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国指定鳥獣保護区の指定に係る公聴会で
意見発表

　今年 4 月には JAWAN 総会と講演会を和白
で開催していただき、感謝いたします。
　全国の湿地がともに保全されるように活動
グループが交流できることは、大変励みにな
ります。皆さんに和白干潟を見ていただき、
思いを伝えることができました。これからも
力を合わせて保全活動をがんばりましょう !!
　和白干潟は 2003 年に「国指定和白干潟鳥
獣保護区」になりました。その後 10 年が経
過して、今年は継続の手続きが行われていま
す。環境省は「国指定和白干潟・多々良川河
口鳥獣保護区特別保護地区」の提案を福岡
県、福岡市や和白の農業生産者などに地元懇
談会で提案しました。
　しかし、国指定和白干潟鳥獣保護区「普通
地区」は良いが「特別保護地区」では開発規

制がかかるので反対との意見があり、普通地
区の延長手続きをすることになったそうで
す。今回は多々良川河口が追加提案されてい
ます。
　7 月には「国指定和白干潟・多々良川河口
鳥獣保護区」指定のための地元縦覧があり、
意見募集がありました。和白干潟を守る会か
らは 8 名が意見書を出しました。
　8 月から 9 月にはパブリックコメントが
あり、全国からの意見募集がありました。
JAWAN メールでもお知らせいただき、意見
を出していただきました。
　9 月 4 日には環境省福岡事務所で公聴会が
開かれ、福岡県知事代理、福岡市長代理、福
岡市漁協組合長、東部農協組合長（欠席）、
福岡県猟友会、日本野鳥の会福岡支部長、和
白干潟を守る会代表の 7 名が意見を述べま
した。保護区指定に反対の意見はありません
でしたが、福岡市長は博多港港湾計画などの
整備に支障とならないことを求めました。
　私は公述人に選定され、以下のような意見
を述べました。
「国指定和白干潟・多々良川河口鳥獣保護区
を指定することについての賛否」については
賛成し、「その他重要事項」では、以下を要
望しました。

①将来的に早い時期に「特別保護地区」にし
て、ラムサール条約に登録してほしい。
②和白干潟の重要性を市民に周知するため
に、保護区の看板をしっかりしたものに立て
替えてほしい。
③自然保護団体や一般市民が参加できる地元

「国指定和白干潟・多々良川河口鳥獣保護区
指定に係る公聴会」へ参加

山本廣子　（和白干潟を守る会代表）

公聴会で意見発表（9 月 4 日）
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懇談会を開催してほしい。

　私の意見に対しては、司会が以下のよう
に答弁しました。

「特別保護地区については、国際的に重要な
ので今後の課題。地区住民の理解を求める。
看板の内の「案内板」は市港湾局の案内板が
あるので省いた。予算問題もある。地元懇談
会は、周辺農地の食害に関して設置されてお
り、別には設ける予定は無い。意見があれば
個別、他団体と一緒に来てくれれば相談に応
じる。市民の意見はパブリックコメントで出
してほしい」。

　和白干潟を守る会は特別保護地区に指定し
てほしいのが一番の要望ですが、現実は厳し
く課題として先送りされました。それには、
特別保護地区に指定されると、更なる開発や
公共事業を規制されることに危惧を抱く福岡
市の意向が強く反映されていることがよくわ
かりました。
　また、保護地区に農地は存在しないにもか
かわらず、周辺農地の鳥（カラスやヒヨド
リ）による食害が地元懇談会で報告され、地
元の理解が得られていないという判断です
が、農協が公聴会に欠席では質問もできませ
んでした。懇談会を市民参加で、オープンな
議論の場に改めようという守る会の提案が取
り上げられないことは非常に残念です。国の
手続きはなかなか民主的にはなりませんね。
今後は、10 月には国の審議会で審議され、
11 月 1 日付で官報告示として発表されるそ
うです。国指定鳥獣保護区の存続期間は 10
年間です。

和白干潟のラムサール条約登録へ向けて
　和白干潟は 2004 年には環境省の「ラムサ
ール条約登録湿地の候補地」に選ばれていま
す。もう 10 年になりますが、なかなか指定

は厳しいです。しかしあきらめずに取り組ん
で行きます。
　昨年 11 月に始めた「和白干潟のラムサー
ル条約登録を求める署名」は毎月 1 回、街
頭署名活動をしてきました。現在約 7000 名
の署名が集まっています。今後も続けて、今
年 12 月に第１次集約、来年 2014 年 12 月
に第 2 次集約をします。今後ともご協力を
よろしくお願いします。
　11 月 17 日に予定している「第 25 回和白
干潟まつり」でも、キャッチフレーズ「ラム
サール条約登録をめざして」を掲げていま
す。会場では署名も集めます。1 年に 1 回地
元の人たちといっしょに和白干潟の自然観察
会を楽しみます。コーラスやマジックショー
や写真展などもあります。

　最近の企画観察会としては、8 月に「和白
干潟の湧水観察会」をしました。自然海岸が
残っており、沿岸の開発が少ないことで、和
白干潟にはたくさんの湧水があり、海水を浄
化していることを実感しました。私たちにと
っては新たな素晴らしさの発見でした。
　今後も和白干潟のクリーン作戦や自然観察
会を継続して、保全活動を進めていきます。
そして、和白干潟のラムサール条約登録を目
指します。全国の湿地保全活動の皆様もとも
に頑張りましょう。

子どもたちと自然観察会
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種の保存法の成立
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存
に関する法律」（種の保存法）は、国内の絶
滅に瀕する野生動植物種の保護と、国内に流
通しているワシントン条約で定められた国際
希少種の取引規制という二つの役割を期待さ
れて 1993 年に制定されました。
　1992 年にブラジルで開催された国連環境
開発会議での「生物多様性条約」採択という
国内外の状況にあわせて作られたのです。

20 年間行われなかった改正
　せっかくできた法律も、他省庁との関係の
中で環境大臣の権限が確立されていないなど
問題も多く、レッドデータという科学的な根
拠を持ってしても種の指定はなかなか進みま
せんでした。2003 年には国際希少種の登録
機関の認定について一部改正が行われました
が、種の指定を促進し、絶滅を回避するため
の抜本的な改正は専門家や NGO の要望にも
関わらず見送らました。その間も危機的な状
況は継続し、昨年公表された第４次レッドリ
ストには 3,597 種が登録されましたが、そ
の中で同法対象となっているのは 90 種。哺
乳類に至ってはわずか５種にすぎません。

愛知目標と種の保存法
　ご存知のように 2010 年、愛知県名古屋
市で生物多様性条約の第 10 回会議が開催さ
れ、生物多様性の減少を防ぐための新しい目
標が決議されました。
　目標 12 は、「2020 年までに、既知の絶
滅危惧種の絶滅及び減少が防止され、また 

特に減少している種に対する保全状況の維持
や改善が達成される」です。ホスト国として
決議を進めた日本には、目標達成の責務があ
るといえるでしょう。
　2011 年には我が国の絶滅のおそれのある
野生生物の保全と、希少野生生物の国内流通
管理に関する２つの点検会議が行われ、種の
保存法の抜本改正に向けた地ならしが始まっ
たかのように見えました。
　しかし、今年（2013 年）の国会審議に向
けての環境省提示の改正案は、国際希少種の
流通に関しての罰則強化とインターネット等
による広告の規制という一部改正に留まりま
した。
　改正案の内容を知った NGO は、与野党議
員に今回改正の不十分さを説明し、抜本改正
の必要性を説いてまわりました。種の保存法
に取り組んできた第２弁護士会から意見書が
出され、日本生態学会や日本哺乳類学会、日
本植物分類学会など学会からも声が上がり始
めると、最初は関心のなかったメディアも取
り上げ始め、環境系の議員たちも関心を寄
せ、事態は進展し始めました。

種 の保存法と海の生き物たち

　　　　　　　　　　倉澤七生（イルカ＆クジラ・アクション・ネットワーク）

シャチ　体長：８～９ｍ　体重：４～８ｔ
評価：IUCN-LR ／水産庁－希少／日本哺乳類学会－希少
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レッドリストと覚書
　海に関しては、実はそれ以前の問題があり
ます。海生哺乳類を含め、海の生物のほとん
どが環境省のレッドリストに掲載されてこ
なかったのです。2001 年３月の国会におい
て、岩佐恵美議員が当時の農水大臣谷津義男
氏に絶滅の危機にあるジュンの保護策を求
め、それに対して大臣は「覚書きから外すこ
ともよいと考えている」と答弁しました。
　この覚書というのは、種の保存法ができる
時、環境庁（当時）と水産庁によって結ばれ
た「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保
存に関する法律案に関する覚書」のことで
す。これにより「漁業対象の水産動植物（混
獲される水産動植物を含む）」と「その他の
漁業対象の水産動植物が生息し、生育してい
く上で重要な水産動植物（餌料水産動植物、
藻場を構成する水産動植物等）」は種の保存
法から除外されました。ちなみに、この国会
答弁により、ジュゴンはレッドリストには記
載されたのですが、それから 10 年経った今
も、種の保存法には加えられていません。

海生生物のレッドリスト評価が始まった
　 さ す が に 環 境 省 も 問 題 を 感 じ た か、
COP10 の会期中に開催された「名古屋・海
の日」の最終日に海洋保護区の設置推進とと
もに海生生物のレッドリスト作りを宣言しま
した。そして昨年やっと、希少性を評価する
検討委員会が非公開で行われました。
　それによると、希少性の検討をするための
魚類やサンゴ礁、藻場など６つの分科会を立
ち上げ、３年後を目処に完成させる予定のよ
うです。
　しかし、本来であればきちんと評価する必
要がある大型のマグロなどの魚種とともに大
型鯨類はすでに国際的に評価ができているか
ら新たな評価は行わないとされ、また小型鯨
類については、水産庁が評価を行うとして、
海生哺乳類の分科会はできませんでした。

　資源評価は絶滅の希少性評価と同一ではあ
りません。また、産業推進の立場の水産庁が
自ら行う評価は客観性を疑われるものです。
さらに、資源として有用ではない種に関する
調査と評価はどうでしょうか？　知る限りで
は、水産庁の本年度予算にイルカ類の生態調
査は入っていません。資源対象外の種はレッ
ドデータにある情報不足種（DD）評価です
まされるのではないか、と指摘する人もいま
す。

国会の結果は
　国会議論の結果、抜本的な解決にはいたら
なかったものの、同法は３年後に見直しが行
われることになりました。また、生物多様
性国家戦略に書かれていた数値目標の 25 種
が大幅に引き上げられ、2020 年までに 300
種、2050 年までにさらに 300 種の指定が
目標とされました。
　海生生物に関しては、国会で正式に覚書は
無効とされ、「保全戦略は海洋生物も含めて
策定すること」「海洋生態系の要となる海棲
哺乳類を含めた海洋生物については、科学的
見地に立ってその希少性評価を適切に行うこ
と。また、候補選定の際、現在は種指定の実
績がない海洋生物についても、積極的に選定
の対象とすること」という付帯決議もつけら
れました。
　たくさんの課題が残されていることは事実
ですが、一応の地ならしはできました。後は
こちらの踏ん張りにかかっています。多くの
市民が声を上げ、今回のチャンスを最大限生
かしていく必要がありそうです。

ザトウクジラ　体長：13 ～ 14m　体重：30t
評価：IUCN-VU ／水産庁－危急－日本近海個体群、希
少（その他北太平洋）／日本哺乳類学会－危急
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　三番瀬は東京湾奥部に残る唯一の自然干
潟・浅瀬である。三番瀬埋め立て計画は、反
対運動の高まりにより 2001 年 9 月に白紙
撤回になった。しかし、その後も人工改変の
危機にさらされている。

第二湾岸道路の建設に固執
　白紙撤回された三番瀬埋め立て計画の主な
目的は三番瀬に第二東京湾岸道路を通すこと
だった。この道路は、首都圏自動車専用道
路ネットワーク「3 環状 9 放射」の一翼を担
う重要な道路として位置づけられている。
浦安、船橋、習志野、千葉の埋め立て地に 8
車線の道路用地が確保されているが、三番瀬
で中ぶらりんになっている。埋め立て計画が
白紙撤回になったからである。
　千葉県はその後も第二湾岸道路を三番瀬に
通すことに固執している。具体的には、浦安
寄りに位置する猫実川河口域を「三番瀬再
生」や「干潟的環境形成」の名で人工干潟
（人工砂浜）にすることである。人工干潟造
成工事の際に沈埋方式（ボックスカルバート

方式）で道路を通すというものだ。
　三番瀬のラムサール条約登録が進まない最
大の理由もそこにある。登録湿地になると、
人工干潟造成や道路建設が規制される。だか
ら、県は登録に消極的である。

第二湾岸道路は不要
　第二湾岸道路の構想浮上から半世紀近くた
つ。この間に状況は一変した。東京－千葉間
の臨海部道路の交通量は大幅に減少してい
る。県の人口は、県の予測より７年も早く減
少に転じた。国と自治体の財政も破綻状態に
なっている。第二湾岸道路は不要である。
　猫実川河口域は三番瀬の中でもっとも生物
相豊かな海域である。東京湾漁業にとっても
大切な " いのちのゆりかご " となっている。
そこを人工干潟にし、第二湾岸道路を通せ
ば、東京湾漁業は「ゲームオーバー」（船橋
漁師の大野一敏さん）となってしまう。

猫実川河口域の市民調査
　「三番瀬を守る連絡会」を構成する９つの
自然保護団体は、三番瀬を守り抜くためにさ
まざまな活動を繰り広げている。そのひとつ
は猫実川河口域の市民調査である。調査は
「三番瀬市民調査の会」（伊藤昌尚代表）が
2003 年から続けている。
　この海域は大潮の干潮時に広大な泥干潟が
現れる。しかし護岸の前が深くなっているた
め、ボートを使わないと干潟に渡ることがで
きない。遊船協会が市民調査を支援し、モー
ターボートを何艘もだしてくれている。
 　調査は 3 月から 9 月にかけて月 1 回実施

三番瀬保全をめぐる攻防と市民調査

中山敏則　（三番瀬を守る連絡会 代表世話人）

猫実川河口域の三番瀬市民調査
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している。調査項目は、生物、カキ礁、アナ
ジャコ巣穴数、酸化還元電位、強熱減量、塩
分濃度、透視度などである。毎回参加する調
査員のほか、学者、研究者、大学生、弁護士、
議員、記者なども参加している。これまで 1
回以上参加した人は 300 人を超える。
　地元の市川市や自民党県議の一部は、猫実
川河口域を「ヘドロの海」「死んだ海」と呼
んでいた。調査の結果、生物相豊かな海域で
あることを証明した。
　この海域には約 5000 ㎡の天然カキ礁が存
在していることや無数のアナジャコが生息し

ていることも、市民調査ではじめて明らかに
なった。それらをマスコミが大々的に報じて
くれた。市民調査は、人工干潟化と第二湾岸
道路建設を食い止めるうえで重要な役割を果
たしている。
　今年の調査は初参加が 30 人だった。法政
大学人間環境学部の高田雅之教授（日本湿地
学会理事）も 5 回参加された。高田ゼミ生
23 人も交替で参加した。干潟に足を踏み入
れるのは初めてという学生ばかりである。調
査後の報告会では、ゼミ生からこんな感想が
だされた。
「東京湾は汚れていて生き物が少ないと思っ
ていたが、違っていた。いろいろな種類の生
き物がたくさんいた」、「工場やビル群のす
ぐそばにたくさんの生き物がいる。それに感
激した」、「名前をはじめて聞く生き物が多
かった。こんなところが開発の危機にさらさ
れていると知り、イカンと思った」
　11 月 30 日（土）、2013 年市民調査報告
会を船橋市内で開く。報告会では、調査員が
調査結果を発表するほか、高田教授とゼミ生
も講演や報告をしてくれることになってい
る。

参考図書「ラムサール条約入門」購入のお奨め
　2008 年 3 月発刊した「ラムサール条約入門　～ゆたかな山・川・里・海～」は、条約事務局

が編纂した条約マニュアル第 4 版（The Ramsar Convention Manual 4th edition）」を邦訳した

もので、湿地の保護条約であるラムサール条約を知る参考書です。A4 判 110 頁です。学習会・

研修会資料などにご利用ください。

　 

　ご希望の方は、郵便振替用紙の通信欄に「ラムサール条約入門○冊希望」と明記の上、送り先

住所、お名前、電話番号を記入して、下記の郵便振替口座に代金をお送りください。送金手数料

はご負担お願いします。

・価格：1 冊 1600 円（送料込み）

・郵便振替口座：00170-8-190060

・加入者名：日本湿地ネットワーク

・本書に関する問い合わせ：E メール  Jawan2@jawan.jp
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　大規模な海草の移植実験が行われた海草場
の回復状況を確かめるために、春の大潮には
必ず泡瀬干潟へ出かける。定点観察はもう
10 年以上になる。観察結果はここ数年ほと
んど変化無し。人為的に攪乱され、失われた
海草場は、そうたやすく元には戻らない。
　それよりも今回あらためて気になったの
は、レジャーで泡瀬干潟に来ている人たちの
多さだった。その一方で、長年、ここで貝を
採り続けていた人生の大先輩たちの姿はめっ
きり減ってしまった。
　思い出話を少し書くと、長年貝を採ってい
たプロっぽいオバァやオジィの道具は、潮干
狩り専用の物ではなかった。農具や左官道具
のヘラやコテなど、自分にとって使いやすい
身近な道具を持参していた。
　砂礫地ではそのヘラやコテで干潟の表層を
そっとなでるように動かし、コツッと貝にあ

たれば、貝だけを上手に掘り出す。また、海
草場で貝を採る人はさらに達人の技を持って
いた。傘の柄や銛を利用した突き棒で海草場
をつつきながら歩き、驚いた貝が潮を吹くの
を目印に、海草の根を痛めないよう、やはり
貝だけを上手に掘り出していた。
　このような採り方をしていた理由は、主に
二つある。オジィやオバァが砂礫地で採って
いたホソスジイナミやヤエヤマスダレ、また
海草場で採っていたリュウキュウサルボウや
リュウキュウザルガイなどの貝は、もともと
アサリのように高密度には生息していない。
種類によっては日ごとにダイナミックに移動
しているという貝を、労力をかけずに広範囲
に探すための智慧だ。
　しかし、むやみに掘り返さない最大の理由
は、掘り返せばその時はたくさん採れたとし
ても、次回以降採れなくなることを誰もが
知っていたことにある。
　さて、話を今に戻そう。レジャーでは、残

瀬干潟－変わる貝採りの風景－

水間八重　（泡瀬の干潟で遊ぶ会）

泡

泡瀬干潟の春の貝採り

突き棒で貝を探る達人の技
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念ながら、そんな干潟とのつきあい方を知ら
ないままやってくる人が多い。そして、本土
の潮干狩りでもおなじみの熊手で、畑を耕す
かのように、泡瀬の砂州をくまなく掘り起こ
している。
　実は、泡瀬で採れる貝の種類はかなり変
わってしまった。海水の濁りに弱いリュウ
キュウアオイなどは、10 年余り前、埋立工
事が始まった頃を境にすでに見られなくなっ
ているし、オジィやオバァが採っていた上述
の貝たちも、かなり減っているように感じ
る。
　一方、いま泡瀬の砂州で採れているのは、
そのほとんどがアサリによく似たヒメアサリ
という種類で、埋立がはじまる前にはそれほ
ど多くは採れなかった貝だ。どうやらこのヒ
メアサリは、オジィやオバァが採っていた貝
と違って、環境の攪乱に比較的強いらしい。
　泡瀬干潟では、すでに沖合いの人工島の埋
立枠はほぼ完成している。工事用の浚渫航路
と、沖合をふさぐ巨大な構造物 ( 埋立枠）の
ために、潮の流れは変わり、あるところでは
砂や泥が流失し、あるところでは急速に土砂
が堆積し、海草場は衰退し、海水はとても
濁ってしまった。
　以前からあった砂州も、面積は縮小傾向に
あるし、位置や高さも変化して、満潮時には
全てが水没するようになった。そのうえレ
ジャーで訪れる人々が熊手で手当たり次第掘

り起こすという厳しい環境にもかかわらず、
ヒメアサリは去年あたりから増えているとい
うのだ。
　比較的高密度で生息しているので、ここと
決めたところを堀りさえすれば素人でもそれ
なりの量を得られる。採りやすいうえにおい
しいということで、レジャーで来る人たちに
とっては嬉しい状況が生まれているようなの
だ。
　けれども、生態系が劣化していく過程で、
特定の種が一時的に増加するのはよく見られ
る現象だ。海に親しむ人が増えるのは喜ばし
いことだが、ヒメアサリすら捕れなくなる日
が来るのではないかと、工事の進む埋立地を
背景に一心にヒメアサリを採る人々を見なが
ら危惧している。 

ヒメアサリ・ヤエヤマスダレ、ホソスジイナミ 泡瀬は生物でいっぱい（干潟を守る日）

進む泡瀬干潟の人工島工事
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【はじめに】
　わたしは、愛知県豊橋市の貝問屋の三代目
で、三河湾と豊川に生かされてきた、今年
50歳になる少々くたびれたおじさんです。
詳しくは、みずのわ出版から出ている「里
海の自然と生活Ⅱ」をお読みください。
　私たちの生活の場であり産業基盤である
干潟や浅場を守ろうと、1997 年 7 月に旗
揚げしたアジアの浅瀬と干潟を守る会です
が、あさりを使った取り組みは旧運輸省の
港湾技術研究所と 1990 年初頭から始めて
いました。（港湾技術研資料 No.832）
　もっと遡れば、西條八束さんらが三河湾
の一色干潟で行ってはじき出した干潟の定
量的な浄化能力の調査研究も、愛知県が開
発の青写真をどんどん具現化しようとする
中、私たち豊橋の貝問屋が協力して実現し

ました。
　三河湾ではあさり、しじみ、はまぐりは、
漁協はタッチせず、その歴史的な経緯から商
取引だけではなく、繁殖から漁場管理まで貝
問屋が行ってきたからです。
「愛知の奇跡」とは、全国的に減少するあさ
りの漁獲高を 10 年で 2 倍、取引価格を 1.5
倍に引き上げてきたこと。環境系だけで括れ
ば三河湾の慢性的な珪藻赤潮を解消し、卵の
腐ったような悪臭を放つ観光地蒲郡市竹島海
岸の公害だったアナアオサ被害も解消したこ
とを指します。

【三河湾流の自然再生】
　矢作川河口堰、一色沖の巨大空港 ( 中部国
際空港 )、三河港の拡張工事。私たちは、体
を張ってこれだけの開発という名の自然破壊
を中止に追いやり、自分たちの生活の糧であ
り三河湾の生態系・物質収支の要であるあさ
り、しじみを守ってきました。
　こうした乱開発を止めれば、自然は自然に
回復することを知っていたからです。ただ、
中止に追い込んだやり方が少し変わっている
かもしれないので、簡単にご説明します。
　漁師たちを味方につけるために、デフレ不

（
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あさり漁獲量の推移

（農林水産統計に未集計の相対取引を合算したもの）
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況であらゆるものの値段が下がる中、彼らの
収入が上がるように新橋料亭を中心に価格創
造活動を頻繁に行いました。単なる接待では
ない食と環境についてレクチャーをしなが
ら、あさりや三河湾の絶品水産物を食べて頂
きました。
　その次は、漁師自らに自分たちの漁場環
境を知ってもらうために、気温、水温 ( 上下
層 )、酸素濃度、塩分濃度を測定させるよう
にしました。これが定着すると、漁業管理、
資源管理が容易にできるようになりました。
（詳細は「三河湾と生きる」）
　最後に、役所ではなく実際に港湾施設を利
用している事業者との対話を行いました。　
　具体的な例をあげると、トヨタ自動車の豊
田章男さんへの事業提案です。港湾管理者の
愛知県も国交省の港湾局も、ハブ港 ( 海上物
流の促進は大型船舶の入港できる港湾施設 )
建設の一点張りでした。
　しかし、わたしも貨物船を使った貝の輸入
を行ってきた経験から、港湾利用者は儲かる
物流をシステムとして欲しがっていることを
知っていました。生鮮食料品は速さですが、
耐久消費財である自動車などは、速さと同時
に安さも求めていたのです。
　ロシア・EU への輸出に、後発の韓国メー
カーが行っているウラジオストックからシベ
リア鉄道を使った物流を提案しました。これ
ならば、大型コンテナ船を就航させることな
く、小型中型船で早く安く運ぶことができま
す。トヨタが儲かるだけではなく、青潮の原
因になる航路・泊地を深くしなくてもよくな
り、三河湾の青潮拡大を予防できます。

【今後 10年で行うこと】
　これから 10 年かけて、「青潮のない豊か
な三河湾」を目指して、以下の取り組みを始
めています。設楽ダム計画の中止と大野頭首
工、寒狭川頭首工の 2 つの川のギロチンを
撤去して、豊川にかつてのような水と砂の流

れを回復させることです。
　実現には、役所に何かを訴えるとか単に建
設工学的な分野に働きかけるだけではなく、
一次産業同士の理解を深め、共存共栄態勢を
地域社会全体で築くこと。そのために、地元
の愛知大学を核に農・林、水産、工業、商業
高校を、Facebook などの SNS を使って人財
と新たな商品、サービス、牽いては産業を興
したいと中期の計画をしています。

【さいごに】
　ご紹介した考え方・やり方が、どこでも通
用するとはわたしは思いませんが、流通を通
して全国に年間延べ 8 千万人のあさり消費
者の皆様に、一人称で三河湾を語っていただ
けるまでになりました。三河湾で得た教訓と
して、多様な分野や階層への働きかけと、活
動を目的としなかったことをまずは挙げてお
きます。
　農林業や流通は言うに及ばず、医療看護、
社会福祉へ飛び込んでいくこと、小学 4 年
生でもわかる ( 理解だけでなく共感してもら
えるカタチにして ) 創意工夫、あさりをシン
ボライズすることは有効でした。皆様方の抱
える問題が、一日も早く解決することを心か
ら願っています。

地域創造ミーティングで高校生との交流 ( 愛知大学にて)



12

　青森県三沢市の仏沼は 2005 年 11 月ラム
サール条約指定湿地に登録されました。
　オオセッカを始めとするたくさんの野鳥た
ちにとって、21 世紀に生きる希望を頂いた
できごとだったと思います。仏沼はその名の
通り、もとは淡水をたたえた沼で、昭和 30
年代後半からの米の増産政策の中で干拓され
たものの、その後の政策の変更で、作付けさ
れないままヨシ原になってしまった所です。
　オオセッカは明治に入って日本に来たイギ
リス人鳥類学者プライヤーによって明治 17
年横浜で発見され、新種と認定されました

が、どこでどんな生活をしているのか全く謎
のまま 50 年が過ぎてしまいました。
　昭和 11 年仙台の蒲生干潟のヨシ原でオオ
セッカの繁殖が確認され、やっとオオセッカ
の生態が分かりかけたのですが、その後の開
発でまた姿を消してしまい、絶滅したと考え
られていました。昭和 47 年青森県つがる市
田光沼でオオセッカが発見され、幻の鳥オオ
セッカの発見としてニュースになりました。
翌 48 年には八郎潟、そして仏沼でも生息が
確認されました。
　仏沼のヨシ原は一様ではなく北側や縁の部
分はヨシ丈が低く下部にスゲなどの下草が繁
茂しており、オオセッカやコジュリンの好む
繁殖の場となっています。南側に行くにつれ
ヨシ丈が高くなり、根元は日がささず下草の
ない環境となっています。
　また、南側には水路が詰まってできた浅い
池が広がり、水鳥の生息環境を提供していま
す。そのため草原性のオオセッカやコジュリ
ン・チュウヒの他に湿地を好むクイナ類やサ
ンカノゴイ、冬にはコミミズクやハイイロチ
ュウヒなど様々な鳥が仏沼で観察されていま
す。

湿地の管理
　干拓地の管理のためポンプによる水抜きの
ほかに毎年ヨシ原に火入れを行い、結果的に
木の侵入を食い止めヨシ原の環境が維持され

ムサール条約湿地
「オオセッカの最大繁殖地　仏沼」

津曲隆信　（NPO 法人おおせっからんど副理事長 )

ラ

空から見た仏沼全景

幻の鳥オオセッカ

ほとけぬま



13

ています。また干拓時に農道もしっかり作ら
れ、湿地に入ることなく鳥が観察できる状況
となっています。
　問題点としては仏沼内に入って来る水と、
排出される水のバランスがうまくとれていな
いと、乾燥化が進み、植生が変わってしまう
心配があることです。湿地を湿地の状態で長
く保つというのは大変難しい問題です。湿地
の維持や地下水の管理を専門家や研究者にし
っかり見てもらうことが必要と思います。

環境教育の場としての活用
　仏沼は三沢市内から車で 30 分位の距離に
あり、市内の小・中・高生の環境教育の場と
して活用されています。しかし仏沼には訪問
者に対応するビジターセンターなどの施設は
何もない状況です。そのため三沢市は環境省
の協力を得て、仏沼に 3 つの観察コースを
設け、コース案内板やセルフガイドの冊子を
作って、訪問者の便宜を図っています。
　また三沢市と NPO が協力して市民観察会
やクリーン作戦などを開催し、仏沼の素晴ら
しさを多くの方に体験してもらっています。
あまり訪れる人がいない厳冬期の小川原湖や
仏沼を体験できる冬の観察会も、ハクチョウ

やカモの他にオオワシ・オジロワシの雄姿を
見ることができ、人気が出てきています。こ
のようにいろいろな形で仏沼を身近に感じて
もらえるイベントを実施して行くことも大事
と思っています。

仏沼を利用した町おこし
　仏沼はそこに住む野生生物やその愛好者に
とっては大変魅力のある存在ですが、これま
で仏沼とかかわってきた地元農家の人たちに
はあまりメリットのあるところではありませ
んでした。しかしラムサール条約湿地登録と
いうチャンスを放って置く手はありません。
　NPO 法人おおせっからんどではラムサー
ル先進県である宮城県に研修に行く際に農家
の方や三沢市商工会、道の駅みさわの関係者
に声をかけ、農業や地域産業にラムサール湿
地をどのように活用しているかを学び、その
クリーンなイメージを農産物その他に付加す
ることで、消費者の心を捕らえることができ
る試みを実施してみました。
　その一つが「大雪下野菜」の販売です。三
沢市の鳥オオセッカのシールを貼った野菜で
すが味は抜群！これまでも雪の下から掘り上
げて販売はしていたのですが、人気は今一で
した。研修後、雪の下とオオセッカをダブら
せて PR したところ、たちまち売り切れる人
気商品となり、付加価値をつける意味を実感
したことと思います。
　現在、仏沼の西隣の休耕田地域が 100ha
を越える大型圃場として整備され、イネの作
付けが始まりました。ラムサール湿地仏沼の
測で生産された米をどのように市場に売り出
していくか、自然とのかかわりの中で賢明な
利用の方法を農家の方々と考えて行くことが
これからの課題と言えましょう。

小・中・高生の環境教育の場（自然観察会）
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■ＪＡＷＡＮ会費納入のお願い
　いつも日本湿地ネットワークのご支援をありが
とうございます。　
　2013 年度会費 (1 ～ 12 月 ) を 12 月末までに
納入をよろしくお願い申し上げます。既に納入さ
れた方はご容赦ください。手許資金が大変厳しく
なっております。どうぞご支援よろしくお願いい
たします。
●個人会費：3000 円／団体会費 5000 円
●振込先郵便振替口座：00170-8-190060
●加入者名：日本湿地ネットワーク

■カンパありがとうございます！
　2013 年 1 月から 9 月までの間に、次の方々か
らカンパをいただきました。皆様の暖かいご支援
に感謝を申し上げます。
（敬称略）中垣善彦、池田愛美、伊藤武幸、小林
聡史、和白干潟を守る会、山之内芳晴、パンダク
ラブ北海道、嶋田久夫、松原京子、伊藤昌尚、森
島朝子、ほかに匿名希望の方々。

■辻淳夫著『ちどりの叫び、しぎの夢』
　刊行のお知らせ
　辻淳夫さん（日本湿地ネットワーク代表）の本
が 12 月に刊行の運びとなります。
　辻さんは、1970 年代から干潟や湿地の保全活
動にたずさわり、藤前干潟をはじめ全国の干潟・
湿地の保全活動に向き合い貢献してきました。
　辻さんの長年の活動を整理し、本の形にして、
次の世代に残そうと「干潟からの声発刊委員会」
を立ち上げ刊行しました。
　どうぞ１冊お買い求めください。

（発刊委員会・世話人伊藤昌尚）

　書　名 『ちどりの叫び、しぎの夢』
　　　　　－辻淳夫の干潟からの声－
　刊行日　2013 年 12 月下旬
　著　者　辻　淳夫
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編集後記

　国会では福島原発汚染水、特定秘密保護法案、
ＴＰＰ参加、異次元の金融緩和、国土強靭化など
将来に影響する議論が始まり注目しています。私
たちの活動にも少なからず関わっていると思えま
す。
　今年はいくつも台風が日本列島に近づき大きな
災害をもたらしました。温暖化の影響の現れでし
ょうか。世界の気候が少しづつ変わってきたよう
に感じます。今年も残り少なくなりました。来年
もよろしくご支援お願いいたします。（昌＆恵）
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