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１. 設
し だ ら

楽ダムをめぐる状況

　設楽ダム事業は、現在、事業者である国土
交通省中部地方整備局みずからの手による
「再検証中」とはいうものの、本体工事など
新たな段階に入らないとするだけで、今年度
約 100 億円もの予算を注ぎ込んで、水没家
屋の移転補償など「再建」事業を進めていま
す。

２. 設楽ダム公金支出差止住民訴訟

　私たちは、この事業を国と一体となって進
め、事業費のおよそ 3 割を負担する愛知県
に対して、2007 年に公金支出差止の住民訴
訟を起こし、取り組んできました。
　2010 年 6 月 30 日の一審判決（名古屋地

裁）は、ダムを造る必要性については怪しい
ところがあることを認めた上で、無限定に行
政裁量の範囲内と判断しました。そこで、私
たちは控訴審において、まず、最高裁判例を
根拠として、行政裁量が認められる範囲の限
界、いいかえると違法と判断しなければなら
ない条件を明らかにしました。
　その上で、違法となる証拠を調べ上げ、そ
れらを示して、裁量範囲を超えた違法な事業
であることを明らかにしてきました。愛知県
側の弁護団はまともな反論をできない状態に
なっています。控訴審は最終局面にきてお
り、これから現地検証を実施させることが焦
点の一つになっています。

３.「流水の正常な機能の維持」のため
　　のダム

　不要な事業であることを雄弁に物語ってい
るのが、設楽ダムの目的別貯水容量の大半を
占める「流水の正常な機能の維持」です。
　総貯留容量 9800 万 m3 のうち、6000 万
m3、61%（堆砂および洪水調節を除いた正
味の貯水容量の 82%）がこの目的となって
います。流水を貯めて止水にするのがダムで
すから、日本語として意味不明なのですが、
国土交通省河川村には特別の定義があるよう
です。
　河川下流部の基準となる地点で、毎秒 5m3

未満の流量ではアユの産卵に支障をきたすの
で、それを下回る際には、貯めておいたダム
の水を放流するなどとしています。ダム建設

設 楽ダム訴訟と環境保全の課題

市野和夫　（設楽ダムの建設中止を求める会代表）

設楽ダムと豊川流域図
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がひきおこす、河川流域はもちろん海まで及
ぶすさまじい環境影響には触れずに、「渇水
時の川の環境を維持する」目的で水を貯める
ダムを造るのでは、本末転倒も甚だしいと言
わざるをえません。

　近年のダム建設目的に、「流水の正常な機
能維持」を掲げる例が増えてきているようで
すが、不要不急な事業を、膨らませて、とに
かく大きなダムを造りたいというのが事業者
の狙いのようです。大半がこの目的となって
いる設楽ダム事業が違法でないと判定される
ようなことがあれば、ダム～河川村はますま
す増長し、結果として巨大な自然・環境破壊
が全国で続くことになるでしょう。是非とも
止めねばなりません。

４. 自然保護・環境保全の課題

4 － 1　ダム湖、水没の影響
　絶滅危惧種で国の天然記念物でもあるネコ
ギギは、ナマズの仲間の淡水魚で、伊勢・三
河湾周辺の河川にのみ棲息している固有種で
す。水没する豊川（寒狭川）上流部は愛知県

内でも数少ない棲息条件のそろった場所で
す。移植による保全は不可能です。
　またダム湖によって分断される小流域に
は、ナガレホトケドジョウ（東海個体群）が
棲息しており、西日本の個体群とは異なる系
統であることが研究者によって明らかにされ
ています。この希少種への対策が何も取られ
ていません。

4 － 2　ダム下流の河川生態系
　豊川上流部は、支流の宇連川流域が既設ダ
ム群と取水の影響で、すでにアユも育たない
川になってしまっています。
　設楽ダムが建設されつつあるもう一つの支
流寒狭川上流部は、現在のところ、大きな構
造物もなく、川原が発達し、砂利が豊富な瀬
と岩場の渕とが交互に連続する状態のよい清
流で、アユやアマゴ釣りでにぎわいをみせて
います。
　この寒狭川の上流から、砂利と自然な流水
を奪うのが設楽ダムです。カワガラスが川虫
をついばみ、豊富なカワムツを狙うカワセミ
やヤマセミが棲み、冬にはオシドリが群れる
川でもありますが、ダムができれば、この豊
かな生態系が大きく劣化することは目に見え
ています。

豊川上流部寒狭川のアユ釣り（提供：古橋正一）
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4 － 3　渥美湾（三河湾東部）生態系への影響
　もう一つ設楽ダム建設を許せない事情があ
ります。豊川河口干潟は六条潟と呼ばれ、三
河湾東部の湾奥に位置しています。1960 年
代後半以降の埋立てによって湾奥の浅場の大
半が埋立てられ、瀕死の海となった三河湾。
その湾奥に遺された貴重な干潟浅場が六条潟
で、国産アサリの大きな割合を占める愛知の
アサリを支える重要な種場となっています。
　設楽ダムは、雨量の多い夏季に貯水して、

渇水期（主として冬季）に放流する目的です
から、ダムができれば夏季に豊川から三河湾
に注ぐ豊川の流量が減少します。豊川からの
淡水流入が三河湾の海水交換を担っています
ので、川の水が減れば海水交換が衰え、貧酸
素水塊の発達をさらに促すことになります。
　暖候期に発達する貧酸素水塊は、アサリ稚
貝などを全滅させる青潮の原因となっていま
す。しかしながら、事業者は三河湾への影響
はないものとして環境影響評価の範囲に含め
ませんでした。

参考資料）佐々木克之（2012）：ダム建設
における流水の正常な機能の維持とは？，北
海道の自然，第 50 号，pp.91 － 98

春の六条潟で遊ぶ

アサリや二枚貝の湧く砂干潟

六
条
潟
（
ア
サ
リ
稚
貝
の
試
験
採
取
）
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はじめに

　2012 年 9 月 13 日、平成 24 年度・中央
環境審議会・第２回自然環境・野生生物合同
部会が開かれ「生物多様性国家戦略 2012 －
2020」の答申案がまとまった。
　今回策定された「生物多様性国家戦略
2012 － 2020」の目的は、１）2010 年 10
月に世界合意となった愛知目標の達成に向
けた日本のロードマップを示すこと、２）
2011 年３月に発生した東日本大震災を踏ま
えた今後の自然共生社会のあり方を示すこと
の二つである。
　策定された国家戦略を一言で評価すると環
境省の限界を示したと言える。以下、国家戦
略の変遷、国家戦略の構成、愛知目標の達成

に向けた問題点等について評価する。

国家戦略の変遷

　 今 回 の「 生 物 多 様 性 国 家 戦 略 2012 －
2020」は、第５次の国家戦略である。

　 こ れ ま で の 変 遷
は、 次 の 通 り で あ
る。
以下、名称と策定年
度。 生 物 多 様 性 国
家戦略 (1996 年 )、
新・生物多様性国家
戦略 (2002 年 )、第
３次生物多様性国家
戦略 (2008 年 )、生
物 多 様 性 国 家 戦 略

2010(2010 年 )、生物多様性国家戦略 2012
－ 2020(2012 年 )。
　96 年策定の国家戦略は、各省庁からの原
稿を集めて束ねてホッチギスで止めただけ
の「ホッチギス戦略」と例えられていた。
2002 年の戦略は、各省庁から出された項目
を系統毎に整理しまとめ上げられた。この
時、日本の生物多様性の全体像が明確にされ
たと言える。2008 年の戦略は、第 1 部を戦
略、第２部を行動計画として、特に行動計画
では「現状と課題」、「具体的施策」が記述
され各省庁がどのような施策を展開してゆく
のか分かりやすくなった。また、若干ではあ
るが、環境省における数値目標も示された。
　96 年から 2008 年までは、法的な根拠の
ない戦略であったが、その後、2008 年に生
物多様性基本法が制定されたため 2010 年
に策定された国家戦略は、日本で始めての
法定計画としての国の戦略となった。今回
まとまった「生物多様性国家戦略 2012 －
2020」も基本法に基づく法定計画である。
  「法定計画」とは、法律に定められた計画

「
生
物
多
様
性
国
家
戦
略
」

２
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であり、実行に責任を伴うが、基本法は、理
念法であり、種の保存法や外来生物法などの
個別法とは異なり罰則規定はない。しかし、
政府は、基本法に基づき毎年、白書を作るこ
とになっている。白書とは、政府の施策につ
いての現状分析と事後報告を中心とした公表
資料である。
　2010 年の国家戦略は、１）生物多様性条
約第 10 回締約国会議に向けて、基本法に基
づく国家戦略とすること、２）生物多様性に
関する国際的な目標の動向と 2010 年以降の
新たな世界目標 ( ポスト 2010 年目標 ) の設
定に対する日本の提案を示すことであった。
　 今 回 の「 生 物 多 様 性 国 家 戦 略 2012 －
2020」の特徴は、2020 年までの計画であ
ることだ。日本は、他の国々と異なり、５年
間の計画として、その都度、見直しを行って
きた。今回は、2020 年までの愛知目標であ
り、世界各国も 20 年までの計画を示してい
るために計画期間を合わせた。今後、2020
年までに改定がされないことはなく、愛知目
標の中間評価が 2014 年に行われる為、政府
は、中間見直しも視野に入れている。

「生物多様性国家戦略 2012 － 2020」
　の構成

　2008 年の戦略以降、第１部を戦略、第２
部を行動計画として、策定されたが、今回策

定された国家戦略は、愛知目標の達成に向け
た日本のロードマップを示すことになった
為、３部構成となった。
　つまり、第１部「戦略」、第２部「愛知目
標の達成に向けたロードマップ」、第３部
「行動計画」という形式となった。しかしな
がら全体のボリュームを見ると全体で 252
ページの内、第１部 102 ページ、第２部 13
ページ、第３部 137 ページとなっており、
最も重要な「愛知目標の達成に向けたロード
マップ」は、わずか 13 ページ程度であり、
具体的な数値目標の記述はされていない。
　愛知目標を達成するための日本のロード
マップが貧素であり、骨太の方針とは言いが
たく、病気の病名で言えば「骨粗鬆症」と言
える。

和暦、西暦の問題点

　前号の国家戦略までは、和暦と西暦が併記
されてあり、分かりやすかったが、今回の国
家戦略では、解読が面倒である。第１部と第
２部は、西暦表記されているが、第３部だけ
和暦表記であり、現状と目標などを知る場
合、または、戦略とロードマップの整合性を
第３部で確認する場合、西暦に直す必要があ
る。
　現代の国家戦略としては、分かりづらく、
使いづらいものとなった。

1996 年 2002 年 2008 年 2010 年
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愛知目標の達成に向けたロードマップ

  政府によると、第２部のロードマップは、
日本のロードマップであり、各省庁が合意し
たものを上げていると言う。
  わずか 13 ページの内容について評価は、
次の通りである。
１）20 の愛知目標毎に記述されていない為、
比較が難しい。
２）20 の愛知目標毎に日本の現状評価がさ
れておらず、第 1 部、第２部の参照が必要
であり、分かりにくい。
３）指標として「関連指標群」が明記されて
いるが、具体的な現状と数値目標は、第３部
から導く必要があり、和暦から西暦への変換
が必要である。
４）愛知目標３に関する記述は、現状認識も
甚だしいと言える。
５）最も重要な生物多様性の主流化に関する
戦略が読み取れない。
６）生物多様性の保全や持続可能な利用に関
する法制度の整理はされているが、法改正の
道筋は示されていない。

行動計画の問題点

　第３部の行動計画は、前計画と比較すると
進歩が見られる。これまでは、「現状と課
題」、「具体的施策」の書き方であったが、
「現状と課題」は、第１部に移され、「具体
的施策」の中に数値的な現状と目標が記述さ
れた。各省庁も数値的な現状と目標を記述し
たことは評価できるが、現状のみの記述も多
く、目標や数値目標の記述が欠けている項目
も多い。

まとめ

　「生物多様性国家戦略 2012 － 2020」に
は、「豊かな自然共生社会の実現に向けた
ロードマップ」と言うサブタイトルが付けら
れている。だが看板通り実行できるのか疑問
が残る。
　環境省は、毎回、各省庁と調整しながら国
家戦略を作り上げてきたが、今回、第２部の
「愛知目標の達成に向けたロードマップ」を
手掛けたことにより、環境省の調整能力の限
界が明らかになった。
　9 月 13 日の審議会答申における議論で委
員から「この国家戦略を実行する為には、内
閣府に実行組織を作らなければ達成できない
のではないか？」と言う発言があった。前例
として考えられるのは、海洋基本法に伴う
体制である。2007 年に海洋基本法が作られ
た。この基本法に基づき策定された海洋基本
計画を集中的かつ総合的に推進するため、総
合海洋政策本部が内閣府に設置されている。
これと同様、内閣府に、環境省がリーダー
シップを持って実行する「生物多様性国家戦
略総合推進本部」を設置し 2020 年までに愛
知目標を順守しないとやがて深刻な現実に向
き合わなければならないだろう。
　自然は、微妙なバランスの上に成り立って
いるが、現在、この自然の摂理が壊れつつあ
る。生物多様性はある程度の損失であれば自
ら回復可能であるが、回復が不可能な程、崩
壊していくティッピングポイント（臨界点）
が近いと言われている。回避できないティッ
ピングポイントに直面することにならないよ
う真剣に現実に向き合って施策を遂行する義
務が議長国にある。
　この答申案の詳細は、環境省ホームペー
ジ：「生物多様性国家戦略 2012 － 2020」
の策定に関する中央環境審議会の答申につい
て（お知らせ）をご参照ください。　
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　９月 14 日、政府はエネルギー・環境会議
において「2030 年代に原発稼働ゼロ」をめ
ざすエネルギー政策「革新的エネルギー環境
戦略」をまとめました。
　悲惨な 3・11 福島原発事故から１年半、
それでも懲りない原子力ムラや経済界の圧力
を受けながら、さながらダッチロール状態か
ら抜けられない民主党政権がようやくたどり
ついた、前途にほのかに光がさす戦略だと思
います。　
　もちろん、これは法律でもなく、国会の決
議を経たものでもありません。次の選挙で第
一党から陥落確実の民主党政権がうった、単
なる選挙のウケ狙いのリップサービスにすぎ
ない可能性があります。自民党が勝てば、単
なる紙切れとして捨て去られる可能性も大き
いでしょう。また、民主党がなんとか持ちこ
たえたとしても、この党は過去にさんざんマ
ニフェスト違反を繰り返してきたわけですか
ら、またしても裏切られる可能性もありま
す。
　そもそも 2030 年ではなく、「2030 年代」
などと最初から腰が引けており、原発ゼロに
向けた過程では原発を重要電源と位置づけて
再稼働するとしていたり、再生可能エネルギ
ーをどうやって増やしていくのかの具体的な
ロードマップがないなど、なんとも情けない
限りです。（この原稿を書いているうちに、
この予感は的中！ 18 日の閣議で、この戦略
は閣議決定にはなりませんでした。新聞や
TV は、「骨抜きの恐れ」と報じています。）

市民の声がこの戦略を書かせた

　それでもこの戦略は、この国の歴史におい
て初めて、国家の目指すべき方向を決めると
きに民衆・市民の声が指針となった画期的な
ものです。1960 年の日米安保条約改定をめ
ぐって 20 万人のデモが国会を囲んだ時でさ
えも、政府は国民の声を聴きませんでした。
この時の総理大臣・岸信介は、「サイレント
マジョリティ、すなわち国会包囲に参加しな
かったより多数の国民がいる」などとうそぶ
きました。
　しかし、今回は違いました。それはなんと
いっても、福島原発からまきちらされた放射
能の除去が誰にもできないこと、福島 200
万県民が日夜それから発せられる放射線を浴
び続けていること、壊れた原子炉の収束方法
をだれも知らないこと、4 号機の使用済み核
燃料プールが壊れたらさらに悲惨な事態が予
想されること、そうしたもろもろの事態が
人々の心に不安と怒りと慙愧の念と変革を願
うエネルギーを供給し続けているためです。
熱しやすくてさめやすい、お人よしではない
がだまされやすくて懲りない国民性を乗り越
えて、粘り強く、また多様で自主的なアクシ
ョンが続けられてきたからです。

市民がイニシアティヴを持つ選挙

　私たちは、どの政党を選ぶのかで選挙を考

私 たちのエネルギー・環境に関する選択

　　　　　　　　　　大沼淳一
（未来につなげる東海ネット・市民放射能測定センター運営委員）
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えてはいけないのではないでしょうか。かと
いって、にわかに脱原発党を結成するわけに
もいきません。
　そこで考えられるのは、すでに各地で提案
されている「落選指名運動」や「脱原発勝手
連運動」です。何党でもかまわない、原発維
持派をリスト化して落選運動を行い、同時
に、脱原発派を勝手に推薦・応援する運動で
す。
　勝手連ではなく、欧米で行われているよう
に、脱原発候補との協定書を交わして応援す
るのが本筋かもしれません。
　本当に国会で過半数を脱原発派が占めるよ
うな状況を作るために、金曜日の夕方行動や
17 万人デモのエネルギーを、選挙にぶつけ
ていくことを大真面目で考えてみたいと思い
ます。

私たちのエネルギー・環境に関する選択

　前書きが長くなってしまいました。ここか
らが本文です。私たちの社会は、福島原発事
故がもたらしたとてつもない負債を背負って
しまいました。
　しかも、その負債をもろに背負っているの
は福島県をはじめとする激甚汚染地の人々で
す。また、収束作業に従事する作業員の方々
や、激甚汚染地に暮らさざるを得ない多くの
人々の被曝はどこまで続くのかわかりませ
ん。
　やがて疫学的に実証できない形の負債のツ
ケがこれらの人々の上に降りかかるものと思
われます。したがって、このことを無視し
て、この国のエネルギー・環境の戦略を立て
るわけにはいきません。
　このことを前提として、エネルギー・環境
シナリオに関するパブコメに筆者が書いた文
章に大幅加筆して論を進めたいと思います。

１）この期に及んで原発維持を唱える人は、
　　まず福島原発の収束作業をするべし
　ジャネット・ランキンという人をご存知で
しょうか？真珠湾攻撃の後、対日戦争論が湧
き立つアメリカ議会下院で、たったひとりで
戦争反対の演説をした人です。
　すさまじいバッシングの嵐にも負けずに、
彼女は一貫して戦争反対を貫きました。その
彼女の語録の中に、「どうしても戦争をする
のだったら、前途ある若者を戦場に送るので
なく、老人から先に戦場に行くべきです。」
というのがあります。
　今度の戦略に対していち早く反対声明をあ
げた経済界や自民党をはじめとする原発維持
派の人々、さらには読売新聞などのマスコミ
は、まずは福島原発の事故収拾作業を行なっ
てからものをいうべきでしょう。　
　原発という技術は、人の命のろうそくを短
くしながら進められる、まさに人倫にもとる
技術であることを思い知ってから議論を始め
るべきなのです。

２）そもそも 3 つの選択肢の設定に問題が
　　ある
　2030 年に 0％では話になりません。即時
全原発の停止、廃炉をするべきです。そのこ
とによって停電などが起きないことは、梅雨
明けの猛暑が始まっても電気が十分に足りて
おり、大飯原発再稼働を強行しなくとも大丈
夫だったことがデータから証明されていま
す。
　よって、3 つの選択肢でなく、即時全機廃
炉の選択肢を加えて 4 つの選択肢にするべ
きだったのです。
　さらに、15％および 25％シナリオは、
2030 年時点で 15％～ 25％を維持するため
に原発の新増設さえ画策されているようにも
想定しうるがゆえに、ゆるやかな脱原発をめ
ざすものとは考えられません。
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３）不確実性の高い巨大科学技術については
　　予防原則を適用するべきである
　今回の福島原発事故は最悪の事故ではなか
ったことを確認する必要があります。最悪の
シナリオとして首都圏 3000 万人の避難が政
府内で考えられていたという確たる情報もあ
ります（例えば、田坂広志「官邸から見た原
発事故の真実（光文社）」）。事故の展開と
してはむしろ幸運だったとさえ考えられま
す。
　すなわち、原発が破滅的な事故を起こせ
ば、被害の規模は想定できないほど大きく、
かつ、収拾方法が準備されていません。こう
した巨大技術については、リスクマネジメン
トではなく、予防原則を適用して技術を封印
するべきなのです。
　リスクマネジメント手法に依拠して原発を
稼働してきたことの誤りについては、破滅的
な事故は 10 億炉年に 1 回しか起きないとし
たラスムッセン報告の失敗から明らかです。
　よって、全ての原発を即時停止し、廃炉に
向けて作業を開始するべきです。（※予防
原則「巨大な被害が生じると予想される場
合、科学的な証明が不十分であることを予防
措置をとらないことの理由にしてはならな
い」は、すでにリオ宣言第 15 原則をはじめ
として、多くの国際条約の根幹に採用されて
います。
　例えば、浜岡原発訴訟 1 審判決で不採用
になった原発震災説が十分な証明を伴わない
仮説であったとしても、予防原則の立場から
すれば原発の運転はやめるべきだったので
す。）
　原発維持派の人々は、依然としてリスクマ
ネジメント論に終始しています。原発を継続
するリスクと、原発を止めて未知の再生可能
エネルギーにかける社会のリスクとを比較衡
量しようとしているのです。
　しかし、原発事故の被害が想定できないほ
ど巨大であるがゆえに、比較衡量などできな

いことを思い知るべきなのです。
　福島事故の後いち早く原発撤退に踏み切っ
たドイツ政府の決断を示唆した「ドイツ倫理
委員会」は、「倫理は経済や技術に優先する」
ときっぱり述べています。
　この決断によって、世界有数の原発産業で
あったシーメンス社は、軸足を原発から風力
発電とガス発電にシフトしたのです。

４）３つの選択肢の全てに反対する経済界は、
　　巨大科学技術の破滅性に無知
　日本列島は世界的に見て最悪の地震多発地
帯です。マグニチュード 7 以上の地震の 10
％が集中していると言われています。そこに
54 基もの原発を稼働してきたことは無謀の
極みです。
　世界中を探しても、このような無謀な賭け
をしてまで原発を動かしてきた地域はありま
せん。東海地震をはじめとする次の巨大地震
が起きたときに、福島事故を超える甚大な被
害が起きれば、この列島はほとんど壊滅する
可能性があります。
　このことを考えるなら、少々の経済の停滞
などは些細なことです。根本的な社会構造、
経済構造の変革をためらってはなりません。
福島事故を天啓として、新しい国の形をめざ
して一眼となって進むべきなのです。まし
て、再生可能エネルギーを基軸とした社会像
が提案されており、その欠点を批判するので
なく実現に向けた知恵を結集するべき時なの
です。

５）政府はこのパブコメの前にやるべきこと
　　を怠っている
　3つの選択肢の前提として、「脱原発依存」
と「クリーンエネルギーへの重点シフト」が
掲げられています。これは菅前首相も現首相
も口にした約束だったのだから当然の前提で
す。しかしながら、このことを一刻も早く実
現するために政府はこれまで何をやってきた



11

のでしょうか。福島事故から 1 年半が経過
したというのに、具体的な前進はほとんどあ
りません。
　発送電分離やスマートグリッド開発、周波
数変換所の大幅増設などがほとんど進んでい
ないばかりか、いまだに巨額の原子力関連予
算が使われています。
　1 ワットも発電していない高速増殖炉「も
んじゅ」に毎日 5000 余万円が費やされてい
ます。しかも、「もんじゅ」は戦略の中でも
廃炉にはならず、研究の継続が認められてし
まいました。　
　戦略の公表後に、枝野経産相は、あろうこ
とか建設途中の原発の工事再開を示唆さえし
ました。これらの税金を全額再生可能エネル
ギー開発に振り替えれば、あっという間に再
生可能エネルギーへのシフトに弾みがつくは
ずです。
　また、再生可能エネルギーの固定枠全量買
い取り制度は始まりましたが、電力会社側が
十分に対応できていない現実があります。そ
れも、電力会社間の融通ネットワーク、送電
線網の拡充と周波数変換所増設があれば状況
が緩和されるはずです。パブコメの結果とは
無関係に、一刻も早く上記の施策に全力を傾
注するべきだったのです。

６）省エネ目標が低すぎる
「ファクター 10」（ドイツ・ヴッパーター
ル研究所）という本が 1991 年に出版されて
います。省エネルギーこそ最大のエネルギー
資源であるとしてドラスティックな省エネ技
術開発の可能性をうたいあげています。
　世界の物質・資源の流れを 50％に削減す
るために、先進国は現況の 10 分の 1 まで物
質やエネルギーの消費を落とすべきだとの主
張です。それなのに省エネ目標 10％はあま
りにも情けない。それでも技術立国日本だと
いうのでしょうか。
　例えば、国際環境 NGO・グリンピースが

提案しているシナリオでは、省エネは 2030
年で約 20％とされています。
　日本企業の省エネは究極に達していて、ま
さに乾いた雑巾のようだなどと産業界は言い
ますが、これに対しても、実はジャブジャブ
の濡れ雑巾だという飯田哲也氏の反論があり
ます。

７）経済成長率 2％を想定するべきではない
　全世界のエコロジカルフットプリント（生
態系負荷）は、現段階ですでに 1 を超えて
います。

　全世界がアメリカ並みなら 5.4、日本並み
なら 2.5 という数字が示されています。もう
これ以上経済成長することは地球にとっての
自殺行為なのです。　
　全ての先進国は、成長しないが安定した豊
かな社会をめざすべきなのです。まして、福
島事故を起こして全世界に放射能をばらまい
たこの国は、率先して新しい社会へと船出し
なければならないはずです。
　その前提のない、プラスの成長率を前提に
したシナリオはいずれも間違っていると言わ
なければなりません。
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　和白干潟を守る活動は今年で 24 年目で
す。2003 年に和白干潟は国指定鳥獣保護区
になりました。2004 年にはラムサール条約
登録の候補地に選ばれています。来年は国指
定鳥獣保護区設定から 10 年になり、設定の
見直しがあります。

 
登録湿地を目指して

　今年は環境省福岡事務所の方が和白干潟で
清掃活動を企画されたり、九州事務所の方が
クリーン作戦に参加されたりしました。環境
省の方々が和白干潟に関心を寄せてくださっ
ているようで、ラムサール条約登録湿地の可
能性が感じられます。
　今年は 7 月にルーマニアでラムサール条
約第 11 回締約国会議が開かれて、日本の 9
か所が新規登録され、九州の干潟では初めて
熊本県「荒尾干潟」がラムサール条約に登録
されました。大変嬉しいことでした。「荒尾
干潟」は 2010 年に潜在候補地となり、荒尾
市長の理解もあってわずか 2 年でラムサー

ル条約登録地となりました。和白干潟も長い
間候補地のままですので、今年は気を入れて
登録を働きかけようと思っています。
　まず 8 月 7 日には福岡市長に「和白干潟
のラムサール条約登録についての要望書」を
提出して申し入れをしました。

①国（環境省）に和白干潟の国指定鳥獣保護
区「特別保護地区」指定を求めること
②国（環境省）に地元自治体として和白干潟
のラムサール条約登録地指定を求めること
③ラムサール条約について行政の内部で理解
を深め、福岡市役所に登録に向け推進する部
署を設けること
④市民にラムサール条約についての正しい理
解を促す機会を設けること
⑤干潟周辺の地権者への理解を深める機会を
設けること
⑥市民と行政の意見交換の機会を設けること
⑦和白干潟がラムサール条約登録候補地にな
った 2004 年から今日まで、福岡市が登録に
向けて実施した具体的な取り組みを明らかに
すること
⑧生態系保護の観点から、和白海域における
業者によるアサリ採取を禁止すること

　記者会見も開き、新聞 3 社が記事にしま
した。和白干潟を守る会のホームページにも
要望書や提出報告を掲載していますのでご覧
ください。
　次は 11 月 25 日の「第 24 回和白干潟ま
つり」で「ラムサール宣言」を出すと同時に、
「和白干潟のラムサール条約登録を求める署

和 白干潟のラムサール条約登録を目指して

山本 廣子　（和白干潟を守る会代表）

「日本の里百選」に選ばれた和白干潟

子どもたちと和白干潟まつり
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名」を始める予定です。署名活動のためのユ
ニフォームを作り、楽しく集めたいと願って
います。
　全国の湿地保全活動グループの皆さまにも
協力をお願いしようと思っていますので、ど
うぞよろしくお願いします。
　和白干潟は次回 3 年後のウルグアイでの
ラムサール条約第 12 回締約国会議での登録
を目指してがんばります。
　和白干潟は 1988 年に全面埋め立てを免れ
ましたが、和白干潟の沖合を 401ha も埋め
立てられてしまいました。和白干潟をふさぐ
ような位置に作られた人工島は、和白海域の
海水の流れを停滞させて海水の交換が悪くな
っています。

 
クリーン作戦で環境改善へ

　水質悪化のためにアオサの大量発生や底質
のヘドロ化を招き、底生動物の減少や渡り鳥
の減少が起こっています。
　環境改善のためにクリーン作戦をしたり、
アオサ回収を働きかけたりしてきましたが、
なかなか渡り鳥の復活は見られません。

　ラムサール条約登録湿地になって、環境省
や福岡市といっしょに和白干潟の環境回復を
目指したいと願っています。
　和白干潟は 2009 年には朝日新聞社などか
ら「にほんの里 100 選」に選ばれました。
自然海岸のある干潟として、ミヤコドリやク
ロツラヘラサギが渡来する干潟として、和白
干潟をラムサール条約登録湿地にしたいと願
っています。
　力を合わせてがんばりますので、皆さまも
応援をよろしくお願いします。
　来年 2013 年の JAWAN 総会とシンポジウ
ムは和白干潟で開催する予定です。JAWAN
会員の皆さま、ぜひ和白干潟へおいでくださ
いね！

「日本の里百選」に選ばれた和白干潟

絶滅が危惧される
クロツラヘラサギ

クリーン作戦で環境改善へ
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　私たちが求めてきた三番瀬のラムサール
条約登録湿地への願いは、残念ながら本年 7
月の COP 11（第 11 回締約国会議ルーマニ
ア）ではかないませんでした。
　しかし、めげてはいられない。次回の
COP12（2015 ウルグアイ）での登録を目指
して、〈今後の三番瀬保全の方向〉について
検討を始めています。それが私たちの考え方
です。

三番瀬

　東京湾奥部に残る貴重な干潟・浅瀬である
三番瀬（約 1,800ha）は、古くから豊かな海
として知られ、徳川家の《御菜浦》でした。
　しかし湾岸干潟の大部分が埋立てられまし
たが、この三番瀬は、時代の変化の中で埋立
計画が中止になり、かろうじて残った海域で
す。
　三番瀬は、全国有数の野鳥の渡来地であ
り、また底生動物が多く、自然浄化機能が高
いところです。特に西側の猫実川河口域は底
質に泥分が高く、生物の多様性がとても豊か
で特異な生態系を形成しており、重要です。
約 5000 ㎡もの大きな天然のカキ礁もありま
す。2003 年以来、「三番瀬市民調査の会」
は、ここに住む多くの生き物の実相を明らか
にしています。
　それにもかかわらず埋立ての危機が続いて
います。第二東京湾岸道路やその関連での人
工ビーチ化や砂浜化の計画があるのです。
　この三番瀬全域は多様な環境と生物、漁業

などの人間活動が微妙なバランスの中に成立
しています。その生態系を保ちながら保全す
ることが私たちの今後の任務です。

東日本大震災と放射能

　昨年の東日本大震災以後、三番瀬海域全体
の平均水深が 27cm 深くなったといわれま
す。しかしこの地形変化の意味について、船
橋市漁協の大野一敏さんは、海の地形や干潟
は常に変化しているのだから、「大げさに考
えなくてもいいのではないか」としていま
す。
　一方、福島原発事故による放射能汚染につ
いて、東京湾へ流入する河川や湾内の状況が
明らかになってきました。特に手賀沼に流入
する大堀川や大津川では基準値を超える数値
があり、また三番瀬周辺の海老川（船橋市）
や江戸川に流入する小河川でも比較的高い数
値が見られます。
　汚染のメカニズムはまだ不明のところがあ
り、また土砂は移動することもあるので、監
視を続ける必要があります。
　特に江戸川の場合、台風時などには行徳可
動堰が開放され、大量の淡水と砂泥が放出さ
れることがあるので、過去の事例から見て
も、河川の放射能汚染は慎重に考慮されなけ
ればなりません。これに対して私たちは具体
的な対応策を求める団体署名運動を行いまし
た。

「千 葉の干潟を守る会」の今
～谷津干潟から三番瀬へ～

近藤　弘　（千葉の干潟を守る会代表）
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「千葉の干潟を守る会」の 40 年

　　
｢ 千葉の干潟を守る会 ｣ が結成されたのは
1971（昭和 46）年。公害の多発や自然破壊
が進む中で、市民が公害に立ち向かい始めた
時代でした。1967（昭和 42）年以来、公害
対策基本法、大気汚染防止法、騒音規制法の
制定、70 年の「公害国会」へとつながりま
す。環境庁の発足は「守る会」誕生の 3 ヵ
月後の 6 月です。

　以来 40 年。｢ 私たちの東京湾 ｣ を合言葉
として干潟や海辺の自然や生きものを守るた
めに、様々な運動を展開してきました。通称
《大蔵省水面》を「谷津干潟」と命名し、そ
こで始めた自然観察会は今も続きます。「谷
津干潟」は今や公式の名称になりました。
《寄り目のハゲ坊主》は、私たちの行動のシ
ンボルでした。

｢ 谷津干潟 ｣ は、1988（昭和 63）年、国設
鳥獣特別保護区に指定され、1993（平成 5）
年には、ラムサール条約登録湿地になりまし

た。
｢ 地域の熱心な活動によって守られた干潟で
自然保護のシンボルとして地域の誇りである
とともに、かけがえのない財産である ｣（｢
谷津干潟の保全事業報告会 ｣ 資料）という記
述の中に「守る会」の活動の意義を深く理解
できるのです。
　環境省の 2011 年度保全事業報告会では、
①シギチドリの減少と貝類の増加②アオサの
繁茂と東南部で腐敗臭の発生③西側部分が干
出せず、窪地化、また全体の砂質化など、が
指摘されました。こうした現状に対し、①科
学的なデータに基づく順応的な対応②砂質化
に対する底質改良実証試験を進める、等の説
明がありました。
　私たちは、「ラムサール湿地への登録が目
的」なのではなく、谷津干潟が、鳥や魚、そ
の他の多くの生きものが生息する場所として
十分な機能を備えた「干潟」の環境維持が課
題と考えます。その意味では、谷津干潟の現
状には不安があります。
　これまでの会の活動は、前代表、大浜清さ
んの干潟や自然に関する広く、深い知識や経
験、それらに裏打ちされた考え方や行動力に
よって支えられてきました。
　今年から私が代表を引受けることになりま
した。実は、私は東京湾岸道路反対運動の中
で「守る会」と関わるようになりました。自
然に関わる知識や経験では、大浜さんには到
底及びません。その私にできることは、今も
活動を共にしている皆さんの力を一つにまと
め、次の課題に立ち向かうこと、と理解して
います。 
　三番瀬は、ラムサール登録をはじめとし
て、その環境の維持、保全等に関わる課題は
まだ数多く残っています。
「『守る会』をここで閉じてはならない」と
いう共通の自覚に立って、皆さんと共に取り
組んで行きたいと考えています。

干潟・浅瀬の広がる三番瀬

 活動のシンボル

「寄り目のハゲ坊主」
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　2012 年 8 月 4 日、土曜日、敦賀市主催の
「中池見湿地ラムサール条約湿地登録記念式
典」があり、河瀬一治市長からの招待状を受
けて、伊藤事務局長とともに参加しました。
　中池見湿地は約 87ha、三つの山に囲まれ
た低層湿原（山すそと水田など約 25ha の湿
地）で、「袋状埋積谷」という独特の地形で
す。湿原中央部には地下約 40m におよぶ泥
炭層が堆積しており、この泥炭から過去 10
万年の気候変動、植生変化を分析することが
できるそうです。
　中池見の水環境は多様で、複雑な地形であ
ることから豊かな生態系を形成しています。
トンボ類はキイロサナエなど 70 種類以上が
確認されており、植物も多様で絶滅危惧種の
ミズニラ、デンジソウ、オオアカウキクサな
ども生育しています。
　このような貴重な環境である中池見湿地も
すんなりと保全されてきたわけではないので
す。市民のたいへんな努力がありました。大
阪ガスの LNG 基地計画が進められ、深刻な
危機に直面しましたが、地元の自然保護団
体・ウェットランド中池見などの粘り強い活
動により大阪ガスは基地計画を断念し、中池
見湿地は敦賀市に寄贈されました。
　20 年以上に亘る活動はたいへんなご苦労
がありましたが、それが実り、ラムサール条
約湿地に登録され、心から「おめでとう」を
言います。
　記念講演は「生物多様性パッチワーク、中
池見湿地」で、河野昭一京都大学名誉教授
『中池見湿地の自然－その限りない魅力の秘

密を探る－』、角野康郎神戸大学院教授  『ラ
ムサール条約と中池見湿地』、坂巻幸雄日本
科学者会議災害問題研究委員会委員『地質学
から見た中池見湿地の生い立ちと特徴』で、
いかに中池見湿地が特異な地形で生物多様性
に富み、貴重で魅力的なところかを感じまし
た。
　講師たちのパネルディスカッションもあ
り、外来種の駆除や、観察者増による影響な
どの問題が提起されました。私は熱心な討議
に、それぞれの専門家である講師たちや、市
民団体との連携により中池見湿地は護られ、
この日を迎えられたのだと実感しました。
　心配なのは数百メートル東の山に北陸新幹
線のトンネルの建設計画が浮上したことで
す。トンネル掘削が地下水にどんな悪影響を
もたらすかわかりません。ルートが変更にな
ることを願っています。
　中池見湿地はラムサール条約湿地に登録さ
れましたが、ゴールしたのではありません。
新たな保全へのスタート台に立ったのです。
これからも長い道のりを、全国の仲間と一緒
に苦難に負けないで立ち向かって行きましょ
う。

「中 池見湿地ラムサール条約湿地登録
　　　　　記念式典」に参加して

山内美登利　（日本湿地ネットワーク副代表）

登録記念式典（河瀬市長挨拶）
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登録記念式典（河瀬市長挨拶）

ラムサール登録へのみち

　中池見がラムサール条約への登録を目指し
たのは 1991 年だった。
　この前年秋に敦賀の民間廃棄物最終処分場
増設問題から環境団体「ナチュラリスト敦賀
　緑と水の会」が発足。現 NPO で活動して
いる地元敦賀のメインメンバーの多くは、こ
の会発足時のメンバーでもある。会の活動と
して、ゴミ問題以外に市内で抱えている諸課
題も視野に活動を展開することとし、その一
つに中池見を候補地とした敦賀市の工業団地
計画があった。　　
　当時「樫曲地区工業団地」としか地名表記
がなく、具体的な場所が分からない状況だっ
た。まず、それはどこだということから始ま
り、現地に足を運び、情報収集を行った結
果、「中池見」という地名であることがわか
った。また新田開発など歴史的な背景も知る
こととなり、豊かな自然環境と共に希少な場
所であることが明らかになってきた。
　市街地に近く自然豊かな中池見を広く知ら
せるために自然観察会を開くことになった。
この時、検討されたのが地名表記だった。単
に「中池見」と地名そのままを出してもわか
らないだろう、何かわかりやすい表記がない
かと種々提案された。「樫曲湿地・中池見」
「中池見田んぼ」など、まだ一部耕作が行わ
れている場所を表すに最適な言葉を模索し
た。その中で湿地保護の国際条約、ラムサー
ル条約に着目。湿地の定義の中に田んぼも含
まれていることから、ラムサール条約の定義

から「中池見湿地」と表記を統一し、さらに
は、ラムサール条約への登録を目指そうとな
り、自然観察会と共に調査研究が始まった。
地元の人から「田んぼをしているのに湿地と
は何事だ」とクレームをつけられたことも
多々あったが、国際条約に基づいての表記だ
と啓発に努めてきた。20 年にわたり使い続
けてきたこところ、広く認知されるに至り、
このたびの登録にあたっても「Nakaikemi 
shicchi」で登録された。

ルーマニアでのラムサール条約 COP11
に参加

　本年 7 月 3 日に日本からの新規登録地９
カ所が条約事務局に報告され、長年目指して
きたラムサール条約への登録が実現した。そ
れ以前、5 月 10 日に開かれた環境省の中央

ラ ムサール条約湿地「中池見湿地」
～ 念願の登録実現と今後の問題点～

笹木智惠子　（NPO 法人ウエットランド中池見理事長）

COP11 会場、ブカレスト国会宮殿
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環境審議会野生生物部会に新規登録予定地が
報告され、中池見湿地もその中に入っていた
ことから、私たちはルーマニアへの渡航の準
備を始めた。
　 ラ ム サ ー ル 条 約 第 11 回 締 約 国 会 議
(COP11) は、７月６日からルーマニアの首
都、ブカレストで開かれた。そのサイドイベ
ントとして日本政府が行う登録湿地認定書授
与式に参加のためオランダ、アムステルダム
経由で出掛けた。登録証は地元自治体に授与
されるので、敦賀市から河瀬一治市長ほか２
名の市職員が出席した。
　私たちも市民として７人、日本湿地ネット
ワークから伊藤事務局長が同行した。また、
地元メディアとして福井新聞社の記者１名が
同行取材。総勢 12 名でブカレスト入りし、
中池見湿地のラムサール条約へ登録の喜びを
アピールした。
　ブカレストへ日本からの直行便がないた
め、乗り継ぎ地のアムステルダムで１泊。午
後の到着だったので、市が手配してくれたバ
スで市内見学ができた。日本人の現地ガイド
が通常の観光地めぐりとひと味違ったコース
を設定してくれていたので、短い時間だった
が、海面より低い土地での市街地作りの様子
や工夫、市民生活などを身近に見られた有意
義な街まわりだった。

COP11 と登録証授与式

　登録証授与式はサイドイベントとして行わ
れる。日本は７日に環境省自然環境局野生生
物課が主催、ベトナム、タイ、ミャンマーの
関係部局、バードライフ・インターナショナ
ル・アジアディビジョンの後援で開かれた。
　 会 議 場「 ブ カ レ ス ト 国 会 宮 殿 」 内 の
ROOM4 で「新規ラムサール条約湿地認定証
授与式及び湿地生態系と共に暮らす日本、そ
して東南アジアの国々からのメッセージ」と
して、本会議の合間の昼食時に開かれた。野
生生物課長の開会挨拶にはじまり、ラムサー
ル条約事務局のアナダ・ティエガ事務局長か
らの挨拶ののち、同事務局長から登録証が順
次、関係自治体の長へ手渡された。
　そして新規登録地からのメッセージなどが
あり、約１時間半で終了した。すべて英語で
のセレモニーだったので、私たちには詳細ま
ではわからなかったが、熱気に包まれ、喜び
に溢れた会場の雰囲気を体感、ようやく登録
の実感を得たひとときだった。
　私たちは、６日夕方の開会式から出席、同
夜に開かれた歓迎レセプションにも参加し、
合間をぬって、ブカレスト市内見学にも出掛
けた。チャウシェスク政権時代に多くの歴史
的建造物が取り壊され、新しい町づくりがな
されたと聞いているが、かつて「バルカンの
小パリ」と称されていた頃の雰囲気は、街の
至る所に見ることができた。もっとゆっくり
と時間をとって散策したい街でもあった。

登録実現はしたものの

　オランダ１泊、ルーマニア２泊のみのとん
ぼ返りの授与式参加だったが、思い出深いも
のとなった。しかし帰国後、その余韻も覚め
やらぬうちに北陸新幹線問題が浮上してき敦賀からの参加者（会場正面玄関）
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た。　
　中池見湿地のラムサール条約登録への手続
きが行われていた最中、6 月 29 日に国交省
は北陸新幹線計画の金沢－敦賀間の着工を認
可していたのだ。
 　それも中池見湿地の重要な集水域として
ラムサール条約へ登録のエリアの東側、深山
を縦断するルートを公表したのだ。それも環
境アセスの時の計画ルートから約 100 メー
トルも湿地側へ変更していた。また、鉄道建
設・運輸施設整備支援機構のコメントは「環
境影響の少ないトンネルで湿地本体は通過し
ないが、貴重な自然が残る場所であり調査を
行う」としたうえで、「認可されたルートが
最善と考えており、調査の結果にかかわら
ず、変更は行わない」という強硬なものだっ
た。

　この情報が表に出たのが７月 14 日、８月
19 日には起工式という猛スピードぶりで、
福井－敦賀間はまだまだ先の話と考えていた
だけに仰天した。当然、福井県も敦賀市も事
前に情報は得ていたはずなのに、知らんぷり
してのラムサール登録。縦割り行政だからで
は済まされない今回の不手際と言える。
　９日に帰国し、一息ついているところへル
ーマニアからメールが入ってきた。登録を済

ませたばかりの中池見湿地に新幹線建設の報
が向こうにも届いていたのだ。すぐに詳細を
知らせて欲しい。ラムサール登録エリアのど
こを通るのか地図の中にルート書き込んだも
のを至急との連絡だった。　
　モントルーレコード（決議 V.4 生態学的特
徴がすでに変化しており、変化しつつあり又
は変化するおそれがあるラムサール登録湿地
の記録）への報告事案と捉えられての情報請
求と感じ、とり急ぎ第一報として報道記事と
ルート地図を PDF にして送付した。
　深山は湿地をとりまく 3 つの山のうち、
一番大きく、供給水量の多い山だけにその影
響は計り知れない。工事に伴う水脈切断や水
質汚染など水環境の微妙な変化が世界的に希
少な泥炭層破壊につながるのではないかと危
惧している。
　目に見えない所での変化が一番恐ろしいこ
とで、ラムサール登録地、中池見湿地の死活
につながる深刻な問題である。
　またトンネル北側入口となる後谷と呼んで
いる細長い棚田状の谷も消滅の恐れがあり、
湿地本体と異なる生態系と景観を持つこの谷
がなくなれば、中池見の価値は半減すること
となる。
　政財界、地元自治体が強引に進めようとし
ている計画（湿地東側）だけに国道バイバス
改修工事計画（湿地西側）と同様、NGO と
して情報収集に努め、注視していかねばなら
ない深刻な問題である。認可された新幹線ルート（福井新聞より）

トンネル北側予定地（中池見後谷）
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■「浸透性農薬に関するフォーラム」の聴講  
     の感想（事務局伊藤）
　９月２日（日）に開かれた「浸透性農薬に関す

る IUCN 東京フォーラム」を聴講しました。以前

に、ミツバチの大量死が報道され、またスズメの

著しい減少が話題になりましたが、原因は、どう

もタバコのニコチンの性質に似た農薬「浸透性ネ

オニコチノイド系農薬」の影響であることが濃厚

のようです。

「浸透性」であるネオニコチノイド農薬は水溶性

であることから、根から（葉や茎からだけでな

く）殺虫成分を吸収し、葉や花粉、花蜜を食する

多くの昆虫類を消滅させていることを実験や観察

で指摘しています。当然、食物連鎖によりスズメ

はもとより野鳥全体の脅威を与えていることにも

なります。また、多くの野菜類に使用されてい

て、土壌への残留性が高いこと、人間への影響、

特に子どもへ脳の影響が心配されています。自然

や湿地、生態系に関係する問題と感じました。

講演資料から一部をご紹介

演題「浸透性農薬に関する統合評価」

ヨハン・P・ヴァンデル・スラウジュ博士

（ユトレヒト大学持続可能な発展に関するコペル

ニクス研究所）

　1990 年初めに、市場投入された以来、ネオニ

コチノイド系農薬（以下、ネオニコチノイド）は

たちまち、もっとも広く用いられ、需要が最も

急拡大する農薬となった。その世界市場におけ

るシェアは 15 億ユーロ（全世界の農薬市場の約

25％）に達する。主な使用形態は種子施用（年

間 7 億 6500 万ユーロ）で世界的な大規模利用は

2004 年頃始まった。今日、ネオニコチノイドは

120 か国以上で登録され、何百種類という作物の

栽培に用いられている。最も広くイミダクロプリ

ド。他にクロチアニジン、チアメトキサム、チア

クロプリド、アセタミプリドがある。これらネオ
編集協力：東銀座出版社

編集後記

　7 月のルーマニア会議に参加しました。敦賀市

の方たちに同行して、本会議を傍聴し、近くの市

場で買い物もして市民の暮らしに少し触れること

ができました。街中で 8 才の男の子に「ぼくは日

本語を勉強しています」と話しかけられた時はび

っくりしました。このＧ君がいつの日か日本にき

たら歓迎しようと思います。残念だったのは、日

程の関係でドナウ・デルタに行けなかったことで

す。次号の通信発行は、来年 2 月下旬の見込みで

す。（昌＆恵）

ニコチノイドは、非常に幅広い植物防護製品の主

要成分となっている。ネオニコチノイドの「浸透

性」とは、根を通して植物の樹液に侵入し、成長

の全過程にわたって、その植物全体に昆虫類への

毒性を持たせることを指す。昆虫たちは、そうし

た植物を摂食し、花粉、溢液、結露、蜜を集める

ことによって、農薬と接触ないし農薬の吸収、あ

るいはその両方を行なう。媒介となるのは、ネオ

ニコチノイドに施用された作物、ネオニコチノイ

ドに汚染された野生植物、汚染された表層類、汚

染された土壌、もしくは水分である。（以下割愛）

■ 2012 年度会費継続のお願い
　いつも日本湿地ネットワークの運営にご協力あ

りがとうございます。みなさんの会費が湿地・干

潟の保全活動の力となっています。2012 年度会

費 (1 ～ 12 月 ) の納入をお済みでない方は忘れず

に納入お願い申し上げます。

　●個人会費：3,000 円／団体会費 5,000 円

　●振込み先郵便振替口座：00170-8-190060

　●加入者名：日本湿地ネットワーク
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