
世界的に重要なツル渡来地
出水で見られるナベヅル・マナヅルは
世界でもアジアにしか生息しない希少
な鳥です。戦後すぐの記録ではわず
か275羽。そこから半世紀以上にわ
たる地域での保護の取り組みにより、
現在では越冬のために毎年1万羽を
超えるツルが出水に渡来します。

地域の課題 
ツル渡来地にはたくさんの野鳥が集
まるため、鳥インフルエンザ等の集団
感染リスクと背中合わせです。地元
では養鶏が主要産業の一つであり、
消石灰による消毒など徹底した防疫
体制がとられていますが、ツルを観察
しようと出入りする自動車が多いほど
リスクは高まります。また、ツル渡来
地では冬期も農業が営まれているた
め、路上でツルの観察をする人がい
たり路上駐車が行われたりすると農
作業や通行の妨げにもなります。

解決に向けて
動き始めた社会実験
地域が抱える課題解決のため、市民
と行政の協力のもと、平成28年度より
ツル渡来地でのマイカー通行を規制
し、ガイド付きバスへ乗り換えてもらう
社会実験を開始しました。この取り組
みによりツル渡来地における人や自
動車の往来を減らすとともに、訪れた
人に出水のツルとそこに暮らす人々の
現状を伝え、人もツルも安心して暮ら
せる地域をめざしています。

本イベントへのご理解とご協力の
ほど、よろしくお願いいたします。

地域の特徴をどう活かせば、持続的に発展するまちになるのか。地元の中学
生や北海道からの講演者とともに出水が目指すまちづくりについて考えます。

出水ツル渡来地で
マイカー規制をする理由

地元の漁師が慣れ親しんだ自然の素
晴らしさに改めて気づかされ、地域
の魅力を多くの人に伝えたいと始め
たボートクルーズによる地域おこしの
挑戦についてうかがいます。

North Cruise  北海道根室市　

タンチョウの観光でにぎわう北海道
鶴居村。環境省による給餌量制限を
きっかけに、将来どうタンチョウと共
存していくか「鶴居モデル」の確立を
目指した動きについてうかがいます。

北海道鶴居村　

18:00 開会
 出水市長　椎木 伸一
 九州地方環境事務所  所長   岡本 光之

18:10 地域からの報告
 『ツルと私～ツルにかかわる生徒からの発表～』
 出水市立鶴荘学園  8年生　武内 楽咲
 出水市立高尾野中学校  2年生   森園 真悟　

18:30 基調講演 Ⅰ
 『北海道鶴居村におけるタンチョウを活かした地域づくり』
 鶴居村教育委員会  タンチョウ自然専門員   音成 邦仁

19:00 基調講演 Ⅱ
 『漁船ボートクルーズによる地域おこしへの挑戦』
 North Cruise  代表   小向 純一

19:30 休憩

19:40 パネルトーク
 『地域資源を活かしたこれからの出水』
 海外の事例も挟みながら、基調講演者、環境省、出水市とを交え
 これからの出水について語り合います

20:25 閉会
 出水市教育委員会  教育長   溝口 省三

本事業は平成30年度地球環境基金の助成を受け実施します。

ツル渡来地・出水の

地域資源を活かした
まちづくりシンポジウム

協賛

平日 9:00-17:00
ツルフェスタ開催中の土日は
ご利用いただけます

ツルフェスタ・シンポジウムのお問合せ

080-2030-0163

平成31年2月1日（金） 18:00～20:30
出水市役所1階多目的ホール　出水市緑町1番3号　0996-63-2111
事前申し込みは不要です。直接会場へお越しください。
主催：（公財）日本生態系協会　共催：出水市、出水市教育委員会
後援：九州地方環境事務所、鹿児島県、（一社）出水市観光協会

ツルフェスタ開催中は、ツル渡来地でマイカー規制が行われます

[主催] 九州地方環境事務所　[共催] 出水市、出水市教育委員会

市民向け 前夜祭イベント



出水のシンボル、ツルに親しむツルフェスタでは、
この期間限定のバスツアーを実施します。クレイン
パークでのイベントに参加したり歴史的な見どころを
たずねたり、出水を満喫できる4日間です！ ぜひ、ツ
ル観察センターにお越しください。
*ツル観察センターまではマイカーでお越しいただけますが、
ツルフェスタ開催中に限り規制エリア内は8：45～16：30
の間、農作業者、干拓地内居住者、バス、タクシー、福祉車
両等を除き通行できません。

ツルを見るだけじゃない、思わず誰かに伝えたくなるマメ知識満載の3コース。

マイカー規制エリア内を、合格率わずか1.6％の「ツルガイド博士」の子どもたちや、

地元の方がご案内。非公開のツル保護施設の紹介や、台数限定で双眼鏡の無

料貸出もあります！ *ツアー内容は変更になる場合がございます。

発着地

ツル観察センター
駐車場

運行

9：30 ～ 16：00

30分間隔
所要時間40分
各回定員20名

料金

大人 320円
大学・高校生 250円
中学生以下 120円
未就学児 無料

鹿児島県出水市荘2478－4
0996-85-5151

● バスチケットでツル観察セン
ター、クレインパーク共に入場可能
● ツル観光周遊バス1日周遊券、ク
レインパーク年間利用会員、障が
い者手帳等をお持ちの方は無料

クレインパーク   出水市文化町1000   0996-63-8915
箱崎八幡神社   出水市上知識町46   0996-62-2219

八坂神社   出水市麓町2-33
出水麓歴史館   出水市麓町10-39　0996-68-1390

ツル渡来地
マイカー規制エリア

出水駅

¦お土産スポット¦
JA鹿児島いずみ農産物直売所

より道いずみ

¦お土産スポット¦
特産館いずみ

¦お土産スポット¦
出水駅観光特産品館 飛来里

¦お土産スポット¦
北さつま漁協出水支所直売所
いとより *海苔の販売有り
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珍しい鳥も見れるかも。

鳥の専門家とご一緒に。
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昔の渡来地は

どんな場所だったのか？
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海苔や養鶏、農産物。

ツルとのつながりは？

上記各コースの運行時間は当日チケット売り場（ツル観察センターまたはクレインパーク）でご確認ください

クレインパーク
日本で唯一のツル専門の博物館。ツル
渡来地の昭和の風景がわかる企画展「写
真で見る出水とツル」開催中。屋外には
遊具や芝生広場もあり、のんびりピクニッ
クも楽しめます。

ツルフェスタ開催に合わせ、地元高校生
によるカフェや、出水の特産品、土産物な
どの屋台が多数出店されます！

観察センターでバスチケットを
買ったら、マイカー規制エリアを
めぐるバスツアーへ !
運が良ければツルが旋回しながら
北へ帰る北帰行が見られるかも

ツル渡来地  ツル観察センター
バスツアーの前後にツル観察センターか
ら、八代海を望む大パノラマとツルの越
冬地が見渡せます。あたたかい飲み物
や食べ物、お土産物もゲット。

日本一

その1

箱崎八幡神社の「大鈴」
大きな鈴があるだけと、侮ることなかれ！ 
ツルが描かれた大鈴、日本最小の鈴、ツ
ルの背比べに撫鈴、撫亀、撫鶴とご利益
盛りだくさん。成せば成る(鳴る)、幸福に
成る(鳴る)、の鈴です。

日本一

その2

八坂神社の「お地蔵様」
一刀彫で仕上げたお地蔵様の中では、日
本一の大きさ。「一刻み三礼」の厳しい作
法で建立されました。「放光王地蔵」さま
といい、さまざまな地蔵菩薩の元締めだ
そうです。

日本一

その3

出水麓武家屋敷群
出水郷に赴任する薩摩藩士の住宅兼陣
地として作られ、篤姫のロケにも使われた
武家屋敷群。現存する中では日本最大級
の面積を誇ります。２件の公開屋敷には
ガイドが常駐し、土・日・祝は観光牛車の
運行もあります。（雨天運休）
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その4
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