreover I would like to thank late Dr. Mitsuko Masui and Dr. Hiroshi Ikeda who are looking us from heaven.  

 

Finally I would like to close by mentioning that the linkages between various people and among various areas 

which were created through Oriental White Storks is the key to success and hope for the future.  

 

Thank you again. 
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