
 
 

Ⅲ TWCC の取り組み①－普及啓発活動－ Tsushima Wildlife Conservation Center 

1. イベント 

 
ツシマヤマネコ保護のためには、地域住民をはじめ

島内外の数多くの方々の理解と協力が必要不可欠で

す。まずは「知ってもらう」ことが保護の第一歩だと

考え、TWCC では、ツシマヤマネコの生態や保護活動

を知ってもらうために、イベントや学校教育への対応

等様々な普及啓発活動に取り組んでいます。  
下表の通り、TWCC では普及啓発活動の一環として、

定期的な自然観察会やツシマヤマネコ展、市民シンポ

ジウム等のイベントを開催しました。 
GW 特別企画つばきちゃん来館 

 
表Ⅲ－1 平成 17 年度対馬野生生物保護センター実施イベント一覧 

開催日 イベント名  参加者数

4.24（日）  月例  棹崎公園  お散歩観察会「春のバードウォッチング！」 4 名

5.3（火）～5（木） GW 特別企画つばきちゃん来館 - 

5.22（日）  月例  棹崎公園  お散歩観察会「沢沿いを歩く、森の自然観

察」 中止

6.26（日）  月例  棹崎公園  お散歩観察会「身近な虫探し」  12 名  
7.24（日）  月例  棹崎公園  お散歩観察会「夜の生き物観察会」 27 名  
7.25（月）～8.21（日） 学生実習（前期・後期 2 週間づつ） 10 名  

7.28（木）～10.18（火）
島内巡回ツシマヤマネコ展（島内 6 ヶ所）※うち 2 地区で

は、小学生への出張ヤマネコ教室も実施。 - 

8.13～14（土日） 夏休み子ども教室「ツシマヤマネコって知ってる？」 5 名

8.28（日）  月例  棹崎公園  お散歩観察会「大人も子どもも夏休み工作」 17 名

9.25（日）  月例  棹崎公園  お散歩観察会「虫の音を聞く会」 2 名

10.23（日） 月例  棹崎公園  お散歩観察会「どんぐり拾いハイキング」  5 名

11.5～6（土日） 対馬市峰町文化祭ブース出展 - 
11.6（日） 市民参加の森づくり 2005（主催：ツシマヤマネコ応援団） 40 名

11.23（水）  市民シンポジウム「対馬もヤマネコも―対馬のすばらしい

自然とその危機―」 120 名  

11.27（日）  月例  棹崎公園  お散歩観察会「野鳥の巣箱づくりに挑戦！」 6 名

12.25（日） 月例  棹崎公園  お散歩観察会「棹崎の赤道を歩く」 中止

1.9～11（月～水） ツシマヤマネコ保全計画づくり国際ワークショップ 120 名

1.11（水）  市民ワークショップ「対馬もヤマネコも－ツシマヤマネコ

と共生する地域社会を目指して」  180 名

1.22（日）  月例  棹崎公園  お散歩観察会「ツシマヤマネコ保護の取り

組み」 中止

2.26（日）  月例  棹崎公園  お散歩観察会「棹崎冬の野鳥観察会」 10 名

3.3～5（金～日） 全国エコツーリズム大会 in 対馬ブース出展 - 

3.4（土） 全国エコツーリズム大会 in 対馬  エクスカーション「ヤマ

ネコの来た道・そして未来をたどる」協力 34 名

3.18（土）～5.7（日）
下関市立しものせき水族館海響館春季特別企画「対馬の自

然史－ヤマネコの棲む島～」協力  - 

3.26 （日）  月例  棹崎公園  お散歩観察会「棹崎春の植物観察会」 2 名
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(1) 定期自然観察会 

 

対馬の自然に親しむことを目的に、TWCC 周辺の自然観察を行う「棹崎公園 お散歩

観察会」を毎月第 4 日曜日に開催しました。地域の方々にお散歩気分で気軽に参加し

ていただき、対馬の四季折々の自然を一緒に楽しみました。夏に行われた昆虫探しの

イベントは特に子どもたちに大人気でした。対馬にだけ生息するツシマカブリモドキ

やツシマヒラタクワガタ等を観察することができ、対馬特有の自然を身近に感じるこ

とができました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 月「身近な昆虫探し」        7 月「夜の生き物観察会」 

8 月「大人も子どもも夏休み工作」     10 月「どんぐり拾いハイキング」  

11 月「野鳥の巣箱づくりに挑戦！」      2 月「棹崎冬の野鳥観察会」 
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市民シンポジウム 

外来種について熱心に意見交換 

ノネコ（対馬） 

対馬や小笠原、やんばる等全国各地で、

在来種の生息を脅かしている。 

(2) 市民シンポジウム「対馬もヤマネコも－対馬のすばらしい自然とその危機」 

 
平成 17 年 11 月 23 日、外来種をテーマとす

る市民シンポジウム「対馬もヤマネコも－対馬

のすばらしい自然とその危機－」（主催：環境省

九州地方環境事務所）を美津島文化会館で開催

しました。約 120 名が参加し熱心に意見交換を

しました。 
まず、日本獣医畜産大学助教授・羽山伸一氏

より「島に持ち込まれた生き物たち－外来種問

題」と題して基調講演が行われ、沖縄や小笠原、

グアムなど多くの島々で、そして対馬で実際に

起きている外来種の影響や対策についての紹介

がありました。 

次に、パネルディスカッション「対馬のすば

らしい自然とその危機－今、私たちにできるこ

と」が、國分英俊氏（対馬の自然と生き物の会

会長）、澤志泰正氏（環境省九州地方環境事務所

那覇自然環境事務所野生生物課長補佐）、杉谷篤

志氏（NPO 法人どうぶつたちの病院理事長）、築

島明氏（長崎県県民生活環境部自然保護課長）、

中島均氏（対馬市産業交流部長）により行われ

ました。どの島・どの地域でも、ひとたび外来

種がはびこると、対策には大変な労力・費用・

時間がかかり、それでも解決が難しいことが報

告されました。 

その中には、全国的に問題になっているアラ

イグマやタイワンリスが、長崎県内で生息域を拡大しているという報告もありました。

それについて、羽山伸一氏から、神奈川県ではアライグマが自分でフェリーに乗って

千葉県に移動しているという実例紹介があり、新たな外来種が対馬にいつ入ってきて

もおかしくないというコメントも聞かれました。 
まず、島に外来種を入れないこと、そしてペットは捨てずに最後まで責任を持って

飼うこと。このシンポジウムでは、外来種問題の予防のためには「入れない」「捨てな

い」「拡げない」の一人一人の心がけが、最も大事であることを参加者全員で確認し合

いました。 
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写真 国際 WS の様子 

ワーキンググループの様子 

市民ワークショップの様子 

(3) ツシマヤマネコ保全計画づくり国際ワークショップ 

 
平成 18 年 1 月 9～11 日の 3 日間、美津島文

化会館で「ツシマヤマネコ保全計画づくり国際

ワークショップ」（以下、国際 WS）が開催され

ました。 
ツシマヤマネコ保護には、横断的かつ戦略的な

保全計画が必要であることから、ツシマヤマネコ

保護関係者が「ツシマヤマネコ PVA 実行委員会」

を組織。 IUCN/SSC/CBSG（国際自然保護連合

種の保存委員会保全繁殖専門家グループ）の専門

家を招き、世界各地の希少野生動物保護に用いら

れているワークショップ手法を導入し、保全計画

の作成に取り組みました。 
国際 WS の参加者は 3 日間合わせて約 120 名。国内外の専門家、行政関係者、そし

て 3 日目からは地元対馬の市民代表も加わって議論しました。はじめにツシマヤマネ

コの厳しい現状や減少要因などの説明を受けた後、参加者は各自の専門分野に従い、4
つのグループ（①ツシマヤマネコと共生する地域社会づくり、②生息域内保全（個体

群存続可能性評価(PVA)・モニタリング）、③飼育下繁殖、④感染症対策）に分かれて

議論しました。今回の WS の特色は、様々な分野からの参加者ひとりひとりが当事者

意識を持ってツシマヤマネコの保全について考え、合意形成を行ったことです。その

ために何が課題で、何を行うべきで、それに対して自分たちに何が出来るか――。様々

な知恵を皆で出し合い積極的に話し合いました。途中、より広い視野で考えるために

全体会合を行い、他のグループとも意見を交換しながら達成目標を設定し、その達成

に向けた実現可能な計画やその方向性を話し合いました。この報告書は 3 月中にまとめ

られ、4 月以降に CBSG から関係機関へ提案・報告される予定です。 
11 日夜には、市民ワークショップ「対馬もヤ

マネコも－ツシマヤマネコと共生する地域社会

づくりを目指して－」が開催されました。一般

市民をはじめ約 180 名の参加を得て、3 日間の

国際 WS の成果が報告されました。また、行政

機関、市民団体、NPO、高校生等の代表者を交

えて、保全計画についての討議が行われました。 
市民 WS の最後には「対馬もヤマネコも－共

に生きる未来のためのメッセージ－」を、対馬

の未来を担っていく高校生が代読し、WS 参加

者全員で採択しました。 
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(4) ツシマヤマネコ展 

 
ツシマヤマネコの生態や保護活動を広く知ってもらい、また小中学生の夏休み自由

研究などのテーマ提供をするため、７月 28 日～10 月 18 日の間、対馬島内各地（対馬市

中央公民館、峰町公民館、対馬市役所、美津島公民館、佐須公民館、豆酘公民館）で、巡

回ツシマヤマネコ展を開催しました。また、11 月 5～6 日の峰町文化祭、平成 18 年 3 月 3
～5 日の全国エコツーリズム大会 in 対馬にも出展しました。 
 

ラジオトラッキングについて学ぶ 農業と野生動物の関わりについて学ぶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 学生実習 

 
7 月 25 日～8 月 21 日まで、現場業務の体験や地域住民の方々との交流等を通じ、

ツシマヤマネコをはじめとする野生生物保護について学ぶ学生実習を行いました。前

期・後期に分け、獣医学、農学、国際関係学、野生生物保護などを専攻する計 10 名の

学生を受け入れ、飼育や展示解説などの TWCC 業務の補助や普及啓発リーフレット（外

来生物関係）づくりを行った他、地域住民と交流を持つ機会を多く取り入れました。 
 

全国エコツーリズム大会 in 対馬 ツシマヤマネコ展（美津島公民館） 

日本島嶼学会対馬大会に併せて開催 
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(6) ツシマヤマネコ交通事故防止キャンペーン 

 
交通事故は、ツシマヤマネコの存続を脅かす大

きな要因の１つです。残念なことに、平成 17 年

度においては、5 頭のヤマネコが交通事故で死亡

してしまいました（平成 4 年以降、37 頭）。 
 秋から冬にかけては、その年の春に生まれたヤ

マネコが親離れをし、自分の生息地を求めて、分

散してゆく時期です。そのため、若い個体の交通

事故が増加する季節でもあります。 

注意を呼びかけるつばきちゃん 
 そこで環境省と長崎県では、平成 10 年から毎

年、ドライバーに「人にもツシマヤマネコにもや

さしい安全運転」を呼びかける「交通事故防止キャンペーン」を実施しています。平

成 17 年度も、9 月 22 日から 29 日にかけて、地元警察署や交通安全協会の協力を得な

がら、島内 4 ヶ所でキャンペーンを行いました。 
 
(7) とらやまの森再生プロジェクト「市民参加の森づくりイベント 2005」 

 
かつてツシマヤマネコが多く生息していたころの豊かな森を再生させ、人と自然が

共生するよい環境を生み出すことを目的とした「とらやまの森再生プロジェクト」。平

成 16 年度より、TWCC のボランティアグループ「ツシマヤマネコ応援団」が主体とな

り、みんなで一緒に勉強しながら、どんぐり拾いや苗づくりなどに取り組んでいます。  
平成 17 年度は、11 月 6 日（日）、木坂海神神社にて「市民参加の森づくりイベント

2005」を実施しました。まず、長渡稔治氏（花の対馬ネットワーク代表）と國分英俊

氏（対馬の自然と生き物の会会長）を講師に迎え、海神神社の社叢で「鎮守の森観察

会」を行いました。その後、スダジイやマテバシイなどのどんぐりでポット苗づくり

を行いました。参加者は一般参加・応援団あわせて 40 名ほど。昨年に引き続き、アド

バイザーとして（社）北九州緑化協会のみなさんも参加してくださいました。  
 

鎮守の森観察会 ポット苗づくり 
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2. 学校教育への協力 

 
 TWCC では学校からの要請に応じ、総合学習やその他課外授業に協力しています。

平成 17 年度は 15 の小中学校に協力した他、小中高校の初任者研修の受け入れや教務

主任研修会への参加等、学校指導者への協力も行いました。 
 

表Ⅲ－2 平成 17 年度対馬野生生物保護センター学校協力一覧 

実施日 学校名 学年等 人数(名) 内 容 

5.12(木) 佐護小学校  3 年生 3 佐護の野鳥観察 

6.2(木) 佐須奈小学校 6 年生 5 野鳥の巣箱観察（昨年度から継続） 

6.8(水） 豊小学校 4 年生 － 手紙にて質問 

6.21(火) 豊小学校 3・4 年生 15 ヤマネコを守る取り組みと工夫 

7.25(月) 佐護小学校  5・6 年生 6 木庭作での芋づる植え  

8.1(水） 対馬高校 初任者研修  3 対馬の自然とツシマヤマネコ 

8.29(月) 金田小学校  緑の少年団  17 ヤマネコ展を利用したヤマネコ教室 

9.24(土) 鶏知中学校  1 年生 5 ヤマネコについて 

9.24(土) 峰東中学校  2 年生 2 ヤマネコについて 

10.2(日) 峰東小学校  3 年生 
児童 20

大人 10
ヤマネコについて 

10.12(水）  豆酘小学校・瀬分校  4・5・6 年  24 ヤマネコ展を利用したヤマネコ教室 

10.14(金) 佐須奈小学校 6 年生 5 野鳥の巣箱撤収 

10.17(月) 対馬市教育委員会 初任者研修  6 対馬の自然とヤマネコについて 

10.18(火) 峰西小学校  1・2 年生 20 ヤマネコ博士になろう！ 

10.26(水）  仁田中学校  1 年生 5 対馬の自然とツシマヤマネコ 

10.31(月) 比田勝小学校 4 年生 31 ツシマヤマネコとその保護の取組  

11.22(水）  比田勝小学校 4 年生 － FAX にてインタビュー  

11.24(金) 仁田小学校  3 年生 19 ヤマネコについて 

11.24(金) 南陽小学校  3・4 年生 17 ヤマネコについて 

12.6(火) 大船越小学校 4 年生 21 ヤマネコについて 

2.1(金) 対馬市教育委員会 教務主任研修 50
学校教育におけるツシマヤマネコの

活用 

2.14(火) 鶏鳴小学校  6 年生 － FAX と電話にて質問 

2.24(金) 佐須奈小学校 3・4 年生 26 ヤマネコと海鳥の油汚染について  
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(1) 各学校への協力内容 
 
 学校教育への協力は TWCC での「ヤマネコ教室」（レクチャー、ヤマネコ生体見学、

フィールドサイン等の野外観察）が主ですが、金田、豆酘小学校ではツシマヤマネコ

展に併せて「出張ヤマネコ教室」を行いました。また、平成 16 年度に引き続き、佐護

小学校では木庭作を、佐須奈小学校では野鳥の巣箱を題材とした総合学習に協力しま

した。このように、TWCC ではヤマネコだけでない対馬の自然も教育素材に取り入れ

ながら、通年での総合学習へも協力しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 出張ヤマネコ教室（金田小学校）    木庭作での芋づる植え（佐護小学校） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 TWCC でのヤマネコ教室（峰西小学校）      ヤマネコの暮らしを感じる野外観察 

（峰西小学校）  
(2) 学校指導者への協力内容 
 
 対馬市教育委員会からの依頼を受け、小中学校の初任者研修の受け入れを行った他、

次年度の教育課程編成を計画する教務主任研修会に参加しました。TWCC では、対馬

の自然・歴史・文化を誇りに思う子どもを育てることを目指した「対馬教育」に取り

組んでいます。教務主任研修会では、対馬教育のうち、TWCC ではツシマヤマネコを

はじめとする対馬の自然を誇りに思う子どもの育成の支援が可能であること、対馬教

育を推進してゆく上で学校教育との連携強化が必要不可欠であることを説明しました。

また、対馬のすべての子どもたちに平等に対馬の自然に触れる機会を与えられるのは

学校だけであることを伝え、対馬教育への理解と協力を求めました。 
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3. 広報活動 

 

(1) 普及啓発物の作成 
 
今年度、TWCC では長崎県と協力して以下の普及啓発物を作成し、広く配布しまし

た。また、普及啓発ビデオ「耳をすまして ツシマヤマネコとともに暮らすために」(環
境省・長崎県平成 16 年度作成)を島内小中学校・高校及び公民館等へ配布しました。 

 

・パンフレット「ツシマヤマネコ－第三次生息調査結果の概要－」（下左） 
・リーフレット「ツシマヤマネコ」改訂版（下中央） 
・リーフレット「外国産昆虫から対馬の自然を守ろう～虫たちからのメッセージ～」

（下右、作成協力：平成 17 年度センター後期実習生） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 季刊誌「とらやまの森」作成・配布 
 

平成 10 年創刊の「とらやまの森」。今年度は、4、7、10、2 月に発行しました（通

算 31 号）。対馬島内全戸（約 16,000 戸）、そして関係者や島外定期購読希望者に配布

し、ツシマヤマネコ保護等タイムリーな話題を提供しました。 
 
(3) ホームページ運営・メールマガジン発行 

 
平 成 14 年 8 月 に 開 設 し た ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.tsushima-yamaneko.jp/）には、2 月末

現在までに約 164,000 件のアクセスがありました。

アクセス数が前年比約 39％増と、ツシマヤマネコ保

護への関心が増加しているものと思われます。また、

メールマガジンを発行しイベント等の広報に努め

ました。2 月末現在の登録者数は 188 名です。 

センターホームページ 
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 Tsushima Wildlife Conservation Center 

4. ツシマヤマネコ一般公開 

 
 ツシマヤマネコ保護にとって、島内外の数

多くの方々の理解と協力は必要不可欠です。

しかし、対馬島民でさえ、ツシマヤマネコを

見たことのある人は少なく、ヤマネコがおか

れている厳しい現状を身近に感じることは難

しい状況といえます。 
 そこで環境省では、実際にヤマネコを見る

ことによってその存在を身近に感じ、さらに

それを取り巻く問題に関心を高めていただき

たいと考え、平成 15 年 12 月 9 日から、FIV
感染により保護されているツシマヤマネコ

（Mt-09、愛称つしまる）の一般公開を行って

います。 

「つしまる」 

個体番号：Mt-09 
性別：オス  
年齢：不明（成獣） 
体重：約 3.5 ㎏ 
体長：82 ㎝  ヤマネコ見学に際しては、事前に 3 分程の

ビデオ（公開の趣旨、ヤマネコの減少原因、

FIV 感染などを紹介）を見ていただき、観察室まで職員が同行して解説をしています。

また、韓国人観光客の増加に伴い、平成 16 年 4 月からは韓国語によるビデオ上映も行

っています。 
なお、一般公開しているヤマネコについては、健康状態は良好な状態が続いていま

す。 
 
 

 

「楽しく、無理なく、自分たちにできることか

らやっていこう」をモットーに、ツシマヤマネコ

を含めた対馬の自然を守り次世代に引き継ぐた

め、平成 15 年 4 月に設立されたボランティアグ

ループです。 

ツシマヤマネコ応援団では、メンバー各自の得

意分野を活かしながら、森づくりや TWCC 実施イ

ベンのサポート、TWCC 公式ウェブサイトの運営  

などに取り組んでいます。また、「まずは自分たちの知り合いからヤマネコのことを広

めよう！」ということで、普及啓発活動にも取り組んでいます。 

会員数は約 30 名で地元対馬住民のみなさん。0 歳から 75 歳まで、農家や林業関係者、

学校教育関係者、市職員、獣医師、主婦、小中高校生などなど多彩な顔ぶれで、実に和

気あいあいとした会になっています。事務局は TWCC が務めています。 

コラム－ツシマヤマネコ応援団とは？

森づくり勉強会 
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