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2017 年度（平成 29 年度）第 1 回通常総会：議題１

2016 年度事業報告の説明

（2016 年 11 月 1 日～2017 年 10 月 31 日）

             
プロジェクトの実施体制（2014 年度～）

生息地における野生生物保全活動に対する支援事業

人件費を除く支援額その他経費（予算額）： 2,200,283円（3,100,000円）

中央インド・トラ保全プロジェクト  
現地パートナー：インド野生生物トラスト（WTI）

【目的】

ヴィダルバ地域（マハラシュトラ州）内のトラの生息地確保・密猟防止

【概要】

・「トラの森と共存するくらし向上プロジェクト」

コリドー内やその周縁部に暮らし、コリドー内の森に依存する地域住民が、森林内

の過剰な放牧や伐採によって森林に与える影響を小さくするため、コミュニティー

の生活改善を実施する。

・その他の活動

－広大な森林地帯を帯のようにつないでいる森（コリドー）で、トラをはじめとする

野生動物とその生息地の状況を調査する。

－森林コリドー伐採、保護区管理への悪影響を理由とする国道拡幅工事の差止めを求

める裁判を実施する。

活動実績

・マハラシュトラ州統括：Prafulla Bamburukar
・フィールド統括：Indu Kumari
・フィールド担当：Anil Nair（社会学）

・フィールド担当：Soumya Dasgupta（生物学）

トラの生息地

インド野生生物トラスト（WTI）

プロジェクト統括監事：Dr. Rahul Kaul
プロジェクト監事：Tara Ghandi

トラ・ゾウ保護基金（JTEF）

プロジェクト監事：坂元雅行

プロジェクト監事：戸川久美

プロジェクト監事補佐：古島ひろみ
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ナワゴン・ナグジラ・トラ保護区（赤線枠）と、それをひとつながりのものとしている森林コリドー（2016 年 9 月、1241.27 平

方㎞が、最重要トラ生息地としてバッファー・ゾーンに指定された）。コリドー内には約 90 の村があるが、森林コリドー維持

のための対策を行う優先度（Priority）に応じ、I（赤丸）, II（紫丸）, III（緑丸）のカテゴリーを設け、それらに該当する村を選

定している。以下、村名の後の括弧内は、優先度カテゴリーを示す。

トラの森と共存するくらし向上プロジェクト

コリドーの存続に特に影響を及ぼすおそれがある村で、以下の 2 本柱からなる活動を行っています。

➀改良型コンロを普及することによって、住民による森林伐採を減少させること

②生態系を損なうことなく暮らしを向上させるためのアドバイス、トレーニング、教育普及を行うこと

によって、森の恵み（非木材林産物）を過剰でない利用にとどめること

燃料効率の良い改良型コンロの使用状況のモニタリングと交換

設置された改良型コンロが設置された村は、森への影響が特に心配される優先度Ⅰおよび優先度Ⅱ

の村 54 のうち 23 村（うち JTEF の支援による村は 10）ですが、設置された改良型コンロの使用状況を

継続的にモニタリングしています。その結果、7 つの村で、壊れた改良型コンロを計 114 基、交換しまし

た。

壊れた改良型コンロの交換作業（左）、（右）
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村の旅館にも改良型コンロを設置

コリドーの縁辺にある旅館では、旧式コンロから出る煙に対するお客さんや周辺住民からのクレームに

頭を悩ませていました。そこで、（改良型コンロ設置を最初に JTEF が支援した）ソンダラ・ゴンディ村の村

人の提案で、大型の改良型コンロが旅館に設置されました。これまで毎月 300 ㎏の薪を使っていたとい

うことなので、その量がどれだけ減るかが楽しみです。

旅館の前に改良型コンロを設置（左）       大喜びの旅館オーナー（右）

火格子を普及

改良型コンロとともに旧式コンロ用を補助的に使い続けようとする世帯用に、薪をくべる下に敷くと燃

料効率が良くなる「火格子」を 200 個設置しました。薪の使用状況をモニタリングしてみると、16％量が

減っていることがわかりました。

これまでは釜を旧式コンロに乗せるだけだったが、（左）火格子を下に敷くと（中）、効率的（右）

村落コミュニティーの活動のけん引役、「自助グループ」による、森の恵みを大切に使った村の特産品作

りへの支援

ナワゴン・ナグジラ・トラ保護区が 3 周年を迎え、ある非木材林産物の物産展では、自助グループが、

非木材林産物の製品を販売するブースを 3 つ開設しました。



4

マフーア(Madhuca longifolia)の花（ピクルス、ジャム、酒などに）とテンドゥ(Diospyros melanoxylon)
の柔らかい葉（タバコの代用品に）は、中央インドの森林でもっともよく利用される非木材林産物です。こ

れらの森林生態系を損なわない採集方法について、普及啓発プログラムが実施され、18 の自助グルー

プから 202 名の女性が参加しました。

コリドーにあらわれるトラやヒョウの目撃情報を集めるため、その見分け方などについてのチラシを作

成・掲示

コリドー内で見つかったトラの足跡（左） トラとヒョウの識別用チラシ（中）    チラシを読む村人（右）

ウダンティ・トラ保護区の森林局・村人らがソンダラ・ゴンディ村を視察

ウダンティ・トラ保護区（チャティスガル州）は、ナワゴン・ナグジラ・トラ保護区（マハラシュトラ州）のず

っと東に位置しますが、そこを管理する森林局員、保護区周辺の村長、村の女性たちが、いまや「トラの

森と共存するくらし向上プロジェクト」のモデルになったソンダラ・ゴンティ村を視察しました。村の暮らしが

森へ与える悪影響を小さくするための取組みが進んでおり、村人の意識の高さに驚いていたそうです。

今後、ナワゴン・ナグジラ・トラ保護区での取り組みが、多くのトラ保護区（周辺の村々）に広がっていくこ

とが期待されます。

ウダンティ・トラ保護区には、中央インド唯一、絶滅寸前のアジアスイギュウ個体群が生息。ウダンティからの視察団が「ト

ラの森と共存するくらし向上プロジェクト」の説明に聞き入る。
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今期は、現地からの要請がなかったため、支援を見送りました。

人件費を除く支援額その他経費（予算額）： 0円（100,000円）

マレートラ密猟防止プロジェクト  
現地パートナー：マレーシア トラ保全連合（MYCAT）
協力者：川西加恵氏

【目的】

マレーシアの国立公園等におけるマレートラ密猟・違法取引防止

【概要】

・野生生物犯罪情報提供など、密猟・違法取引防止のための物資、経費の支給

活動実績

人件費除く支援額その他経費（予算額）： 2,967,194円（3,100,000円）

北東インド・アジアゾウ保全プロジェクト  
現地パートナー：インド野生生物トラスト（WTI）

【目的】

カルビ・アングロン自治県内のゾウの生息地確保・密猟防止

【概要】

・「ダイグルン・カラパハル・ゾウ・コリドー確保プロジェクト」

コリドー内やその周縁部に暮らしコリドー内の森に依存している地域住民の、森林に

与える悪影響・ゾウとのトラブルを防止するため、村の自主移転の支援、コミュニテ

ィーの生活改善、ゾウに対する報復を防止するための諸活動を行なう。

・「水田地帯における人とゾウとのトラブル防止プロジェト」

ゾウがコリドーから外れて田へ侵入することを電気柵やゾウの嫌う柑橘類の生け垣等

で防止し、村人によるゾウに対する報復行動を防ぐための諸活動を行う。

・移動獣医サービス（密猟者による攻撃、村人とのトラブル、さまざまな事故に対する

野生動物の救護）

・その他の活動

－ゾウやトラをはじめとする野生動物とその生息地の状況を調査する。

活動実績

・プロジェクト・リーダー：Dilip Deori（生物学）

・フィールド担当：Borsali Teron（社会学）

・フィールド担当補佐：Yuri Pator
・獣医師：Dr. Daoharu Baro

ゾウの生息地

インド野生生物トラスト（WTI）
プロジェクト統括監事：Vivek Menon
プロジェクト統括監事：Dr Jagdish Kishwan
プロジェクト監事：Dr. N.V.K. Ashraf
プロジェクト監事：Dr. Sandeep Kumar Tiwari
地域統括：Dr. Bhaskar Choudhury

トラ・ゾウ保護基金（JTEF）

プロジェクト監事：坂元雅行

プロジェクト監事：戸川久美

プロジェクト監事補佐：古島ひろみ
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村落コミュニティーに対する活動

ダイグルン・カラパハル・ゾウ・コリドー確保のための活動

新（移転後）ラム・テラン村のくらしは、順調

ゾウ・コリドー内にあったラム・テラン村（Ram Terang）は、2015 年にコリドーの外側へ移転し、新しい

生活が始まっています。JTEF は 11 月に現地を視察しました。

村人たちの家は、見た目も素敵ですが、村の人々が快適だと喜んでいることが何よりでした。移転前

は電気のない村でしたが、新しい村には近く電気がひかれることになっています。

以前 2014 年の 12 月に訪ねた際、唯一建設が終わっていた村の集会所には、その後見事なゾウのレ

リーフがあしらわれていました（写真左）。掘り抜き井戸（写真中）は地盤が固いため施工が大変だったそ

うですが、水がとてもおいしいそうです。かわいらしい教会も小さな高台に建てられていました（写真右）。

養魚場には、近くのカーリヤニ川で採ってきた魚が放され、村の日常のタンパク源になっています（写

真左）。村で現金収入を得るためのトレーニングが徐々に始められています。2016 から始まったプロジェ

クトは、機織り機と織り糸・綿花を支給し、手織り製品を生産できるようにするものです（写真右）。近いう

ちに近くのマーケットでも売れるようにしようという計画されています。

水田地帯（Nahorsola area of 
Chokihola）における

トラブル防止プロジェクト

Karapahal Daigrung
ゾウ・コリドー

確保プロジェクト
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カルビ・アングロン ゾウ保全プロジェクトの現地責任者のディリップ（写真右）が、村の移転のこれまで

を振り返りました。カルビ族でない（ディオリ族）彼が最初は 1 人でラム・テランを訪ね、徐々に村人たちに

移転を説得していったといいます。途中で当初の移転候補先が気に入らないということになったり、移転

場所が決まってからも一時期作業がとん挫したこともありました。そのときは村人から非難もされ、石を

なげられたことすらあったそうです。7 年間以上かけた努力を実らせたことに心から敬意を表したいと思

います。

新（移転後）ラム・テラン村の周辺にかんきつ類の生垣（エコ・バリアー）を植栽

新ラムテラン村の周辺に、かんきつ類の生垣を 2 列（2 層）植栽しました。水田地帯で行っているものと

同様、ゾウの侵入を防止するための「エコ・バリアー」です。2016 年のモンスーンにも耐えたので、今後

成長して、ゾウが村の敷地に入って畑の作物を食べたり、建物を壊すことを防ぐ効果を発揮するようにな

ることが期待されています

コリドー内の村の跡は植生がみるみる回復。ゾウの利用も頻繁

2012 年訪問当時、村長だった人に会った（写真左）。村のあった場所が懐かしく、ときどきここに来る

のだと言います。残っている建物は元学校で、校舎の取り壊しだけは県の手続が完了してからだそうで

す。それ以外の建物は影も形もない。村の建物が取り壊された後にはゾウの糞がみられました（写真

右）。コリドーを横切る道路（未舗装）を通り抜けるゾウの姿も見られます（下）。
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水田地帯でのゾウと人のトラブル防止対策

電気柵の新調と太陽電池の設置

ゾウ侵入防止のための電気柵は、2010 年、チョーキホラ Chokihola（リップ Nlip 郡の郡庁）の

Nahorsola エリアにあり、ボギジャン森林保全官警備官事務所 Forest Beat Office, Bogijan 管轄の、ボ

ミス・ガオン村 Bhomis Gaon からチェトリ・ネパリ・バスティ村 Chetry Nepali Basti まで 9 村の水田に接

して設置されました。延長距離は 7 ㎞です。チョーキホラは水田地帯で、この電気柵は、ちょうど水田地

帯と森（ビジュリ保安林 Bijuri RF）の境界に沿って設置されています。

電柵は非常に効果を上げていて、ゾウによる被害が激減、耕作面積が増えてとてもありがたい

とのことでした。一方、電柵は設置して 5 年になり、電線もバッテリーが交換時期に来ているこ

との指摘がありました。この点については、2017 年にも交換の必要がありそうです。電線はこれ

まで本来は電柵用でない安価な金属線を使っていましたが、交換時には本来の高品質なものにす

る予定です。

クダン・テロン村の電柵設置場所にやってきました。手前側は、以前ゾウが田んぼに入り、耕

作ができなかったところでしたが（写真左）、今ではしっかり収穫できているといいます。夜間の

監視塔も見えますが（写真右）、電柵のおかげで監視も楽になったようです。
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電柵委員会からは、電柵の支柱が竹であることについては改善して欲しいという意見も出まし

た。度々建て直さなければならないので、コンクリートの堅固なものにしてほしいというもので

す。この点は、当初も議論になりましたが、堅固なものにしてモンスーン時などに壊れてしまっ

たら、村の管理担当者では修復が難しく、かえって管理が持続しないのではと懸念されたため、

今のように簡易なものになった経緯があります。そこで折衷案として、ある程度の間隔でコンク

リートの支柱を立て、その間に何本かの竹製の支柱を建てて橋渡しする方法を検討することにし

ました。

写真（下）中央やや左に立つ樹の右側にゾウ道が見えます。ここまではゾウが出てきますが、

その先は電柵に阻まれて水田には入ってこれません。電柵がうまく機能していることが視覚的に

わかります。

クダン・テロン村からほど近いウラングスティ村では、電柵の外側に、「シトラス・フェンス」

とも呼ばれるかんきつ類の生垣を植栽し、電柵を補完するゾウの水田への侵入を防止するエコ・

バリアーに使おうとしています。

このシトラス・フェンスは、一度モンスーン期の浸水により苗が死んでしまったため、2015 年

に電柵沿いに溝を掘り、その土を盛った上に苗を植栽し直しています。その後は順調に成長して

いるようです。ただし、かんきつ類の苗木と電柵が近すぎて、もう少し苗木が成長すると電線に
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接触してしまいそうなので、電柵の支柱を苗木から放して設置し直すことにしました。

負傷したゾウなどのレスキュー

昨年 8 月 22 日に開設された「移動獣医レスキュー・センター」を、前カルビ・アングロン自治県議長ジョ

イラム・エングレンさん（写真左）とともに視察しました。

写真左下は執務室。写真右は爬虫類用のケージで、1 側面（写真奥）はガラス製になっていて観察し

やすくなっています。

写真左・中は、有蹄類（ホッグジカなど）用のケージで木製です。右は、動物に注射するなど治療する

ときに入れるケージ。床を上下させて、中の動物が身動きしにくくできます。

2016 年 10 月から 12 月の 3 か月で 12 件のレスキューがありました。その例は以下のとおりです。
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ケニアの国立公園におけるゾウやサイの密猟のほとんどは、夜間に起きています。しかし、夜間の密猟

取締りは、武装した見えない敵を相手にせざるを得ないため、困難を極めます。密猟者もそのことをよく

わかっているのです。ナイト・ビジョン（暗視用ゴーグル）は、夜間、300m 先から、人がいること、さらにそ

の人が銃器を持っているかどうかを見極めるのに威力を発揮します。このナイト・ビジョンの能力をフル

に活用するための特別なトレーニングが実施される予定です。合わせて、密猟された動物や重火器の発

見、犯人を殺さないで逮捕することに大きく貢献する、警察犬を使った取締りの訓練も行われる予定です。

（本件は、2014 年度の支援として行っているものですが、ケニア野生生物公社側の事情で実施が遅れ

ています。無事実施された段階で改めてご報告します）。

人件費を除く支援額その他経費（予算額）： 0円（ 0円）

アフリカゾウ密猟防止プロジェクト  
現地パートナー：ケニア野生生物公社

協力者：ビル･クラーク氏（ケニア野生生物公社名誉ウオーデン）

【目的】

ケニアの国立公園等におけるアフリカゾウ密猟防止、国際的な象牙の違法取引取締強化

【概要】

・密猟防止パトロール強化や野生生物犯罪取締りのための物資、経費の支給

活動実績

10 月 3 日 ハゲコウ 左足をけがし

ていたため、首都デフュのレクリエ

ーション・パークにある鳥舎で経過

観察後、保存林にリリース（左）。

10 月 3 日 ホエジカ 衰弱していた

のを発見し、治療しましたが 15 日

に死んでしまいました（右）。

10 月 9 日と 10 日に、別の場所で

相次いで負傷したオスゾウが見つ

かり、治療して元の場所にリリース

されました。最初のゾウは、おそら

く村人の報復行動として槍で疲れ

ていました。2 頭目は原因はわかり

ませんが、骨折していました。
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イリオモテヤマネコを見せるツアーへの対策

イリオモテヤマネコの観察を目的としたツアーが増え、イリオモテヤマネコの生態に悪影響

が現れることが懸念されます。そこで専門家と相談し、提案書「イリオモテヤマネコの観察・

撮影について」を作成、竹富町政策推進課、竹富町議会議員に働きかけました。その結果、9
月議会でこの問題が取り上げられ、今後の対応として、条例改正により規制することも可能と

いう竹富町の答弁を引き出すことができました。ヤマネコを見せるツアーは、世界遺産登録推

薦のプロセスの中でもクリアーすべきこととして、さらに規制の導入を求めていきます。

ツアー業者が公開した動画。ヤマネコの動揺は明らか。

リゾート開発の影

平成 29 年 1 月 22 日付日経新聞に、リゾート事業等を目的とする「株式会社ユニマットプレシ

ャス」の広告記事が掲載されました。そこには、西表島において計画中のホテルとして、「ホテル

アラマンダ西表島 170 室」および「舟浮ホテル 80 室」があげられ、しかも、ともに 2019 年

開業予定とされていました。船浮では、「イダの浜」につながる約 4 万 6 千坪の土地が、2008（平

成 20）年にユニマット系列の不動産会社に買い取られています。今回の「舟浮ホテル」建設地と

して想定されているのも、この土地であると考えられます。「ホテルアラマンダ西表島」の建設予

定地については不明です。

そこで、竹富町議会議員に働きかけた結果、9 月の竹富町議会でこの件がとりあげられ、情報

収集が行われることになりました。

人件費を除く支援額その他経費（予算額）： 198,996円（200,000円）

イリオモテヤマネコ生息地保全プロジェクト  
パートナー：イリオモテヤマネコ生息地保全調査委員会（委員長：土肥昭夫）

西表大原ヤマネコ研究所（所長代行：岡村麻生）

【目的】

西表島低地部におけるイリオモテヤマネコ生息地の保全

【概要】

・西表島低地部の土地利用に際して生息地保全のために配慮すべきことを調査し、関係機

関へ提言する。

・ヤマネコを含む絶滅危惧種の回復を中心とした、生物多様性保全のための法制度を関係

機関へ提言する。

活動実績
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9 月 21 日地元紙記事（八重山毎日新聞）

世界遺産登録に伴う観光利用の規制導入に向けた活動

・本年 1 月 20 日、日本政府は「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界自然遺産推薦に係

る推薦書（正式版）」をユネスコ世界遺産委員会へ提出しました。すでに「エコツアー」という名の小規

模自然体験型によるヤマネコの生息環境、西表島の生態系のかく乱が懸念されていますが、世界遺

産登録により、その影響がより深刻になるおそれがあります。一方、世界遺産登録を機に（すでに実

施された国立公園区域の拡張、規制がより厳しい区域への指定換えに加えて、）さらなる土地利用規

制、観光利用規制を強化する可能性も出てきています。西表島の自然生態系の将来は、世界遺産登

録による観光利用の増大を上回る効果を発揮する規制の導入が実現するかどうかにかかっていると

いっても過言ではありません。

・世界自然遺産登録に向けた行政（環境省、沖縄県、竹富町）、地域の経済団体等の動きについて情報

を収集し、課題を検討しました。

8 月 24 日、世界自然遺産上原地区住民説明会に参加

8 月 25 日、「西表島ガイド事業者説明会」に参加

9 月 11 日、9 月 20 日、9 月 21 日、「西表島の適正利用とエコツーリズム推進体制に向けた

検討会」とその下に設けられた区域別の作業部会に参加

9 月 29 日、「IUCN 現地調査における地域との意見交換会に向けた打ち合わせ」に参加

10 月 19 日、IUCN 現地調査における地域との意見交換会に参加

・9 月 25 日、世界遺産登録推薦の是非を評価する IUCN（国際自然保護連合）に対して、「イリオモテヤ

マネコの保全からみた西表島の推薦に対する意見」（英文 35 頁）を提出しました。

IUCN に提出した意見書
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・10 月 19 日、IUCN 現地調査における地域との意見交換会に支部やまねこパトロール事務局長の

高山と（本部）事務局長の坂元が参加し、法的拘束力のある観光利用の総量規制、ヤマネコを見

せるツアーの法的な規制、ヤマネコの重要生息地内に観光利用施設の建設を許可すべきでないこ

と等の意見を述べました。さらに、現在日本の重点政策のひとつとされている自動運転車両導入

の一環として、ヤマネコを探知・識別し、その行動を予測して自動ブレーキをかけるシステムを

備える車両の西表島の導入が必要と提言しました。

観光客増加がもたらす生態系への悪影響防止対策が追いつかない中、手続だけが進むことに懸念

深刻さを増すイリオモテヤマネコの交通事故

2016年は、とうとう過去最多の7頭の死亡事故が確認されました。そして 2017年も、10月 6日現在、

すでに 3 頭の事故（うち死体確認 2 頭）が確認されています。

人件費除く支援額その他経費（予算額）： 1,225,800円（1,600,000円）

交通事故防止対策
直轄事業（西表島支部やまねこパトロール）

【目的】

イリオモテヤマネコの交通事故防止

【概要】

・地元の人々の自発的な協力のもとに、夜間、目撃多発地点をパトロールする。

・西表島の地元の人々、観光客に対して、ヤマネコの交通事故防止について普及する。

活動実績
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通年で交通事故防止夜間パトロール実施中

イリオモテヤマネコの交通事故を防止するため、JTEF 支部やまねこパトロールが組織した地元の

人々からなるパトロール隊（西部、東部各 10 名ほど）が、夜間パトロールを行っています。2 人 1 組で自

動車に乗り、19:30～22:30 の間、ヤマネコの目撃が多い箇所を中心に時速 20 ㎞で走ります。車には反

射ステッカーをつけて、遭遇車両にスピードを落とすよう警戒を呼びかけています。通行車両に注意喚

起を呼び掛けるほかイリオモテヤマネコを路上に誘引する原因ともなる野生生物や、そのロードキル個

体を路上から除去しています。

夜間、道路脇に出ていた子ネコ

2016 年度（2016 年 4 月～2017 年 3 月）は、通年でデータをとるようになってから 4 年目となります。

夜間パトロールは、東部 5 チーム、西部 5チームの体制で実施しました。路上に出ているヤマネコも多

く、パトロール中に３４回ヤマネコに遭遇しました。また第三者からも７件の目撃情報の提供を受けまし

た。

月別の平均速度を 4 年間で比較すると、2016 年度は 6 月以降ほぼすべての月で過去最低水準の速

度となりました。年間の平均速度は 42km/h でこちらも過去最低速度です。

その理由ですが、やまパトや環境省、竹富町による普及の成果があったかもしれません。

しかし、様々な 5 月 31 日の時点で 4 件の死亡事故が発生し、新聞では 5 月 7 日に一面で過去

最悪ペースと伝えられており、地域でも話題になっていたことからすると、島民は自ら意識的に

スピードを落としたという可能性もあります。

また、パトロールが島民に知られるようになり、パトロール車が通りかかるときにスピードを落としてい

る可能性もあります。速度低下の理由については、引き続き検討していきます。

一方、スピードが多少落ちても、ヤマネコの事故死は過去最多を数えたという事実は、ヤマネコの交

通事故防止がいかに困難な課題かを改めて突き付けているといえます。

県道の草刈り作業

西表島を走る県道 215 号線は沖縄県最長の県道であるにもかかわらず年 3 回しか除草作業が行わ

れておらず、いつも草だらけになっています。道路脇に草が繁るとヤマネコが森から道路にアクセスしや
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すくなる上、ドライバーからヤマネコの姿を隠してしまいます。支部では、ヤマネコの出没が多発する地

点で交通事故防止のための草刈りを行っています。

2016 年度(2016 年 4 月～2017 年 3 月)の草刈り作業は中野で４回、西ゲーダで１回、船浦で１回、

仲間崎で 1 回の計７回実施しました。

環境省のイリオモテヤマネコ保護増殖事業分科会に、オブザーバーとして出席して報告を行い、

意見を述べました。

やまねこカメラと出張授業

2016 年 11 月 7 日には西表島の上原小学校で、また 11 月 21 日には白浜小学校と船浮小学校でヤ

マネコのいる暮らし授業を行いました。今回はスピードを出して走る車だけでなく、ヤマネコの生息地に

ずかずか入りこむ年々増えてきた観光客に対するヤマネコの気持ちを考えるゲームを新たに作って生

徒さんに体験してもらいました。上原小学校ではその後、授担任の先生に引き継がれ、12 月の学習発

表会で劇にして保護者の皆さんに見ていただきました。

2017 年 1 月には、白浜小学校の学校水田に自動撮影「やまねこカメラ」を生徒たちとしかけました。2
月に確認した自動カメラには夜間イノシシが 4 頭写っていました。また校舎の裏でイノシシとヤマネコの

人件費除く支援額その他経費（予算額）： 1,483,743円（1,370,000円）

ヤマネコのいるくらし授業
直轄事業（本部＆西表島支部やまねこパトロール）

【目的】

西表島で、イリオモテヤマネコ／西表島の自然との「共存」を受け入れるだけでなく、

一人一人が「共存」を日常の生活の中で意識し行動するような社会をめざす。

【概要】

西表島の子どもたちに、小中学校の場でヤマネコの生態と社会を踏まえ、ヤマネコの

立場に立って島の暮らしのあり方について学ぶ機会を提供する。大人への波及効果も

重視する。そのためには、現場の教員が主体となった授業実践、学校側が組織的にそ

れを支える仕組み作りを促すことが必要である。そこで、以下の活動を行う。

・現場教員が本授業の意義とそれを実践する技能・工夫を身に着ける教員研修会の実

施。

・教員の授業実践への地域コミュニティーの協力体制を構築。

・各校が教員の授業を受け入れる環境整備。そのため教育委員会が研修会を公式行事

化するようはたらきかける。

・必要に応じた出張授業の実施。

活動実績
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足跡もみつけました。そして、なんと 3 月にはそのカメラにヤマネコが写っていたのです。昼間は遊んで

いる子どもたちがカメラに写り、その同じ場所で夜はヤマネコが写る、という、まさに野生動物との共存を

感じさせるものでした。

西表島で、小牛学校の教員向け研修会を町の教育委員会との共催で実施

今年も昨年に引き続き７月２６日に東部、２７日に西部で教員研修会を行いました。東部から３校１６

名、西部から４校７名の参加。１回目の昨年は午前中にフィールドワークと JTEFから専門職大学院三石

教授の座学でしたが、今年は１日研修として午後はグループごとに授業案検討をしていただきました。ど

のグループの発表も短時間での準備でしたが興味深く、実際に２名が夏休み明けに授業を行ってくださ

いました。

野生生物保全教育研究会

東京ではほぼ月に 1 回、ヤマネコのいるくらし授業研究会を開き、元東京学芸大学教授、北海道教育大

学教授、子どもと自然学会顧問、元小学校教諭等、環境教育の第一人者の先生方からアドバイスを頂

いています（11 月 18 日、1 月 27 日、2 月 20 日、3 月 18 日、5 月 9 日、6 月 3 日、7 月 3 日、8 月 14
日、9 月 18 日実施）。西表島支部事務局長は毎回スカイプで参加しています。
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2017 年 4 月 15 日第２回イリオモテヤマネコの日に、西表島の上原地区多目的ホールでミニシンポジ

ウム「これからのヤマネコ保護と島のくらし」を開催しました。パネリストには長年イリオモテヤマネコの研

究と保護に携わってこられた琉球大学の伊澤雅子教授とＪＴＥＦ西表島支部やまねこパトロール高田見

諒東部相談役を迎え、ヤマネコ発見時の島の暮らしや、過去におけるヤマネコ保護の問題点などを振り

返りながら、これからのヤマネコ保護について話し合いました。伊澤教授からは、現在西表島で計画され

ている休耕田を水田として復活させヤマネコの餌場を造成しようという取り組みに対して、ヤマネコは本

来森林の生き物であり、ヤマネコが好む環境は森林であると発言。安易な餌場造成はヤマネコに新たな

問題を引き起こす可能性があると警笛を鳴らしました。シンポジウムの様子は琉琉球新報と八重山毎日

新聞でも報道されました。

また同日には「イリオモテヤマネコってんだー」でおなじみの株式会社ゆかいさんと制作した

動画「イリオモテの冒険」を公開。石垣と西表の港で配布したパンフレットや港に設置したパネ

ル、ポスターのＱＲコードを読み込むと動画にアクセスできる仕組みです。動画の中では実際に

支出 767,562円、予算 100,000円

直轄事業（本部＆西表島支部やまねこパトロール）

【目的】

イリオモテヤマネコの交通事故防止、イリオモテヤマネコの生息地に悪影響を与える土地利

用防止、イリオモテヤマネコの生活をかく乱する観光のやり方の防止

【概要】

・西表島の地域住民を対象としたシンポジウムの開催、観光客に対する教育普及ツールの開

発・普及等の教育普及活動を行う

活動実績
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ヤマネコが道路に飛び出す様子も見ることができ、体長６０ｃｍのヤマネコが夜の路上でいかに

見えにくいかがよく分かります。

・2016.11. 6 (日）八重山出身者が集う「やいまぴとぅー大会」（石垣島）に参加し、イリオモテヤマネコの

保全について訴えました。

・2016.12. 18 (日） うえのトラ大使ワーッショップ実施（恩賜上野動物園）

緊急支援：プロジェクト以外の生息地支援またはプロジェクトの予算枠を超えて、

緊急の支援を行なう必要がある場合に行うものです。

決算額（予算額）： 0円（200,000円）

生息地外における野生生物保全に関する教育・普及事業

人件費を除く決算額（予算額）： 1,338,615円（1,070,000円）

直轄事業

【目的】

・トラ、ゾウ、ヤマネコの保全を導入として生物多様性保全に直接的な関心を持った一般

の人々の間に「日本全体に野生の世界をそっと大切にしたいという思いが広がり、それを

守りたいという願い」（JTEF設立趣旨書「目的」）が生じるように普及活動を展開する。

【概要】

・生物多様性保全について、事実を認識し、論理的に納得し、共感を持てるようなプログ

ラム制作、イベント開催を行なう。

・日本において生物多様性を喪失させない消費行動を促す。たとえば、象牙製品を買わな

いことなど。

活動実績
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うえのトラ大使が第 2 期生になりました。

６月２５日と８月１５日、１０月２２日には、上野動物園の来場者へ大使たちが作ったパンフレットを配布。

配布前に来場者への声のかけ方、何を伝えるかなどを皆で考えました。回を重ねていくにつれて恥ずか

しがらずに上手に話せるようになってきました。

・2017.2.11（土） やまねこマラソン大会で普及啓発

昨年に引き続き今年も「チーム山猫パトロール」メンバーでヤマネコマラソンに出走してきま

した。JTEF サポーターの鷲尾さんが 70 歳代の年代別で銀メダルを獲得！

大会後の懇親会会場では今年も結のブースを出展。グッズ販売を行いました。お小遣いで「イ

リオモテヤマネコ 戸川幸夫著」を買う地元の子供の姿も！将来一緒にヤマネコの保護活動がで

きたら素敵です。

・2017.04. 1(土）しらうめ春祭り（梅が丘 白梅作業所） ブース出展。

・2017.04.22(土)~23 日（日）アースデイ東京 2017（代々木公園）ブース出展。
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・2017.04.23(日）八重山郷友会連合会（王子「北とぴあ」）ブース出展

・2017.05.28(日）竹富島郷友会（王子「北とぴあ」）でヤマネコ保護について参加者にお話ししました。

・2017.07.29(土）世界トラの日に上野動物園でブース出展

・2017.08.12(土）世界ゾウの日に上野動物園でブース出展

世界トラの日（左）、世界ゾウの日（右）

・2017.09.10(日）東京西表島郷友会（赤羽会館）にブース出展

・2017.09.17(日）しかあざ会（赤羽会館）にブース出展

・2017.09.23（土）～24（日）ナマステ・インディア（代々木公園）にブース出展

・2017.10.9（月）ゾウとサイを守るグローバル・マーチ（上野公園）に参加・ブース出展

・2017.10.14（土）～15（日）ディワリ・イン・ヨコハマ（山下公園）にブース出展

・2017.10.28（土）～29（日）ヤマネコ祭（井の頭自然文化園（動物園））にブース出展



22

【象牙市場閉鎖プロジェクト】

・JTEFは、米国のNGO Environmental Investigation Agency (EIA)の調査に専門技術的助言を行い、

EIAをはじめとする海外のNGOとともに、世界中の国内象牙市場の閉鎖を関係機関に提言、それがゾ

ウの保全のために必要であることを日本の人々に訴えます。

・2017.1.21 (土) JTEF 総会後の交流会で、昨年 9～10 月のワシントン条約締約国会議の報告と、そこ

で採択された国内象牙市場閉鎖決議について日本がどのように対応していくべきなのかについてお

話ししました。

・2017.4.27 (木) Environmental Investigation Agency（EIA）が来日し、JTEF 事務局で記者会見を

開催、日本は国内象牙市場閉鎖を求める条約決議を遵守すべきだと訴えました。

・2017.4.28 (金) Environmental Investigation Agency（EIA）とともに、外務省・経産省・環境省と、

国内象牙市場閉鎖について意見交換を行いました。

・2017.5.18 (木) 参議院環境委員会における「種の保存法改正法案」の審議に際し、事務局長坂元が

参考人として招致され、国内象牙市場閉鎖決議の遵守と、そのために必要な法改正について、厳しい

意見を述べました。

人件費を除く決算額（予算額）： 3,056,746 円（4,090,000 円）

政策提言
直轄事業

【目的】

・トラ、ゾウ、ヤマネコの保全を導入として生物多様性保全に直接的な関心を持ち、「日

本全体に野生の世界をそっと大切にしたいという思いが広がり、それを守りたいという

願いを実現できる社会」（JTEF 設立趣旨書「目的」）を実現するための政策と法制度を

実現する。

【概要】

以下の事項について、関係機関に政策提言を行なう。

・象牙の輸入禁止継続・国内取引禁止に向けた規制の強化：象牙市場閉鎖プロジェクト

・野生生物犯罪に対する法執行の改善：JUSTICE プロジェクト

・種の保存法、鳥獣保護法など日本の野生生物保全に関する制度の改善：

LAW プロジェクト(Legislation Advocating for Wildlife)

活動実績

野生生物保全に関する政策提言事業
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・5 月 27 日（土） 「JTEF の活動を支えるチャリティー実行委員会」による、チャリティー・パーティー開催に協

力。たくさんの賛同者やサポーターの方々がお越しいただきました。今年もゲストにイチャリバーズをお迎えし、

ドネーションでもたくさんの方々からご協力いただき、とても賑やかで楽しい会となりました。

実行委員会から頂いたドネーションについてのご報告

＜A トラ＞ 伐採量を 45％減らす改良型コンロ 計 300,000 円

＜B ゾウ＞ 電気柵のリニューアル費用  計 300,000 円

＜C イリオモテヤマネコ＞ フィールドワーク用装備一式 計 300,000 円

当日出席してくださった方々からいただいたご寄付

A  32,500 円、B  34,000 円、C  33,955 円、無指定 98,000 円

計 198,455 円

パーティーに参加されなかった方々からいただいたご寄付

その額も含めると、

A 241,500 円、B 211,500 円、C 691,955 円、無指定 148,000 円

合計 1,292,955 円

・2017.8.26（土）～9.3（日）田中豊美チャリティー展覧会（主催:JTEF の活動を支えるチャリティー実行

委員会）

トラ、ゾウ、イリオモテヤマネコ保護への共感を広めたい、とチャリティ絵画展を虎ノ門の JTEF 事務局で

開催。画家の田中豊美さんは小学舘の学習図鑑でも哺乳類を描く、動物生態画家の第一人者。「トラや

ゾウの画を描いて食べさせてもらっているんだから、彼らにお返しするのは当たり前ですよ」

チャリティー・イベント

人件費を除く決算額（予算額）：  0 円（0 円）

チャリティー・イベント
直轄事業

【目的】

アーティストの協力を得るなど、多様なチャリティー・イベントの開催に協力し、JTEF へ

の寄付を募る。

【概要】

・実行委員会主催のチャリティー・イベント実施への協力、実行委員会への寄附のお願い。

活動実績
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・各年次報告書 2 月 28 日発行

・各通信 6 月 30 日発行

・アチーブメント 10 月 31 日発行

・ホームページ随時更新

・facebook、Twitter、メールマガジン随時発信

・JTEF リーフレット一部改訂・増刷

・イリオモテヤマネコ保護基金リーフレット一部改訂・増刷

会報発行

人件費除く決算額（予算額）： 740,667円（1,200,000円）

年次報告書、通信、普及ﾘｰﾌﾚｯﾄ等の発行、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの運営等
直轄事業

【目的】

・事業、組織運営の報告

・普及啓発、広報

【概要】

・JTEF、トラ、ゾウ、イリオモテヤマネコそれぞれの年次報告書発行（各年１回）

・トラ、ゾウ、イリオモテヤマネコ通信（各年 1回）、共通特別通信 achievement発行

（年１回）

・ホームページ、メールマガジン、フェイスブック、ツイッターの運営

・普及リーフレットの増刷

活動実績

＊以上の活動は、各種イベントの企画運営、英語文書の翻訳、会報の発送など様々な場面で多

数のボランティアの方々に支えていただきました。

＊普及啓発、会報発行等に使用させていただいた写真、イラスト等もほとんどが著作者の方々

のご好意によるものです。


