
日本野鳥の会愛媛 2017 年度活動報告 

 

【探鳥会】 
○松山城山探鳥例会 12 回（第１日曜日） ()内は初参加者の人数 

2017.4/2 39 名(0), 5/7 55 名(2)，6/4 39 名(5), 7/2 38 名(2), 8/6 22 名(2), 9/3 28 名(2), 

10/1 38 名(4)，11/5 32 名(0), 12/3 41 名(2), 2018.1/7 40 名(1), 2/4 19 名(1), 3/4 32 名(2) 

○県運動公園探鳥会 ５回（偶数月第２日曜日（8 月は第４日曜日；10 月は雨天のため中止） 

2017.4/9 20 名, 6/11 18 名, 8/27 16 名, 12/10 23 名, 2018.2/11 24 名 

○重信川中流探鳥会 ６回（奇数月休日） 

2017.5/3 18 名, 7/30 22 名, 9/24 28 名, 11/23 29 名, 2018.1/28 15 名, 3/18 27 名 

○宇和島南楽園探鳥会 11 回（第３日曜日；９月は台風のため中止） 

2017.4/16 19 名, 5/21 11 名, 6/18 15 名, 7/16 5 名, 8/20 8 名, 10/15 6 名, 11/19 12 名, 12/17 7 名, 2018.1/21 15 名, 2/18 10 名, 3/18 

13 名 

○宇和運動公園定例探鳥会 10 回（第４日曜日；6 月、10 月は雨天のため中止） 

2017.4/23 11 名, 5/28 13 名, 7/23 14 名, 8/27 14 名, 9/24 12 名, 11/26 7 名, 12/24 14 名，2018.1/28 11 名, 2/25 13 名, 3/25 10 名 

○その他の探鳥会 

松野・親子で楽しむ探鳥会（2017.4/1 6 名） 干潟・湿地を守る日 2017in 愛媛・重信川河口探鳥会（4/9 8 名） 石鎚山探

鳥会（5/14 10 名） 皿ヶ嶺風穴探鳥会（6/3 21 名）大谷池探鳥会（6/18 24 名）佐田岬ハチクマの渡り観察会（9/23 16

名） 佐田岬ヒヨドリの渡り観察会（10/14 4 名） 大谷池探鳥会（2018.1/21 21 名） ゆっくりじっくり探鳥会（2/18 21

名）三間・親子で楽しむ探鳥会（3/31 7 名） 

 

【調査研究活動】 

○愛媛県内カモ類生息一斉調査（2018.1/6-8 他, 38 名, 564 箇所） 愛媛県委託調査 

○鳥獣保護区期間更新予定地鳥類生息状況調査（3 箇所） 愛媛県委託調査 

○全国鳥類繁殖分布調査 

○重信川河口調査 14 回（参加者には伊予農業高等学校の先生、生徒を含む） 

2017.4/15 17 名, 4/22 5 名, 5/13 16 名, 6/18 17 名, 7/17 4 名, 8/11 4 名, 9/10 4 名, 9/24 3 名, 10/14 4 名, 11/3 4 名, 12/2 10 名, 

2018.1/14 4 名, 2/24 6 名, 3/25 9 名 

○サシバの渡り調査（由良半島、高茂岬） 

○鳥情報の報告会（2018.3/17 西予市教育保健センター 8 名） 

 

【外部会議への出席等】 

○平成 29 年度連携団体全国総会（2017.11/11-12 千葉県） 

○日本野鳥の会中国四国ブロック交流会（2018.2/10-11 島根県松江市） 

 

【対外的な行事への講師派遣、取材対応等】 

○野鳥観察会講師（2017.5/27 松山総合公園 松山市都市環境学習センターイベント） 

○えひめの生物多様性まるごとフェスタ（10/15 いよてつ高島屋 パネル展示設営及び来場者への対応） 

○伊予ロータリークラブ野鳥の巣箱かけ講師（11/5 伊予市上三谷えひめ森林公園） 

 

  



【保全関係活動】 

○ツル類・コウノトリの保全関係 

・ツル類の緊急ねぐらとして湛水している田んぼについて面談（2017/6/26 西予市役所 西予市、財団職員と市助成や多

面的機能支払交付金の利用、農産物ブランド化等を協議） 

・田園ロマンの里委員会（6/28 西予市宇和町岩城公民館） 

・ツル類の保全に関連しての面談（6/29 西予市役所 岩城地区で建設中の市道について） 

・愛媛大学社会共創学部の先生を案内（6/30 西予市宇和町 西予市役所、財団職員と） 

・田んぼの生きもの観察会（7/13 石城小学校及び周辺の水田・水路 スタッフとして） 

・講演会「ツルから探る江戸時代の宇和」打ち合わせ（7/13 県歴史文化博物館 学芸員、財団職員、西予市ジオ推進室

職員と打ち合わせ） 

・山田大池の生態系配慮施設について県、財団職員と意見交換（7/13 県八幡浜支局） 

・宇和でのツル類の保全関係の意見交換（7/14 松山市内及び県庁 財団職員を交えて、植物の専門家、県自然保護課と

それぞれ意見交換） 

・ナベヅル、マナヅルのアクションプラン案および希少鳥獣保護計画案に関する意見交換会（8/2 岡山市ＴＫＰ岡山会議

室 中四国の行政・関連団体の意見交換） 

・「ツルから探る江戸時代の宇和」参加（8/20 西予市宇和町末光家住宅） 

・西予ブランド米について面談（8/21 西予市宇和町 JA ひがしうわ宇和営農生活センター JA ひがしうわ、西予市農業

支援センター、財団職員が参加） 

・ビオトープの植物調査（8/21 西予市宇和町山田大池 NPO 森からつづく道代表が中心になり調査。西予市役所、山田

地区副区長、財団職員も同行） 

・日本生態系協会関係者と面談（8/25 八幡浜市内 四国圏域生態系ネットワーク推進協議会への委員としての参加要請

について） 

・ツル・コウノトリ見守り隊委譲式と研修会（10/16 石城公民館） 

・Canon 監視カメラ・デモ（10/16,25 西予市 ツルの監視で使えるかデモを受ける） 

・マナヅルのデコイ設置（10/17 西予市宇和町山田 西予市環境福祉課職員と） 

・郷内地区のツル飛来重点エリア看板設置（10/17 西予市宇和町 西予市職員と） 

・西予のツル餌資源調査（11/21,23 西予市宇和町 財団が行う調査に協力） 

・周南市鶴いこいの里交流センターのボランティアグループ視察支援（2018.1/26-27 西予市宇和町 西予市役所による

「ねぐら」などの案内を支援） 

・周南市八代のツル関連施設視察（2/5-6 周南市八代 西予市役所の視察に同行） 

・石城小のツル・コウノトリ関係行事に対して意見交換（2/19 石城小学校） 

・石城小学校のコウノトリ学習会（3/5 石城公民館 西予市役所等の開催に協力） 

・ツル・コウノトリ見守り隊研修会及び意見交換会（3/7 石城公民館） 

・ナベヅル・マナヅルのデコイ撤収（3/12 西予市宇和町石城地区 撤収、メンテを行う）・ツル・コウノトリ見守り隊

離任式と研修会（3/27 石城公民館） 

 

○風力発電関係 

・西予風力発電所の稼働に向けての打合せ（2017.8/21 西予市教育保健センター 西予市役所、財団職員。ねぐらと餌場

との間の飛行ルートの情報共有） 

・西予風力発電の事業者との協議（9/21 西予市役所 西予市、財団職員と協議） 

・西予梼原風力発電計画段階環境配慮書の縦覧及び意見提出（3/7,8 西予市役所） 

 



○林道建設関係（県営林道長崎・明神山線、広見・日吉線の関係） 

・県営林道建設に係る猛禽類調査報告会（2017.8/31 県八幡浜支局） 

・県営林道建設の H30 事業計画に係る説明会（2018.2/26 県八幡浜支局） 

 

○カワウ対策関係 

・愛媛県カワウ管理検討会（2017.6/13 県林業会館、2018.3/20 県水産会館） 

・愛媛県カワウ指針策定にあたっての協議（9/27 愛媛県庁 水産課職員と協議） 

・愛媛県カワウ管理指針(案)の改正について（2018.1/10,15 メールで改定案を提出） 

 

○えひめの生物多様性保全推進委員会専門部会（2017.7/3,12/25 県生物多様性センター；RDB の改定、特定希少野生動植

物の新たな種指定等について協議） 

 

○国指定石鎚山系鳥獣保護区石鎚山系特別保護区の指定に係る公聴会（意見口述）（2017/9/21 高知市（四国森林管理

局）指定の案及び期間の延長について） 

 

○野鳥生息地の清掃活動（2017.11/11 重信川河口 16 名） 

 

○重信川フォーラム、重信川の自然をはぐくむ会総会（2018.2/14 にぎたつ会館） 

 

 

以上 


