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○「ライチョウの保 護 増 殖 」でクラウドファンディング

富山県の県鳥であるライチョウは、お菓子やワッペン、

置物など、さまざまな商品となって出まわり、いたるとこ

ろで目にする。ところが、本物のライチョウにお目にかか

るのは、なかなか難しい。立山などへ出かけて行かないと

会えないし、かりに生息地へ行ったとしても、野鳥なので、

必ず会えるとは限らない。実際にライチョウを目にしたこ

とのあるひとは、どれぐらいいるだろうか。知名度の高さ

に比べて疎遠で、具体的にどのような鳥なのかと聞かれて

も、新聞やテレビなどの媒体を介しての印象しか持ち合わ

せていないひとが圧倒的に多いのではないか。近くて遠い

存在、知っているようで知らない間柄というべきか。たと

えて言えば、かつての銀幕スターと一般大衆との関係のよ

うなものだが、そんなものは、とっくの昔に廃れている。

新しい「ひと・しぜん・もの」語り

成功させた富山市ファミリーパークに話を聞いてみた。

でライチョウの保護増殖を掲げてクラウドファンデングを

ようにするのは、ライチョウにも人にも意味がある。そこ

の案内で、山に行けばかなりの確率でライチョウに会える

る時期にきているようにもみえる。しっかりとしたガイド

た、人間とのつながり、関係性を、もう一度考え直してみ

のことなのだろうが、当然、対策も必要である。それとま

的な要因や気候変動など、さまざまな原因がからみあって

減らし、気がつけば環境省の絶滅危惧種に入っている。人

いところに祭り上げたのはいいが、知らないうちに個体を

ライチョウにおいても、特別天然記念物として手の届かな

孤高の鳥 ライチョウ

※写真提供/とやま観光なび

.
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道の駅・新湊に設置
射水市全地帯と富山・高岡市の一部地域に配布

約4万部発行

▲

富山市ファミリー
パークでは、クラウ
ドファンディングに
よる支援金で「ライ
チョウ基金」を設立。
国内の関係する動物
園が連携して、多岐
にわたるライチョウ
の保全事業をする。
写真はライチョウを
守る動物園の仲間が
集まっての会議。

▲

人工孵化されたニホンライ
チョウは、現在、富山市ファ
ミリーパークに 羽、上野動
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▲
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―ネットで全国から資金を募る「クラ
ウドファンディング 」で「ライチョ
ウ基金」を調達された今回の取り組み
は画期的なことです。
○ライチョウの保護増殖に関する事業
があって、それまで企業からの助成金
で活動していたのが、昨年度で助成が
終了したことから、代わりにＣＦで資
金を集めて基金をつくることにしたも
のです。
(CF)

―昨年 月から今年 月の ヵ月間に
わたって、 口３千円以上の寄付を募
った今回のＣＦ、最終的に１１７４人
から２６２６万５千円が集まりました。
最初から大成功すると思っていました
か。
○１千万円を目標にスタートしました
が、当初は本当に集まるか不安でした。
実際、 月、 月は募金額が伸びませ
んでした。
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―生息数が約２千羽、絶滅の危機にあ
る鳥を救いたいという訴えは、ネット
で広く呼びかけるＣＦが合っているよ
うに思いますが。
○寄付が１千万円に達したのは 月
日ですが、残り 日間で１６００万円
以上も上積みしています。このＣＦが
広く知られるようになってから、一気
に支援が集まるようになりました。
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いたことにより、ＣＦの情報がより全
国に拡散したことだと思います。

―それと同時に、ライチョウの現状や
保護増殖活動の様子など、富山市ファ
ミリーパークによるきめ細かな情報発
信が多くの人の共感を得て、ＣＦを成
功に導いたのではないでしょうか。
○支援を頂いた方は、富山県関係者が
全体の ％で、他に山でライチョウを
見たことのある人や、野鳥愛好家が多
くを占めています。

―ライチョウの存在や保護増殖活動が、
全国的にあまり認知されていないので
しょうか。
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ライチョウに未来を。

富山市ファミリーパークでは、
名の飼育スタッフ並びに獣
医などによるチームを結成し
て、ライチョウの飼育繁殖に
あたっているが、その技術は
高く評価されている。写真は
ライチョウをモニターで観察
しているところ。
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▲氷河期の生き残りとされるニホンライチョウは全長が37cm。
国内5つの高山帯のみに生息し、夏は標高2500～3000m
のハイマツ帯、冬は積雪の少ない岩場で過ごす。個体数が
2000羽弱まで減少するなど、絶滅危惧種。国の特別天然記
念物で富山県の県鳥。
物園 東( 京都 に) 羽、大町山
岳博物館 長( 野県 に) 羽、那
須どうぶつ王国 栃( 木県 に)
羽がそれぞれ飼育されている。
写真は同パーク内ライチョウ
舎での飼育。
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― そのきっかけは何だったのでしょう
か。
○新聞の全国紙で紹介されたり、野鳥
の専門家が仲間に知らせるなどして頂

2

「クラウドファンディン
グ」は、インターネット
経由で、不特定多数の人
から財源を集めて事業を
達成する手法。写真は富
山市ファミリーパークが
行なったCFのポスター。
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▲

▲

▲ライチョウの保護繁殖事業では、2016年
と2017年に乗鞍岳から卵を採取。その卵
を機械で孵化させて専用飼育ゲージで育て
る。昨年は、それらの個体を親とする人工
繁殖にも成功。写真は2016年に生まれた
オスとメスの今年のお見合いの光景。
▲2017年に立山室堂で、観
光客に見守られながら散策
路のハイマツ林を歩くライ
チョウ。このような光景を
いつまでも残したい。

▲今年生まれたライチョウの赤ちゃん。

▲

※2・3ページ写真提供/富山市ファミリーパーク

クラウドファンディング。

でも、生息分布によって遺伝子が若干
異なることから、それらがまざらない
ようにしながら行なっています。

―最終ゴールは「ライチョウが自然状
態で安定的に存続できる状態にする」
ことですか。
○そうです。ライチョウの未来を確保
するのは大変なことです。自然の中で
子孫を残していけるまでにするのが私
たちの役目ですが、長い道のりになる
と思います。これからもご支援をよろ
しくお願い致します。

※富山市ファミリーパークの石原祐司園長
に話をお聞きしました。

★新潟県妙高市もクラウドファンディング
「日本最北限「火打山のライチョウ」を、
絶滅から救いたい！」。
寄付受付期間／２０１８年 月 日～
２０１８年 月 日。

1984年に開園。飼育動物数106種・1006点。
「動物」「里山」「地域」をテーマに、郷土
動物園や自然環境の調査・保全、野生動物の
種の保存事業に力を入れる。園内には、バー
ベキューコーナーや遊園地などもある。
また、同パークを含む国内11の動物園から
なる「(公社)日本動物園水族館協会・生物多
様性委員会・ライチョウ計画推進会議」で保
7 5
護増殖活動を実施。その資金調達として、昨
年12月～今年2月にクラウドファンディング
2 16
を行ない、2600万円以上の支援を集める。
住所/富山市古沢254 電話/076-434-1234

○今回、ＣＦを実施して良かったのは、
資金調達以外にも、貴重なライチョウ
がいて、その生存が危ぶまれているこ
と、そして、動物園の取り組みを広く
知ってもらう機会になったことです。
―保護増殖活動は、佐渡のトキの教訓
を生かし、滅びる前に手を打っておき
たいという考えなのでしょうね。
○トキは野生復帰に 年もかかってい
ます。科学の進歩もあって、またライ
チョウは生息個体がいて、個体数がま
だ多いことから飼育や繁殖の技術の確
立は、昔ほど難しくありません。ただ、
ライチョウの生息環境がなければ、人
工で増やしても意味がなく、やはり野
生復帰に到達するには時間がかかりま
す。だから今から始めないといけない
と思っています。
―同パークでは、２０１０年にスバー
ルバルライチョウの飼育・繁殖も手が
けています。
○ノルウェーのライチョウで、ニホン
ライチョウの近縁種です。私たちはま
ず、この鳥で人工繁殖などの技術を蓄
積し、ニホンライチョウの飼育・繁殖
につなげるというステップを踏んでい
ます。
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―この先の計画はどうなりますか。
○最初に個体数が安定している乗鞍岳
のライチョウで飼育繁殖の技術を確立
し、次に個体数が減っている南アルプ
スのライチョウを増やして野生復帰さ
せる計画です。同じニホンライチョウ

○富山市ファミリーパーク○

ライチョウの卵
(ウズラの卵より少し大きい)
富山市ファミリーパークの
石原祐司園長と日本の宝・
ライチョウ(オス)

ロケの協力、内川景観保全活
動、交流施設の運営、地域の
祭り・文化・伝統芸能等の継
承 支 援 活 動 、「 ま ち 歩 き マ ッ
プ 」 の 作 成 、「 内 川 寄 席 」 な
ど、多岐にわたって取り組ん
でいます。
その一環として、水辺の環
境を美しく保ち、内川散策を
より楽しいものにするために、
「内川船乗りゴミ拾い」とい
うユニークなイベントを実施
しています。
○川の中と川沿いのゴミを
内川での清掃ボランティア
は、もう 年ほど続いている
ものです。昨年からは「内川
船乗りゴミ拾い」というイベ

ントに仕立て、 月と 月の
年 回実施しています。
今年の 月 日に行なわれ
たゴミ拾いでは、 人ほどが
午前 時に「川の駅新湊」に
集合。船に乗って川に落ちて
いるゴミをタモですくうＡコ
ースと、川沿いのゴミを拾っ
たり、草むしりをするＢコー
スに分かれて行われました。
川の中のゴミは、時々ペッ
トボトルが浮いている程度で、
年々きれいになっているそう
です。また、川に沿った道路
沿いのゴミも少なく、むしろ
雑草を取り除く草むしりが中
心になったとのことです。
川の中のゴミ拾いではゴミ
袋 袋、川沿いでは 袋をそ
れぞ回収。その後は希望者が
集まって賑やかに交流会が開
かれました。
5
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○ イベントで内川を盛り上げる
「水辺のまち新湊」は、内
川地区を会場に様々なイベン
トを開催しています。月 回、
旧新湊信用金庫新町支店での
屋内マルシェ「うちかわホリ
デイマーケット」は、同会の
恒例行事の一つで、毎回アク
セサリーや雑貨、飲食関係な
ど 店ほどが軒を連ねます。
また、夏の夜を彩る「内川
十楽の市」は毎年行われてい
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交流を兼ねた
「内川船乗りゴミ拾い」

○内川エリアで多彩な活動
富山県でも特色のある観光
スポットとして脚光を浴びて
いるのが射水市の内川地区で
す。運河のような穏やかな川
面に小さな漁船が数珠つなぎ
に係留され、その川沿いに民
家などが密集して、懐かしい
昭和の水辺風景を残しています。
この内川地区で２００５年
に設立されたのがＮＰＯ法人
「 水 辺 の ま ち 新 湊 」 で 、「 地
域住民や来街者にとって『住
みやすいまち』『訪れたくな
るまち』をつくる」ことを目
的に活動しています。
これまで、内川について考
えるフォーラムや写真展、内
川を舞台にした映画・テレビ
11

なう
射水

エコ ＆ エコな暮らし
環境に配慮するエコロジーも大切ですが、
経済性や節約のエコノミーも忘れることはできません。
この２つのECOを組み合わせた
「エコ&エコ」な情報をお届け致します。

蛇口の止水用パッキンを節水タイプに交換
するだけで、水量が半分ほどになり、水の
節約につながります。
節水コマは、ホームセ
ンターなどで扱ってい
ます。なお、シングル
レバーなど、構造上、
設置できない蛇口もあ
ります。

冷蔵庫の省エネ

ブルーカーボン

家庭の電力消費量で、エアコンに次いで多
いのが冷蔵庫です。その冷蔵庫の省エネは、
庫内の設定温度を「強」から「中」にする、
食品を詰めすぎ
ない、ドアの開
け閉めを最小限
にするなど、使
い方に配慮をし
たいものです。

地球温暖化対策として、
森林が吸収するCO2を
「グリーンカーボン」。
これに対して、海の海
藻などが吸収するCO2
を「ブルーカーボン」
といい、各地で海藻類
の養殖に力を入れたり、藻場の再生に取り
組み始めています。
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ような歴史や伝承をテーマに
した演劇やダンスなどによる
「放生津ヒストリア絵巻」も
企画しています。

買い物の際、食品は
“陳列棚の後ろ”(賞
味・消費期限が長い)
から取ると、まだ食
べられるのに捨てる
「食品ロス」につな
がります。すぐに食べる食品は、
“陳列棚
の前”
、つまり賞味・消費期限の短いもの
から先に買うようにしましょう。

7

○問合せ／ ＮＰＯ法人「水辺のまち新湊」
電話０７６６ ８ｰ２ ２ｰ６６８

蛇口に「節水コマ」

28

よさこいやジャズなどがイベ
ントを盛り上げます。
内川がある放生津は、万葉
の歌人・大伴家持が詠んだ奈
呉ノ浦ゆかりの地であり、江
戸時代には北前船で栄えたま
ちです。そこで、秋にはこの

食品は棚の手前から

るもので、今年も山王橋水辺
公園をメイン会場に、 月
日㈮・ 日㈯に実施。手作り
万灯が川面を照らし、華やか
なイルミネーションが橋を飾
ります。そして、浴衣姿が似
合う情緒豊かな雰囲気の中で、

きょうから始める

廃材に眠る価値を発見し、デザインや新技術に
よって、価値の高い商品を生み出す「アップサ
イクル」は、リサイクルの新しいスタイル。

4

▲

11

アップサイクル
カンナくずを創作に。
手作り時計キット
の声として、「楽しそうなキッ
トで創作意欲が湧いてきます」
といったコメントが寄せられて
いる。
開発を担当した同社の麥田志
織さんは、「ムーブメントに秒
針が滑らかに動くスイープタイ
プを用い、また、文字盤は木目
の美しいスギ板を選ぶなど、コ
ストをかけるところはしっかり
とかけ、質の高いキットにし
た」とのことだ。この「造作屋
の手作り時計キット」は セッ
ト２５００円 税(別 。)
1

●問合せ／㈱元尾商店
富山市向新庄町 丁目 番 号
電話０７６ ４-５１ ８-６５７
6

ライチョウ型の時計。
背中にカンナくずを使用

文字盤と、端材などを用いた
種類の木、それにムーブメント
時(計の機械部 、)電池、作り方
の説明書など、時計のパーツが
箱にセットになって入っている。
同封の 種類の木材を切った
り貼ったりしながら、時計の文
字盤を自分なりにデザインして
作っていくもので、その文字盤
は、ライチョウ型、丸型、四角
型の タイプがある。ネット販
売では丸型が好まれているそう
だが、富山県内だとライチョウ
型も人気があるようだ。
間伐材や木の端材を使った雑
貨はよく目にするが、同社の時
計キットは、それに加えて、造
作材の加工のときに出る薄い紙
状のカンナくず、角材の面取り
の際に出る糸状のカンナくずな
ども上手に使っている。
カンナで削った際に出る木く
ずは、ゴミになるか、燃料とし
て焼却するかであるが、少し見
方を変えると、創作のためのお
もしろい素材に生まれ変わるよ
うだ。
実際、ネットで購入された方

▲

▲手作り時計キットのパーツ一式(丸型)

丸型の時計。カンナくずで装飾

㈱元尾商店 富(山市 は)、住宅
のフローリングやパネリング
羽(目板 、)鴨居や敷居といった
造作材を専門に手がける木材加
工の総合メーカー。その加工の
際に出る端材などを使い、ユニ
ークなアップサイクル品「造作
屋の手作り時計キット ー世界
に一つの時計を作ろう！」を開
発、販売している。
キットには、富山県産スギの
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気になる、あの温泉 

▲風吹荘

長野県
小谷村

人旅行向けの温泉なのかもし
れない。露天風呂や浴槽の大
きさ、新しさなど、温泉の施
設にことさらこだわらなけれ
ばお勧めで、まさに穴場的な
存在だ。
客室は 室で、地元の幸に
信州名物のそば、それに日本
海に近いこともあって海の幸
も楽しめる。料理にも定評が
あるようで、それでいて宿泊
料金はリーズナブルな設定と
なっている。
4

入浴料/500円
日帰り入浴時間/
平 日
14:00～19:00、
土･日･祝日 11:00～19:00
1泊2食/9000円～
定休日/火曜日
住 所/長野県北安曇郡小谷村
北小谷1283-1
問合せ/電話0261-85-1144

岐
阜
県

と周囲の山並みのロケーショ
ンも優れている。国道から一
歩入るだけで、全く世界が違
ってくる感じだ。
温泉は、約 ℃の風吹荘源
泉と、約 ℃度の北小谷温泉
の二本の源泉を混合して適温
にしたうえ、 ｍ離れた風吹
荘の浴槽に送られている。そ
のために加温、加水は一切さ
れていない。文字通りの源泉
掛け流しであるが、 、 人
が入れる小さな浴槽と湯量の
多さが相まって、源泉掛け流
しが本当に実効のあるものと
なっている。
浴室のドア開けると、硫黄
臭が鼻を突く。お湯はやや褐
色がかって鉄分を含み、床も
赤茶色に染まっている。泉質
はナトリウム炭酸水素塩・塩
化物泉。そして圧倒されるの
が浴槽から盛大にオーバーフ
ローしている豊富な湯量で、
贅沢さを通り越してもったい
ないような気持ちになってく
る。
すぐ近くの道の駅の深山の
湯は、団体、グループ向けの
温泉だとすれば、風吹荘は個

来馬温泉 風吹荘

来馬温泉 風吹荘
信州の小谷村は温泉が多く、
目抜き通りの国道 号沿いに
も、大きな温泉施設「道の駅
おたり 深山の湯」がある。
この施設も確かに素晴らしい
が、その裏手、山側に少し入
った小さな温泉宿「来馬温泉
風吹荘」もまた、特徴のある
いい温泉施設だ。
糸魚川と松本とを結ぶ旧千
国街道沿いにある風吹荘は、
慌ただしい道の駅の混雑ぶり
とは対照的。山あいの静かな
環境に加えて、高台に位置し
ていることから、眼下の姫川
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