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ライチョウサミット「第17回 ライチョウ会議 長野大会」実行委員会
（大会長：長野県知事 阿部守一　副大会長：大町市長 牛越 徹）
（実行委員長：中村浩志国際鳥類研究所 代表理事 中村浩志（ライチョウ会議 議長））
（実行委員：長野県、大町市、大町市教育委員会、松本市、市立大町山岳博物館、長野市茶臼山動物園、飯田市立動物園）
環境省・林野庁・(一財)全国山の日協議会・新潟県・富山県・石川県・山梨県・岐阜県・静岡県・糸魚川市・妙高市・富山市・立山町・白山市・南アルプス市・飯田市・伊那市・安曇野市・大鹿村・
木曽町・王滝村・白馬村・小谷村・高山市・静岡市・国立環境研究所・(株)伊藤園・(株)モンベル・(株)山と溪谷社・(公財)日本自然保護協会・(公財)日本鳥類保護連盟・(公財)日本野鳥の会・
公益社団法人日本山岳会・(公社)日本山岳協会・(公社)日本動物園水族館協会・日本勤労者山岳連盟・北アルプス北部山小屋組合・北アルプス山小屋友交会・
SATOYAMAイニシアティブ推進ネットワーク・生物多様性自治体ネットワーク・信州生物多様性ネットきずな・信州豊かな環境づくり県民会議・長野林政協議会・朝日新聞長野総局・
産経新聞長野支局・信濃毎日新聞社・中日新聞社・毎日新聞長野支局・読売新聞長野支局・大糸タイムス社・市民タイムス・長野市民新聞・NHK長野放送局・abn長野朝日放送・NBS長野放送・
SBC信越放送・TSBテレビ信州・FM長野・大町市有線放送電話農協　（順不同）

主催：

後援：

お問い合わせ：ライチョウサミット「第17回ライチョウ会議長野大会」実行委員会事務局（市立大町山岳博物館内）

ライチョウ会議 長野大会

長野県の県鳥・大町市の鳥
「ライチョウ」

大町市文化会館 大ホール
 電車利用の方　JR大糸線 北大町駅から徒歩5分　     マイカーの方 　長野自動車道安曇野ICから40分（無料駐車場あり）

11:30 開場／ 13:00 ～ 16:30（アトラクション 12:30 ～）

土 シンポジウム

大町市文化会館隣

専門家会議

エクスカーション
9:30 ～ 11:30
市立大町山岳博物館

・JR大糸線 信濃大町駅からタクシー5分／
    徒歩25分
・長野自動車道安曇野ICから40分（無料駐車場あり）

※要申込

リレートーク
トークゲスト：三四六　ほか

三四六「ライチョウの唄」披露
ミニライブ

©松本山雅FC
ガンズくん

©長野県アルクマ

長野県PR
キャラクター
「アルクマ」

大町市キャラクター
「おおまぴょん」

12:30 ～ 12:50

三四六
長野県内のラジオ・テレビ等で活躍
中のタレント

湯澤かよこ
長野県伊那市出身のシンガー

アトラクション

エンディング

第 1 回「山の日」
記念全国大会

関連行事

サッカーJ2松本山雅FCマスコット「ガンズくん」、
長野県PRキャラクター「アルクマ」、大町市キャラ
クター「おおまぴょん」が会場でお出迎えするよ！

※当日、会場へ直接
　お越しください

会 場

時 間

参加無料
申込不要

〒398-0002長野県大町市大町1601-2   TEL:0261-22-9988

会 場
時 間

一般聴講可

※当日、会場へ直接
　お越しください

同日開催

サン・アルプス大町会 場10:00 ～ 16:00時 間

一般聴講者の
申込不要･参加無料

会場案内図

10 / 16

10 / 15

11:30 ～ 12:15

第17回

ライチョウサミット2016 年 ●

日



ライチョウ保護から山岳環境保全を考える
～ライチョウ保護とその生息環境保全に向けた連携元年～

大会テーマ

10/15 土 第1日目　

関連イベントのご案内

ライチョウサポーターズ活動紹介、ライチョウ写真パネル展
動物園での生息域外保全啓発、物販ブース　など

第1部　生息域内保全に向けた取り組みについて
座長：中村浩志国際鳥類研究所 代表理事　中村浩志

会場：大町市文化会館 ホール／日時：10/15（1日目） 11:30～16：30

市立大町山岳博物館 企画展
「雷鳥 ～四季を纏う神の鳥～ 高橋広平写真展」
会場：市立大町山岳博物館 特別展示室
期間：9/3～11/27
開館時間：9：00～17：00（入館は16：30まで）　※期間中、休館日あり

10/16 日 第２日目　

研究者による生息状況調査結果（生息域内保全）や、動物園での飼育経
過等（生息域外保全）について、ライチョウの専門家が最新報告を行い、
情報共有・意見交換します。

①「御嶽山のライチョウ数の変遷と噴火による生息数への影響」
　   中村浩志国際鳥類研究所 代表理事　中村浩志　他

②「乗鞍岳におけるファウンダー確保２年目の経過」
　   環境省長野自然環境事務所 自然保護官　福田 真　他

③「ライチョウのヒナを捕食したニホンザルの群れ行動圏の棲み分け」
　   信州ライチョウ研究会　市川哲生

④「南アルプス北岳におけるケージ保護2年目の試み」
　   東邦大学 理学部 訪問研究員　小林 篤　他

⑤「ケージ保護と捕食者除去の効果に関する数理解析」
　   奈良女子大学 理学部 院生　阿部詩央璃　他

⑥「爺ヶ岳・岩小屋沢岳におけるライチョウの生息状況
　　   及びセンサーカメラによる哺乳類相・鳥類相のモニタリング」
　   長野県環境保全研究所 主任研究員　堀田昌伸　他

第2部　生息域外保全に向けた取り組みについて
座長：恩賜上野動物園 副園長　渡部浩文

①「動物園で取り組むライチョウ生息域外保全」
　   富山市ファミリーパーク 副園長　石原祐司

②「乗鞍岳における産卵期の種卵によるファウンダー確保経過報告」
　   恩賜上野動物園 飼育展示課 主任　高橋幸裕

③「乗鞍岳における抱卵期の種卵によるファウンダー確保経過報告」
　   富山市ファミリーパーク 動物課 主査　堀口政治

④「乗鞍岳における抱卵期の種卵によるファウンダー確保経過報告」
　   市立大町山岳博物館 指導員　宮野典夫

⑤「スバールバルライチョウを用いた飼育方法の検討及び個体群管理」
　   横浜市繁殖センター 技師　白石利郎

⑥「野生ニホンライチョウおよび
　       飼育下スバールバルライチョウの腸内菌の特徴」
　   京都府立大学大学院 教授　牛田一成　他

⑦「スバールバルライチョウを用いたライチョウ飼料開発基礎研究２」
　   日本獣医生命科学大学 教授　太田能之

※一般公開（申込不要・参加無料）

専門家会議　

　時間：開場9：30　第1部10：00～12：05
　　　　　　　　　第2部13：05～16：00
　会場：サン･アルプス大町 大会議室（座席200席）

アトラクション 湯澤かよこミニライブ

大町宣言（大会宣言）

エンディング 三四六「ライチョウの唄」披露

オープニングセレモニー 長野県知事　阿部守一 あいさつ ほか

リレートーク
①「ライチョウってどんな鳥？ ～現状と課題～」
 東邦大学 理学部 訪問研究員　小林 篤

②「ライチョウが生き続ける山岳環境とその保全について」
 静岡大学 客員教授　増澤 武弘

③「ライチョウを守るための未来へのメッセージ」
 タレント　三四六

パネルディスカッション「ライチョウ保護から山岳環境保全を考える」
コーディネーター：（株）山と溪谷社 Yamakei On Line部長　神谷有二
パ ネ リ ス ト： 中村浩志国際鳥類研究所 代表理事　中村浩志
　　　　　 　　　燕山荘 代表取締役社長　赤沼健至
　　　　　 　　　タレント　三四六
　　　　　 　　　大町市長　牛越 徹

ライチョウ保護と山岳環境保全に向けた産学官民による新たな連携を
構築します。

※一般公開（申込不要・参加無料）

ライチョウサミット シンポジウム　

　時間：開場11:30（アトラクション12:30～）13：00～16：30
　会場：大町市文化会館 大ホール（座席600席～）

生息域外保全の取り組み状況を知っていただくため、ライチョウの飼育
繁殖に携わる市立大町山岳博物館を現地視察し、飼育中のスバールバ
ルライチョウ等を見学します。
　時間：受付9：00～　視察9：30～11：30
　会場：市立大町山岳博物館
　定員：40名　※先着順・定員になり次第締め切り

※一般公開（事前申込・参加無料）

エクスカーション　

【エクスカーションの申し込み】
10月14日（金）までに市立大町山岳博物館へ、参加希望者の氏名・
住所・電話番号をFAXまたはEメールでご連絡ください。
市立大町山岳博物館　FAX：0261-21-2133
　　　　　　　　　　E-mail：sanpaku@city.omachi.nagano.jp

大会プログラム

自治体の取組等に関する報告と情報共有・意見交換。
ライチョウ保護を目的とした自治体間の連携について検討します。

※一般の聴講はできません

ライチョウ保護行政連携会議 　

　時間：10:30～12:00　　　会場：サン･アルプス大町

立食形式による懇親会。ライチョウ関係者のほか、一般参加もできます。

【レセプションの申し込み】
10月3日（月）までに市立大町山岳博物館へ、参加希望者の氏名・住所・電話番
号をFAXまたはEメールでご連絡ください。
※連絡先は上記エクスカーションの申し込みと同じ

レセプション

　時間：受付17：30～　懇親会18：00～20：00
　会場：大町温泉郷 黒部観光ホテル（〒398-0001長野県大町市平2822　TEL：0261-22-1520）
　会費：1人5,000円


