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 平成27 年度に供用した舞鶴遊水地において、近年タンチョウの飛来が確認されている。札幌

開発建設部では、地域の営巣に向けた期待を踏まえ、遊水地の湿地環境を活用したタンチョウ

も住めるまちづくりに取組んでいる。本研究は、遊水地内の植生や水面状況等の遷移に関する

調査結果を踏まえたタンチョウの営巣環境構築検討および長沼町における地域づくり検討につ

いて報告する。 
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1.  タンチョウの飛来状況と取組みの経緯 

 千歳川流域の治水安全度向上のため、札幌開発建設部

では6箇所の遊水地を整備している。この内、舞鶴遊水

地が位置する長沼町は、かつて大小多数の沼地が存在し、

タンチョウやマナヅルの生息地であった。現在でも「舞

鶴」との地名が残るなど、国の特別天然記念物であるタ

ンチョウが地域のシンボル的存在となっている。また、

町内の農業者を中心とした「舞鶴遊水地にタンチョウを

呼び戻す会」では、シンポジウムを開催し普及啓発活動

を行っているほか、長沼町は「タンチョウとの共生検討

会議」を設置してタンチョウの飛来による影響及び共生

の可能性についての議論を進めてきた。このような機運

の高まりを受けて、札幌開発建設部は長沼町と連携し、

地域の多様な主体が参画する「タンチョウも住めるまち

づくり検討協議会」（以下「検討協議会」という。）を

平成28年9月に設立し、舞鶴遊水地を軸としたタンチョ

ウも住めるまちづくりのあり方やその達成手法について

検討を重ねている。 

舞鶴遊水地では、整備期間中の平成24年度からタンチ

ョウが飛来し、平成27年度の供用開始後も、毎年度、飛

来が確認されている（写真 1）。平成29年9月には、タ

ンチョウが舞鶴遊水地内をねぐらとして利用しているこ

とも確認され、営巣への期待が高まっている。当部では

これまでの遊水地内の環境調査結果等を踏まえ、遊水地

内におけるタンチョウの営巣環境の構築に向けた検討を

進めているところであり、本論ではこれらの取組みにつ

いて報告を行うものである。 

 

 

 

写真 1 舞鶴遊水地に飛来したタンチョウ（H29.9.14撮影） 

2.  検討体制・内容 

 検討協議会（座長：北海道大学大学院 中村太士教

授）では、主に以下の3つの事項について議論を進めて

いる。 

① 遊水地を軸としたタンチョウの生息環境の構築 

② タンチョウを活かした環境教育・市民参加促進 

③ タンチョウをシンボルとした農産業・観光施策促進 

環境やまちづくりに関する専門的な議論を行うため、

検討協議会の下に「生息環境専門部会」（事務局：札幌

開発建設部）、「地域づくり専門部会」（事務局：長沼

町）を設置し、各部会において具体的な取組みを推進し

ている。 

 タンチョウの営巣環境の構築については生息環境専門

部会で検討が行われており、その検討内容について3章

に示す。 

 

3.  営巣環境構築検討 

 生息環境専門部会では、タンチョウの生息環境を整え
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るためには『営巣』および『採食』両面の環境構築が必

要と考えており、早期の個体定着に向けてまずは『営巣

環境』の検討に着手した。 

 

(1)  舞鶴遊水地の営巣環境 

 舞鶴遊水地では造成前から自然環境調査を実施してお

り、供用後も平成成27年度から今年度まで継続して調査

を実施してきた。遊水地内の環境は主に湿地、水域、草

地、樹林（防風林）の4つの環境に区分される。 

初期湛水池は、以下の条件により湿地となっており、

湿生植物が広く繁茂している。 

①造成前の地下水位標高約5mに対して敷高は4.1m 

②嶮淵右岸樋門を介して常時幌内川が流入 

③地内のほぼ中央部から流出する南9号川は融雪や中

小規模の降雨で千歳川の水位が上昇した場合、遊

水地側に逆流し貯留される 

 また、一部には開放水面も見られる。舞鶴遊水地にお

ける3年間の植生の変遷を図 1に示す。供用開始後の平

成27年度は湿地のほとんどをフトイ群落が占めていたが、

経年的にフトイが衰退傾向にあり、ガマ、ヒメガマやマ

コモなどの群落が増加している。またタンチョウの営巣

環境として期待されるヨシ群落も年々増加傾向にあり、

平成28～29年度にかけては顕著にその面積が増加した。

採餌環境としては、タンチョウの餌となりうるトゲウオ

類・ウグイ類などの魚類や、タニシ類・タガイ・スジエ

ビなど種々の生物の生息が確認されている。一方、重要

な餌場として期待される開放水面は、湿生植物の繁茂に

より年々その面積を減じている。また、主にヒナの捕食

者となりうる生物としてキタキツネや特定外来生物のア

ライグマなども確認されている。 

(2）微高地造成計画 

タンチョウは水辺や湿地で枯れたヨシ等を巣材として

積み上げて営巣する。分布域の中心である道東では3月

から4月にかけて交尾・造巣・産卵が行われ、卵は約32

日間の抱卵期間を経て孵化する。ヒナは孵化後3～5日ほ

どで親とともに巣から離れるが、ヒナが小さいうちは体

温の低下や外敵から保護するためしばしば親がヒナを抱

く1）。 遊水地初期湛水池の完成時設定標高は4.1mであ

り、これに対して遊水地排水門の水位は平水時で約4.3m

程度である。場所によるばらつきはあるものの、初期湛

水池内は平水時に平均20cm程度の水深があると考えら

れる。初期湛水池の中で親がヒナを抱くためには、水に

浸からないドライエリアが必要であり、このため初期湛

水池の地盤より盛り上がった『微高地』の造成計画立案

に着手した。 

 微高地造成計画にあたっては、営巣地としての利用も

見据え、その位置や形状等について以下を回避すべきポ

イントとして設定した。 

・観察者：人間が観察しやすい各堤防や管理用道路か

らの距離を確保 

・アライグマ：天敵となりうるアライグマが生息する

可能性がある林縁から距離を確保 

・南9号川の水位変動：降雨時の水位変動が大きい南9

号川の源頭部を回避 

・営巣期の生息環境の競合：早春期に水鳥が多数飛来

する範囲を回避 

 また、生息環境部会の委員である有識者と現地視察を

行い、微高地造成にあたって以下の条件を確認した。 

図 1 舞鶴遊水地の植生の変遷 

H29 

H27 H28 

南 9号川 嶮淵右岸樋門 
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・数：タンチョウが遊水地内のどこを好んで利用する

かは予測が立てづらいため、複数箇所造成する。 

・位置：タンチョウは体が大きいため、フトイなど高

茎抽水植物が密生している場所は利用されづらいと

考えられる。 

・高さ：数年に一度冠水するのはやむを得ない（ある

程度の水位上昇にはタンチョウが巣を嵩上げするこ

とで対応することができる）。高すぎると、ヨシを

はじめとする湿生植物ではなく、ヤナギや外来種が

侵入する恐れがある。また、位置同様に高さにも複

数のバリエーションをつける。 

・形状：大きさは10m×10m程度を目安とする。天端は

整地せず凹凸を残した自然な仕上がりとし、斜面は

ヒナが歩きやすいよう出来る限り緩やかにする。 

 微高地の高さについて、遊水地はその性質上、降雨に

よる河川水位の上昇に伴い地内の水位も上昇する。遊水

地内の造巣期から育雛中期（ヒナを抱く可能性がある時

期）にかけての近3か年の最高水位は約5.0mであった 

（図 2）。微高地の高さは、当初、冠水影響を受けない

高さとして、5.0m以上で計画していた。しかし、生息環

境専門部会において、高く盛り過ぎると乾燥化が進み、

遊水地内環境としては好ましくないヤナギ類やオオハン

ゴンソウなどの外来種が侵入する恐れがあるという意見

を得て、再度見直しを行った。 

 前述のとおりタンチョウのヒナは、孵化後3～5日ほど

で親とともに巣から離れるが、この時点で水鳥のように

水面を泳ぐことが出来る。このため、孵化後は微高地の

冠水による影響は小さいと考えられた。冠水を最も避け

るべきは営巣地として利用された場合の抱卵期間（多く

は4~5月）であり、この期間の水位に着目すると、おお

むね4.3m以上の高さであれば冠水を免れると考えられた。

よって、微高地の設定標高は地内の近3年の平均平水位

である4.3m（初期湛水池標高4.1m + 0.2m）を最低標

高とし、0.2m刻みで4段階（4.3m・4.5m・4.7m・4.9m）の

高さを設定し、高さの組合せにより3タイプの微高地を

計画した（図 3、図 4）。 

 微高地上は巣材となるヨシを千歳川流域産のポット苗

により植栽予定である。ヨシは微高地の天端及び法面の

うち、平水位の4.3m以上の高さに植栽し、植栽密度は

1m2あたり1本程度とした。微高地上にヨシを植栽するこ

とで、外来種やヤナギ類の侵入防止の効果も期待される。 

 以上の検討結果を踏まえ、初期湛水池内の5箇所に微

高地の候補地を配置し（写真 3）、今冬の造成に向けて

準備を進めている。 

 

（3）その他の生息環境の構築に係る取組み 

 微高地（営巣候補地）造成以外にも生息環境の構築に

向けて以下の取組みを進めている。 

・アライグマについて遊水地内と周辺の生息実態調査

を実施。捕獲等の対策について北海道大学大学院 

池田教授ら専門家へのヒアリング・試験捕獲。 

・タンチョウと人との軋轢（観察者や写真愛好家によ

る、タンチョウへの過度の接近や追い回し等）の回

避も重要な課題であり、協議会に参画する北海道地

方環境事務所（環境省）が中心となり、環境保全と

利活用のガイドライン（仮称）の策定を推進。 

・舞鶴遊水地の現地にマナー啓発の看板を設置。 

・マナー啓発の緊急性も考慮して社会実験として利活

用拠点施設（写真  2）を設置。 

 

 

 

 

 

 
写真  2 設置した利活用拠点施設 
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図 2 遊水地内の水位変化（H27-28）と水位観測地点 
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4.  営巣環境の構築から地域づくりへの発展 

「検討協議会」では、タンチョウが生息できる環境

づくりを行うとともに、豊かな自然環境と共生する社会

を構築することにより、「潤いと活力のある魅力ある地

域」の形成を目指している。地域づくり専門部会では、

タンチョウをシンボルとした農産業・観光施策促進環境

やまちづくりについての専門的な議論が行われている。 

平成28年度の協議会で設定された5つの目標、「環境

教育の促進」、「住民参加の促進」、「地域資源の活

用」、「観光交流の促進」、「地域資源情報のとりまと

め・共有」の具体化に向け、以下のような取組みを進め

ている。 

・町内の小学生を対象に、舞鶴遊水地の自然環境を体験

する学習イベントを開催（8月）。 

・利活用拠点施設（写真  2）において、遊水地の治水

機能やタンチョウをシンボルとする本取組みの活動を

紹介（11月） 

・遊水地内でのスノーアートの企画・検討 

・長沼町の町内誌「広報ながぬま」に検討協議会の取組

み状況を報告（毎月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  まとめ 

 タンチョウは北海道東部を中心に生息しているが、近

年の個体数増加に伴う過密化により、生息地の分散が課

題とされている2）。近年、千歳川流域ではタンチョウ目

撃情報が増えており、湿地環境を有する舞鶴遊水地でも

整備中の平成24年度および供用後の平成28・29年度の累

次にわたり、飛来が確認されている。また、29年度には

初めて遊水地内でねぐら利用が確認された。 

このような状況のもと、札幌開発建設部では地域と連

携しながらタンチョウの営巣環境構築（微高地造成等）

に取組んでおり、今後、舞鶴遊水地でのタンチョウの定

着・繁殖活動に期待したい。 

引き続き、地域の住民の理解をいただきながら、「検

討協議会」の関係機関および関係者とともに、舞鶴遊水

地においてタンチョウが生息できる豊かな自然環境を維

持するとともに、タンチョウと共生できる地域づくりの

実現に向け、長沼町の取組みを支援してまいりたい。 

 

 参考文献 

1)正富宏之：タンチョウ そのすべて（2000） 

2)環境省：タンチョウ生息地分散行動計画（2013.4） 等

 

10m

14m
0.4m 1 ： 5

EL＝4.5m 想定最高水位　5.0m

4.1m初期湛水地標高

平水位　4.3m

5m 5m

16m
0.6m 1 ： 5EL＝4.7m EL＝4.3m

想定最高水位　5.0m

4.1m初期湛水地標高

平水位　4.3m0.2m

図 3 高さの異なる3タイプの微高地 

写真3 微高地造成候補地の配置 

図4 微高地の平面形状 
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