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水区域外を通ることになっていたが、国交相の認可を受けた新ルートは集水区域内を通る

ことになった。トンネルで新幹線を通すことになっているが､集水域にトンネルを掘られ

ると中池見湿地の水環境は大きな影響を受ける－.そんなことをくわしく話した。

画

一ラムサール条約登録範囲(集水域）一腫逆断層
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事務局長は､同行した国交省事務所の職員にこう質Ⅱ(]した。

「なぜ当初計画を変更し､湿地の集水域にルートを変更したのか？」

国交省職員は明快な回答ができなかった。

△北陸新幹線のルート変更を強く求める

事務局長の視察には、テレビ

局や新聞社の記省が多数、lii行

取材した。12時から現地で記者

会見がおこなわれた。

「今回の来日の目的は何です

か｣の問いに、事務局長はこう答

えた。

「日本のラムサールサイトを

視察し、関係地域の人たちや政

府・自治体の紐当者と話をした

かった。中他見湿地については、

ラムサール登録区域の中を新幹

線が横切るという計画を知った
mxwJ~1…』.￣〔一炉／１１１'旦'甦ﾊMごハー中池見湿地の集水域を横切る北陸新幹線計画をブリッグ

ので､それを確認したかった｡新ス事務局長（右）に説明するＮＰＯ法人｢法人ウェットラ
幹線の新ルートは２つの小川をンド中池見｣の笹木智恵子さん（左）

またがることになっている。ト

ンネルで通すということだが、中池兇湿地の生態系に影響を与えることが懸念される」

「中他見湿地についての感想は？」についてはこうだ。

「湿地としてすばらしい価値をもっている。たいへん豊かだ｡池や水田やヨシ原などがあ

り、多様性に富んでいる。ロ本のみなさんは、こういう場所があることを誇りにしてほし

い。そうした豊かさと多様性を維持係余してほしい。そのためには､外的なインパクトを

できるだけ抑えることが必要だ｡湿地の集水域（ラムサール条約議録区域内）に新幹線を

通すような計画は修旅してほしい」

「ラムサール条約が掲げるワイズユース（賢明な利Ⅲ}）にはインフラの整備も含まれる

のか｣という質問もだされた。事務局長はこう答えた。

「それはむずかしい問題で、開発を求める人が多いことも事実だ。しかし、日本はすでに

開発（インフラの轄備）が非常に進んでいる。インフラを整備する際は、自然環境にダメ
ージを与えないようにしてほしい。とくに、rl7池兇湿地は鬮際的に重要な湿地としてラム

サール登録湿地になった。日本政府がラムサール条約に登録したのだから、L｜'池見湿地の

豊かさと多様性を後･ljtに引き継いでほしい」

「ラムサール条約議録区域内に新幹線を通すことは､物理的なダメージだけでなく、文化

|狗なダメージももたらす｡すでに、ラムサール登録区域外に高速道路（北陸自動車道）が

つくられている。新幹線のルートも高速道路のそばに変更すればいいと思う。そうすれば、

湿地への影響はなくなる」 （文責・ＬＩ｣111）
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ラムサー几条約登録･中池見湿地と

北陸新幹線問題

NPO法人ウエットランドｒｌ１池見笹木智恵子

敦賀の市街地に隣接する中池見湿地は､絶えず開発の危機にさらされてきました｡２０年

前､ガス基地建設計画が突如浮上したため、開発から湿地を守るためにトラスト運動を展

開し､国際条約ラムサール条約登録湿地にすることを目的に活動してきました。

ＪＡＷＡＮはじめ、各地の保護団体の協力のもと、ようやく敦賀市も登録に前向きになり

ました｡2012年７月にルーマニアの首都ブカレストで開催されたラムサール条約第11国締

約同会議（６－１３日）において国際的に重要な湿地と認定され､登録されました．

ラムサーノレ条約事務局長から議録認定書を受ける敦賀市長の姿に｢湿地は守れた｣と喜

びました。それもつかの間、会議期間中に｢ラムサール登録湿地・中池兄湿地に新幹線通

過｣の新聞報道が出ました｡2002年のアセスメントのルートより湿地側に150ｍ移動させた

ものでした｡移動が300ｍ以内ならば､アセスメントから１０年以上経過しても再アセスはし

なくてもよいとのことですc環境が大きく変化しても賞味期限がないのが日本のアセスメ

ントの現状です。
うしろだに

発表された計IHIiルートならば､袋状埋積谷という特殊な地形の口の部分である後谷は

破壊､消滅することになります。また､湿地の重要な水源の山に約900ｍのトンネルを掘る

計画ですが、トンネルはアセスの対象外で調査はされていません。

鉄道建設・運輸機構による中池見湿地トラスト地権者への説明会では、「新幹線現ルー

ト計両の変更はないがアセスメントの事後調査を行うのでトラスト地への立ち入りを了解

してほしい｣との申し入れがありました。「ラムサール条約湿地通過の計画ならば､共有地

権省（約600名）の|創意がいるので､機構から地権省全員の了解の確認をとってほしい｡で

なければ立ち入りは了解できない｣と返答しました。しかし、ラムサール事務局長の中池児

湿地視察当'二lは､無断でトラスト敷地内に事後調査の地質ボーリング関連機材が置かれて

いました。

湿地がラムサール条約に登録されても、開発の危機はなくなりません｡国際条約軽視の

縦割り行政の弊害です｡敦賀市の担当課は､今回の事務局長の中池見湿地視察について、

説明。案内すべてを管理団体に任せたようです｡市は国際条約を締約した自治体の責勵任を

考えていないようです。

２時間の限られた時間の中で､泥炭を13万年間育んできた湿地と新幹線のトンネル問題

をラムサール事務局にどのように訴えられるか思案しました。

前日４」１８日に開かれた市主`催の歓迎レセプションにＮＧｏとして参加しました。その

折､詳しい資料や地図を用いてアジア担当官に湿地の命の水､水源について説明しました。

担当官から｢しI』他見湿地全体の地質図がないか｣と問われ､翌日の中他見視察の時に持参す

ることを約束し、会場を後にしました。

JAWAK通信No.1072014.5.31４
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ラムサー几条約事務局長来日記念シンポジウム
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４月１０日、ラムサール条約事務局長来日記念シンポジウムが東京のJICA市ケ谷ﾋﾟﾉﾚ国際

会議場で開かれました。シンポのテーマは｢世界の湿地保全のために､つながる、「ワイズ

ユース｣の知恵｣です。

ラムサール条約事務局長クリストファー･ブリッグス氏の講演要旨

日本のラムサール条約登録湿地を見ることができてとても良かったです。

湿地は700億ドル､熱階林は1㎡あたり２７６０ドルの価値があります｡水の役割は農業､産

業など湿地から生み出されています｡人間が生活するに必要です｡人間の体は75％が水で

できています．湿地がなければそれはできないでしょう。

温暖化の影響で､洪水や干ばつ､嵐などの起きる確率が高まっています。これは湿地を

破壊し続けてきた結果です。

ラムサール条約はサンゴ礁､マングローブ､海岸線も対象としています｡湿地は娯楽に

も必要です｡人間は､農業などのワイズユースにより文明を発達させてきました。

世界では何が起きているのでしょうか？水は､杵の人たちが利用していたときより、

現在の人たちが多く使っています｡水を使い続けるためには、きちんと管理していくこと

が必要です。

湿地は､洪水や嵐などから私たちを守ります｡そのことの認識を高めていかなくてはい

けません｡湿地の価値の認識を変えなくてはいけません。

この40年で湿地を40％もなくしてきました｡湿地はジメジメしたところ、汚いところな

どと思われていますが、情報を集める必要があります。コミュニケーションにより、湿地

をいいイメージに変えていかなくてはいけません｡湿地の大切さを感じてもらわなくては

ならないのです。

人々は湿地のサービスに気づいていません｡水は､農業にとっても経済的価値がありま

す.質の高い水や上流を考えていかなければなりません｡管理をしなければ質の高い水は

得られません｡都会ほどそうです｡そういうことが行われてこそ､湿地のワイズユース（賢

明な利用）が可能になります。

◇◇

環境省自然環境局野生生物課湿地保全専門官は、「日本はアンピバレントな対応をして

います｡バランスをとりながらワイズユースを進めていきます｣というようなことを話し

ました。「アンピバレント」とは、「一つの物事に対し相反する価値が共に存し､葛藤する状

態｣のことをいいます。ラムサール条約はまさにアンピバレントですね。

なお､現在のラムサール条約加入国は186カ国。|｣本の登録地は46カ所です。
（１１|内美登利）
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ラムサール条約事務村長の来日を記念す

るシンポジウムが４月１０日、東京のＪＩＣＡピ

ル国際会議場で開かれた。テーマは｢世界

の湿地保全のために､つながる、『ワイズユ

ース｣の知恵｣である。

ラムサール条約事務局長のクリストファ

ー・ブリッグス氏が基調講演したあと、環

境省自然環境局野生生物課湿地.保全専門官

の柳谷牧子氏､豊岡市コウノトリ共生課の

宮垣均氏、ラムサーノレ条約霊録湿地市111丁村

会議の山村嘉康氏､JICA地球環境部の宍戸

｡健一氏がそれぞれのとりくみを報告した。

報告のあとは､５人でパネル討論である。

丑
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130人が参加したラムサール条約事務局長

来日記念シンポジウム＝４月１０日

＊減少著しい日本の湿地

焦眉のIlU題はもうひとつある。日本の湿

地が激減していることである。日本のラム

サール護録湿地は､1980年に釧路湿原（北

海道）が第１号として登録されて以降、大

'偏に増えた｡現在の登録湿地は46カ所であ

る。ところが、ラムサール登録は１１１，L地減少

の抑止にあまり役立っていない。

今年１月311二1の『毎'二1新聞』は、「ラムサー

ル条約採択から40年余／湿地保全乳状と

課題｣を見川しに掲げてこう記した。

《日本の湿地は減少が著しい。国上地理院

によると日本に存在する湿地は約821平方

キロで、明治・大正時代の40％足らずでし

かない。この間に約1290平方キロ、琵琶湖

の面積の2倍に当たる湿地が破壊されたこ

とになる。調査のとりまとめは2000年なの

で､今では湿地はもっと少なくなっている

とみられる。減少量が最も多いのは北海道

で、以下青森県、宮城県の順。東京都、千

葉､埼玉両県の減少率は90％を超え、大阪

府の湿地はほとんどなくなった｡》

＊中池見湿地の問題にはふれない

報告やパネル討論を聞き、違和感も抱い
しようぴ

た。ラムサーノレ条約をめぐる焦眉の問題

が論議されなかったからである。

ブリッグス事務局長は、シンポの前日（９

日）、福井県敦賀市の中池兄湿地を視察し

た。事務局長は、中池見湿地のラムサール

条約登録区域内を北陸新幹線が横切る計画

に関心をもっていた｡新幹線は同湿地の集

水城を貫通することになっている。視察を

終えた事務局長は､記者会見で新稗線のル

ート変更を強く求めた。

事務局長の視察を報じたＩＯＲの『東京新

聞」（夕刊）は、「計１１Wルートが修正されず

に登録湿地が損なわれる場合､注意喚起を

目的としたリスト『モントルーレコード』

に記栽されることもある」と記した。とこ

ろが、１０日のシンポでは中池見湿地をめぐ

る問題はまったくi議論されなかった。

JAWAN通信No.1072014.5.31
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減しているという問題についてはいっさい

答えないからだ。また、地元の漁協や自治

体などを説得するのは､本来､政府（環境

省）の役割である。だが、環境省はいっさ

い働きかけない。三番瀬保全団体の努力を

傍観しているだけである。

＊｢環境省よ､もっとしっかりしてくれ！」

日本湿地ネットワークの初代代表を務め

た山下弘文さんは、ラムサール溌録につい

てこう述べていた。

《｢地元自治体の了解｣にこだわると、肝心

の、開発との関係で危機にさらされている

M''[地・干潟は、登録湿地に指定されにくく

なります。実際､基準に合う湿地・干潟の

多くは、自治体が進めている埋め京てなど

に関係しているものがほとんどなのです。

開発主体である地元自治･体は、開発を困難

にする苓録湿地の指定を簡単には受け入れ

ません。要は、国として国際的な責任をど

う果たしていくか、という性質の問題なの

です｡むしろ、埋め立てなどの公共事業で、

湿地.ｆ潟を破壊しようとする地元自治体

の祇抗があっても、IEIとして自治体を指導

・監督して、禰地・干潟保護のイニシアチ

ブを発揮することこそが求められていま

す。（略）

法律上要求もされていない｢地元自治体

の了解｣にこだわっていては、地元自治体

が開発事業として埋め立てなどの自然破壊

を行なっている現状を打ち破って、国は国

としてのillIl地保護の凶際的責任を、県であ

れば鳥獣の保護繁殖のために鳥獣保謎或業

を計画して実行する県知事としての責任を

果たしていくことなど、到底できないでし

ょう。環境庁や県の担当者は､公聴会で反

対意見がでることを恐れているのかもしれ

ません｡不当な反対意見であれば､環境庁

や県は、堂々とこれを批判すればよいわけ

たとえば瀬戸内海では、いまも干潟や菰

場､浅瀬の埋め立てが続いている。

●条約締約国の義務を放棄

そもそも、ラムサール条約は湿地の,保護

を目的としている。破壊の脅威にさらされ

ている重要湿地を国際協力で保護しようと

いうものだ。ラムサーノレ条約加盟国には、

登録湿地だけでなく、すべての湿地の保護

が義務づけられている（条約第4条）。

ところが、ｎ本政府はそれを無視してい

る。ラムサール条約締約国に課せられた義

務や国際的責任を放棄しているといっても

過言ではない。１０日のシンポでは、この点

もまったく議論されなかった。

私はたまらず､会場から発言した｡『毎ロ

新聞』の記事を紹介し、環境省の湿地保全

専門官にこう質問した。

「日本では、ラムサール登録湿地が増え

ても電要湿地の減少に歯止めがかからな

い。これは大きな問題だ。たとえば私がか

かわっている東京湾三番瀬では､恒久CfL全

を実現するため、ラムサール凝録を求める

署名を14万集めた。しかし、登録が進まな

い。それは､三番瀬の開発（第二東京湾岸

道路の建設）をあきらめない県が職録にＷｊ

極的だからだ。県は、漁協が反対している

ことをL|実にし、三番瀬の登録に消極的な

姿勢を貫いている。ラムサール条約を担当

している環境省は､議録条件の一つとして

地元自治体などの賛意を掲げている。しか

し、開発計両を掲げている自治体（県）の

姿勢を市民団体が変えるのは困難だ。この

点について環境省の考えをお聞きしたい」

湿地保全専門官はこう答えた。「令同規

模の署名を14万集めるよりも、地元の方々

の同意を得ることのほうが重みがある｣。

ようするに、地元の漁協や自治体などを説

得し､同意を得てほしい、ということだ。

これにはがっかりした。日本の湿地が激
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ない。１０日のシンポで湿地･保全専門官はこ

うも述べた。

「これまでは、ラムサール条約に幾録し

やすい湿地を登録してきた。今後は、登録

湿地の質の向上に力を入れたい。それが登

録湿地を増やすことにもつながる」

これにはため息がでた｡登録湿地の質を

向上させれば､重要湿地の開発計画を掲げ

ている自治体が開発をやめてラムサール登

録（－恒久保全）に転換するというのは非

現実的である。

このままでは、ラムサーノレ条約に登録す

べき重要湿地はどんどん`破壊されてしま

う。「環境省よ、もっとしっかりしてく

れ！」と叫びたくなった。

シンポのパネリスト

ですし、何よりも、ラムサール条約推進を

喚起し､地元自治体への行政指導を通じて

必要性を納得させるように努力すること

が、ラムサール条約締約国としてとるべき

態度ではないでしょうか｡》（山下弘文｢西

日本の干潟』南方新社､1996年）

これは|川題の核心をついている。山下さ

んの提起から20年近くたつが、日本の柵IL地

をめぐる危機的状況はまったく変わってい

、’

三番瀬のラムサール条約登録をめぐる動き

三番瀬は､東京湾奥部に残る唯一の日然干潟・浅瀬である。三番瀬の新たな埋め立て

計両は､反対運動の高まりにより2001年９月に白紙撤回となった｡その後､三番瀬を恒久

,保全するためラムサーノレ条約登録の気運が高まった｡知事の諮問機関｢三番瀬円卓会議」

が2004年１月に知事に提出した提言には､三番瀬のラムサール登録推進も含まれている。

後継組織の｢三番瀬再生会議｣も､早期のラムサール登録を求める意兄書を知事に提出し

た｡2008年には､三番瀬を漁場とする3漁協のうち最大規模の船橋市漁協が臨時総会でラ
ムサール登録に賛成する決議をあげた｡地元の船橋、r1丁川、浦安3市で構成する京葉広域

行政連絡協議会も2010年､三番瀬のラムサーノレ登録推進を求める要望書を県知事に提出

した。同協議会事務局の船橋市は｢利害関係者の調整など､県にリーダーシップをとって

もらいたい｣と要請した。「三番瀬を守る署名ネットワーク｣がとりくんだラムサール登

録署名は14万集まった。ところが県は､市川市行徳・南行徳の2漁協が｢登録は時期尚早」
と主張していることを口実にし､三番瀬のラムサール条約登録を否定しつづけている。

他方で､埋め立て推進勢力の巻き返しも強まった｡2012年6ﾉ1、船橋市漁協で"クーデ
ター"が起き、ラムサール登録推進派の大野－敏組合長が退任となった｡船橋市漁協は
同年12月の臨時総会においてラムサール蓬録賛成決議を撤回した。

一部の環境団体も三番瀬のラムサール登録に反対する意見書を知事に提出した。「三

番瀬フォーラムグループ｣と「日本野鳥の会千葉県｣である。両団体は三番瀬の人工改変
（人工干潟造成）を主張している。

こうした状況のなかで､市民団体(三番繩余団体)が漁協などすべての利害関係者
からラムサール登録の同意を得るのは至難の業である。環境省は､湿地保謹の国際的責

u王を果たしてほしいと思う。（中山）ノ
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日本の湿地を守ろうｚｏｌ４
～ＪＡＷＡＮが広島でジソポジウム～

牛野くみ子
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日本湿地ネットワーク（ＪＡＷＡＮ）は３月１６日、「日本の湿地を守ろう2014」と

題したシンポジウムを広島市内のサテライトキャンパスで開きました。
まいたかずひこ

最初は、ロ本のツキノワグマ研究所理事長の米田一彦さんによる講演「水たまり|こ

寝そべるクマ」です。動物と気圧の関係やクマの習性などについて話をされました。

クマは冷温帯を好む動物です｡米田さんは、クマが水溜りに腹をつけて寝転んだり、

水辺でくつろいだりしている様子を写真で説明しました。クマが人間に危害を加える

とすぐ殺してしまう風潮があります。でも、殺さないで生かして森に帰すことも必要

です。すべての生きものの生きる権利を守りたいものです。

次いで日本野鳥の会広島県支部の日比野政彦さんが｢広島湾八幡川i｢11口干潟と鳥類」

と題して講演しました。広,島湾西部にある八'１１砺川河口部は小規模な干潟です。その沿

岸部には多数の人が住んでいます。1980年代、広島港-1Lロ市地区港湾整備辮業の一環

として人工干潟が造成されました｡造成後、まもなくシギ・チドリがやってきたので、

人工干潟の成功例として全国に宣伝されました。ところが、盛上した底土は俊喋上や

廃棄物だったので地盤沈下しました。いまはシギ・チドリが来なくなったそうです。

人工的に疑似同然を形成するさいは失敗から学ぶべき、と日比野さんは話しました。

続いては、ハチの-F潟調査隊代表の岡｢F1和樹さんが｢受け継ぎゆく干潟～ハチの干

潟のとりくみ～｣と題して講演しました。ハチの干潟は而職が22haほどです。汽水域、

泥地、砂泥地、砂場、岩場、アマモ場と、さまざまな自然環境が凝縮されています。

多様な環境がたくさんの種類の生きものを育む場となっています。そんなＴ潟に2005

年の冬、「藻場造成計画」と称した埋め立て計両が持ち上がりました。岡田さんたち

は、干潟を手付かずのまま未来に受け継ぎたいと、干潟の調査、観察会、写真展、埋

め立て反対署名など、さまざまなとりくみを続けました。その結果、ハチの干潟を開

発から守ることができました。若い岡田さんに、“未来をつなげてくれる人，,と期待

をこめた拍手が送られました。

講演のあとは各地の報告です｡瀬戸内海のほか､三番瀬(千葉)、中池見湿地(鵠井)、

吉野川河口干潟(徳島)、和白干潟(福岡)、抱瀬干潟(沖縄)の報告がありました。

ＪＡＷＡＮ代表の辻淳夫さんもシンポに参加し、介護者の吉|Ｈさんが｢地元の活動

が未来につながるように」と代表の意思を代弁されました。

シンポの参加者は40人ほどです｡問題を抱えながらもみな頑張っている様子が伺え、

励まされた集会でした。
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｢瀬戸内法｣改正請願署名を衆参両院に提出
の夢たが

環瀬戸内#jIF会議事務局長松本宣崇
－－つく－－Ｆ＞＝＜＜ヨーーコ＜二三－－コ＜－－二－コ＜＜＝一室＞＞＜＜二一五＞＝Ｅ－－つ－重－－－ちく－－－コ＜－－－季＜－F－ヂ＞＝＜ゴー

閉りヒトホーフェン

明治初年、ドイツの

地理学者でシルクロー

ドの鍋付け親でもある

フェルナンド・フォン

.Dヒトホーフェン

は､瀬戸内海を旅し、そ

こに地上の楽園を見い

だしました。

しかし、彼の鋭い洞

察力は、「（瀬戸内海保

全の）最大の敵は、文

=悪可さ；

－￣￣＝′ａ－Ｗニンーーーリ制'、ロ‐、、〆～

江田五月参院議員（左から４人目）に請願署名を渡す環瀬戸
明と、これまで知らな 内海会議のメンバー＝８月26日､参議院議員会館
かつた欲望の出現であ

る｣と結んでいます｡そして､工業文明？膿大化は瀬戸内海一円に野放図な埋め立てを生
み､大量消費という名の欲望の果てを､豊島で見せつけました。

もし、Dヒトホーフェンが、コンクリート護岸で覆われ､灰色の建造物が建ちｉｔぶ現在

の瀬戸内海をみたら、決して｢長い間保たれてきた状態が、その後も変わらずにあった｣と

は言わないでしょう。

いまでは貧酸素水域が生まれ､魚の住めない海域すら発生しています｡瀬戸内海の最大

の敵｢文明と欲望｣に向き合うことができるのは、「知恵｣なのかもしれません。

題瀬戸内海

瀬戸内海は1万年ほど前に

産声を上げた若い海です｡１１ｔ

界的にみても、とても珍しい

文明と自然が共存する閉鎖

性海域です。平均水深が極め

て浅く、陸水の影響を受けや

すいことから生まれた生態

系は、比類のない豊かさを誇

りました。

瀬戸内海は世界で蛾も美

コーーー
『

。正再〒~雫

ほマ戸互矛馨

雷，鍵薑篝
一再’占聖＝

~炉竺

』

Ｉ

岡山県瀬戸内市牛窓の展望台から撮った瀬戸内海
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しい場所と言われたところであ

ると同時に､その･保全回復には世

界で最も知恵を必要とする場所

でもあるのです｡瀬戸内海は守れ

るか－゜それを試されているの

は誰でもありません。あなたであ

り、私なのです。

ザル法と言われて久しい瀬戸

|ｿ1海環境保全特別措置法（瀬戸

内法）。私たちは10年余、瀬戸内

海の環境を守り育み､次世代に引

き渡すため、埋め立て、産廃持ち

‐司尾

■

玉木雄一郎衆院議員（こちら向き）に要請

＝８月26日、衆議院第一議員会館

込み､海砂採取の全面禁止を瀬戸１人1法に明記し､瀬戸|人1海の環境を係謎するために法規制

を強化すべきであると提言して、１０万筆余の署名を集めてきました。

題｢瀬戸内法｣改正請願署名を提出

昨年11月に続く今年３月25～27日のロビー活動において､請願署名を提出し､院内学習会

の呼びかけを提起するところまでこぎつけました。それでも問題提起したということでし

かありません｡知恵を集積させる必要に迫られるのはむしろこれからです｡今後とも多く

の皆さんのご参加をお願いいたします。

瀬戸内海環境保全知事市長会議が、「瀬戸|人1新法｣制定にlhlけて先行して活動していま

す｡すでに自民党内には瀬戸内圏選出識員による瀬戸内海環境再生議員連盟が立ち上げら

れています。また、「埋め立て全面禁｣'二｣は､他の法との整合性でクリアすべき課題を残し

ています｡院内学習会（集会）を実現させ、「これ以上埋め立てさせない｣という市民・住

民の思いに､議員の理解を得ていかねばなりません｡皆様のご協力をお願いします。

署名にご協力頂いた皆様には､紙面を借りて署名提出の報告とともに感謝申し上げま

す｡またこの間、国会議員へのロビー活動にご協力いただいた首都圏の皆様には電ねてお

礼申し上げます。

３月２５～27日、首都圏の皆様にもご協力をいただいて請願署名提出要望を行い､すでに衆

参両院に提出されました。

〔請願署名提出の紹介議員〕（llUi不同）

江田五月参議院議員（岡山・民主）8,000筆

管直人衆議院議員（東京・民主）8,000筆

仁比聡平参議院議員（比例・共産）８，０００筆

玉木雄一郎衆議院議員（香川・民主）8,000蕊

占田忠智参議院議員（比例・社民）8,000筆

桜内文城衆議院議員（愛媛・維新）8,000筆

辻元清美衆議院議員（大阪・民ｲﾐ）11,045筆

残念ながら、自民党所属の国会議員の皆様には紹介議員になっていただけませんでし

た。
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瀬戸内海はよみがえっていない！

～ＮＨＫスペシャル「里海ＳＡＴｏＵＭｌ瀬戸内海」を見て～
のぶたか

環瀬戸内？絵議事務局長松本宣崇

ｏ○○○○○○ＣｏＣｏ○○○○○○○ｏｏｏｏｏｏｏｏｅｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏ○○○゜○○○ＯｏｏｏｏｏｏｏｅｏｏｏｏＯｏｏｏｏｏｏｏｏｏ０ｏ(x〕○○○゜

３月23ｐ放送のＮＨＫスペシヤノレ｢里海瀬戸内海」（３月26口深夜再放送）を見た方も多

いと思う。

番組案内は､海中景観所長・新井草吾さんから事前にメールで頂いていた｡新井さんは

瀬戸内海はじめ全同の海で自ら瀞り、海域環境を調査するプロである。

メールには、「（番組案内に）『瀬戸内海がここ数年､劇的に良くなったと研究者や漁師

は口をそろえる』とあります｡透明度は改善されていますが､生物の基礎生産を支える無機

体の栄養塩の減少傾向は改善されないなど､解決すべき問題は残されています｡瀬ﾉｰ｢内海

では､アサリ資源の回復がわかりやすい環境改善の指標になる」とあった。

さらに､番組案内には｢瀕死の海がなぜよ

みがえったのか｣とのフレーズがあった。

「よみがえった」と過去形で言うなら、私ど

も環瀬戸内海会議が10年以上取り組んでき

た瀬戸内海環境保全特別措置法（瀬戸内法）

の改正も、瀬戸内海環境保全知事市長会議

が進める、いわゆる瀬戸内新法制定の必要

もなかろうと思った。

番組では､広島県のカキ養殖イカ獺浮

￣璋畦〕ＤＹ＝己痕、
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Ｆ１

かぶ海域（左写真）、そして岡山県１１生沖
広島湾のカキ養殖イカダが浮かぶ海域

合の30年以上にわたるアマモ再生の取り組

みが大きく取り上げられていた。カキの栄養塩・窒素・リンの吸収、アマモの栄養塩・窒

素・リンの吸収と光合成による酸素放出によって､カキイカダ下の海中やアマモ場の海の

透明度が格段に向上している映像を通して、カキやアマモの水質浄化力を伝えてくれるす

ばらしいレポートであった。

しかし、このような自然による浄化は、２万3800k㎡とされる瀬戸内海にあって極めて限

られた海域の事例であると指摘せねばならない。これで｢なぜ瀬戸内海はよみがえったの

か｣と言ってしまうと、瀬戸内海全域で環境が同復しているかのような､誤ったメッセージ

になりはしないか｡多くの視聴者が､そう受け止めたのではなかろうか？

翰浅場･干潟のアサリはどうか？

古くからの潮干狩り場は､他の海域からアサリの稚貝を購入・放流してやっと潮干狩り

を維持しているのが実態だ｡新Ｊ１ﾆさんもご指楠のように､瀬戸内海の象徴的生物、かつ重

要な水産資源であるアサリが全域で激減したままである。もとより、アサリも浅場・干潟

ＪＡＷＡＮ通信No.1072014.5.311２



の水質浄化力が高いことでは知ら

れている浅場・干潟の生物だ。

鯵イカナゴはどうか？

イカナゴは瀬戸内海の魚たちの

食物連鎖の最底辺を構成する小魚

である。海砂採取による砂場の減

少、アマモ場の減少などで､減少の

一途をたどっている。折しも４月１１

日、同じＮＨＫが中・四国地方の数

県で放送した｢海と生きる」では、

イカナゴ漁獲量（右写真）は1980

年比で4分の1の２万ﾄﾝ前後に落ち

込んだと伝えていた。とともに､香

川県庵治漁協だけが唯一、1960年㈹

瀬戸内海におけるイカナゴ漁獲量の推移

川県庵治漁協だけが唯一、1960年代後半の梅砂採取に伴う漁業補償金の受け取りを組合の

総意として拒否したことを伝えていた。「イカナゴ漁を後世に残すために」と。事実、イカ

ナゴ漁が毎年のように続けられているのは、ごく限られた海域になっている。

瀬戸内海にあって､イカナゴは魚介類の底辺に位置し、タイやサワラなど絶好のエサと

なっている。そのイカナゴの復活なしには､上位種たるタイやサワラの同復も望むべくも

ない。

瀬戸内海の漁獲高は1985年ごろをピークに激減し、それも養殖漁業が大半を占め、－本

釣り樵は微々たるものになっているのが厳然たる現実である。

ＮＨＫには､海の食物連鎖の底辺に位置し､水質浄化に大きく寄与する魚介類､アサリや

イカナゴの激減という現状と、その原因を究明するレポートを期待したい。

、「

2014年3｣ｊ２３Ｈ放送｢ＮＨＫスペシヤノレ

里海SATOUMl瀬戸内海

瀬戸内海の環境がここ数年､劇的に良くなってきたと研究者や漁師は口をそろえる。

高度経済成長期には赤潮が頻発した｢瀕死の海｣が、なぜよみがえったのか｡人も海の一

員と考え、自然のお世話をしながら命のサイクルを活性化させる｢里海｣が､海の力を回

復させたのだ。この日本独特のやり方は今､“SATOUMI,'として世界に注目されている。

汚染や海洋資源の枯渇に悩む世界中の海の解決策として､導入が始まっている。

１１１'合いでカキを養殖するカキ筏で繰り広げられる自然の大スペクタクル。「海のゆり

かご｣アマモ場の生き物たちの競演｡絶滅寸前からよみがえった｢生きている化石｣カブ

トガニや、イルカの．仲間スナメリの貴重な映像…。四季折々の瀬戸内海の映像美を堆能

しながら、Ｍ|三界が熱い視線を送る｢里海の↑''二界｣にいざなっていく。

（ＮＩＩＫホームページの番組案内より）
し ノ
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野鳥観察を通して都市環境の変化を読み取る1１

法政大学人間環境学部４年松田弘一郎
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◎学生'二よる野鳥観察会

llIiiiliiiiil1iiiillliiiii1iii1I
私の所属する法政大学人間環境

学部の高田雅之教授ゼミでは、ゼ

ミ生が有志で｢野鳥班｣を結成し、

昨年度から野鳥観察会を定期的に

実施しています。ただ野鳥を観察

するだけでなく、野鳥観察を通し

て、都市における自然環境の変化

を読み取る能力を養うことをＦ１的

としています。

昨年度は、法政大学周辺を中心

とした135地点で野鳥観察会を実施ニレノーュＯＵＪ世`､爪Ｌ巽卯'雨11罪ﾗﾃﾐ弓E再延フハご〃巴
新宿御苑での野鳥観察会

し、６４種類の野鳥を発j,,Lすること

ができました｡今年度もゴールデンウイーク明けから活動を本格的に始めています。これ

からのシーズンは暑さと戦いながら野鳥観察会をすることになりそうです｡今年度は観察

エリアを徐々に拡大させ、１００種類の野鳥を観察することを目指したいと考えています。

◎野鳥図鑑の作成、そして図鑑のＩＴ化へ

野鳥班では、これまで観察してきた野鳥

をゼミ生オリジナルの野鳥図鑑にまとめる

ことにより、野鳥に対する理解を深めてい

ます。この野鳥図鑑の特徴は､野鳥に関する

知識を並べるだけでなく、野鳥を観察した

時のゼミ生の感想や､野鳥と生息環境との

対応などを』:L体的に明記している点です。

現時点で、図鑑に褐減している野鳥は約５０

種です｡今後もさらに掲栽数を増やすこと

にしています。また、スマートフォンやタブ

レット端末からも野鳥図鑑のデータを見ら

れるようにすることにより、観察した野鳥

の種類をいつでも下1怪に確認できるような

工夫もしています。

篭

鱸蕊

腫一

感７F

弓些疽▲

Ｉ

’
１

「

[Ｂｉ．
『Ｉ

ゼミ生オリジナルの野鳥図鑑
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。“Hosei-IBA,，の選定

ＩＢＡは｢ImportantBirdArea｣の略称です。日

本語に直すと「野鳥を指標とした重要生息環

境｣となります｡Hosei-IBAとは､野鳥班が生み

|Hした造語であり、「法政大学周辺（東京都千

代田区金城）における、野鳥にとっての重要

生息環境｣という意味です。

野鳥班独自の指標を作成し、その指標と野

鳥観察会のデータを照らし合わせながら、主

に水辺環境を中心にHosei-IBAを選定していま

す｡都市部の他の区と比べ､千代田区には野生

動物にとって重要な水辺環境が比較的多く残

されています。皇居を囲む内濠や外濠､北の丸

公園、、比谷公園などです｡野鳥を指標としな－－発Ｐ１Ｕ、、ロンｕＰｌ･」一弐１回ﾕＩ？仁トー、刀Ｏ二三J'ＤＵｑ－ＪＦｌｌ刀可←Ｌ／りず､

市ヶ谷濠で見つけたカワセミ
がら、こうした貴重な都市の水辺環境を守る

ことの大切さを示していくことを､Hosei-lBAの選定の目的としています｡現時点では、力
ひんぱん

ワセミを頻繁に観察した71アケ谷濠（外濠のひとつ）や､千代'１１区内屈指の/|（鳥の種数を誇

るし|｣の池（北の丸公園）、千鳥ヶ淵などを}-[osei-IBAに選定しました。

さらに今年度はHosei-IBAに選定した地点をパンフレットにまとめ、千代田区民や区内

にある企業にHosei-IBAを紹介・発信していきたいと考えています。普段あまり自然に接

する機会のない都市部の方々に､都市における水辺環境の存在の貴重さを認識してもらう

と同時に、野生生物との共存について考えてもらうきっかけを提供できれば、と思ってい
ます。

◎さらなる取り組み

今年度は､野鳥の餌台の設置にも取り組んでいます｡ペットポトルと小枝を材料とした

餌台をゼミ生が作成し、それを大

学付近の某所に設置しました。さ

らには自動撮影装置も取り付け、

野鳥の餌台の利用状況のデータ

を定期的に取ることにしていま

す。

また、野鳥観察会に加え､今後

は一般の方々向けの探鳥会を月

に一度のペースで開催し､ゼミ生

自身のインタープリテーション

能力（野鳥の特徴や生態などを

説明できる能力）の向上にも努

めていきたいと考えています。
野鳥班の集合写真
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■｢干潟ロ湿地を守る日2014｣イベント報告

和白干潟のクリーン作戦と自然観察

T2，催

実施Ｈ

場所

参加者

和日干潟を守る会

2014年４月261ゴ

和白干潟（福岡市東区和日）

235人

和F1干潟のアシ原ではアシの新芽が伸びて、緑と冬枯れの藷のコントラストが綺麗で

す｡ハマニンニクの穂が花を付け、アシ原の小道には満開のハマエンドウが咲き乱れてい

ます。Ｆ１や薄紫のヤマフジと白いノイバラ、ハリエンジュに後背林の緑が映えています。

和|劃干潟ではカモたちが少なくなりましたが、春の渡りのシギ類、ミヤコドリ、クロツ

ラヘラサギ、マガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、コガモ、カルガモなどが見られます。

干潟ではコメツキガニが活発に動き値1っています｡足の踏み場もないいほど砂団子が多

く、今春生まれた小さなカニがたくさんいます。

これからはいろんな種類のカニや､干潟の生き物たちの行動が活発になります。また、

潮干狩りの方も多くなります。この上|の潮干狩り客は700人ほどでした。

クリーン作戦は、「干潟・Ｗｉｌｌ地を守る|ﾖ」と全'1ﾐ1春のピーチク、－ンアップのイベントと

しても位置づけました。クリーン作戦のあとは、キヤノン企画の潮干狩りもおこなわれま

した。

最初に｢干潟・湿地を守る日」の宣言をし、参加者の賛同を得てから清掃をはじめまし

た。大勢の方の参加

があり、干潟、沿岸、

アシ原と、広範囲に

清掃することができ

ました｡清掃後は､野

鳥観察やお茶を飲み

ながらの歓談をしま

した。

お陰さまで干潟は

見違えるように綺麗

になりました。和白

干潟を皆の力でいつ

までも守り続けたい

ですね！

（山本鹿子）

戸
・
■

卓

｝

235人が参加した和白干潟のクリーン作戦
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ｑ｢干潟｡湿地を守る日2014｣イベント報告

｢春の野みちと食いしん坊｣＆

国Ｓバイパス･クリーンアップ大作戦

主
共

催
催 ＮＰＯ法人ウエットランド中他見

ナチュラリスト敦賀･緑と水の会､中池見湿地トラスト、

中池見を．伝える女たちの会

実施に１

場所

参加者

2014年４月２７日

中池見湿地(福井県敦賀市）

32人

1990年から実施しているアースデー(世界湿地

の日:４月２２日)行事｡干潟・湿地を守るＨが定め

られてからは合同行事として開催しています。

毎年、メディアでもその活動がとりあげられ､中

池見湿地での|司例行事としてＴＩＴ民の間でも定着

しています。

中池見湿地の存在と保存の重要性を広くアピ
中池見湿地トラスト１号地での昼食会

_ﾉﾚすることを主眼に自然観察会をメーンに企面してきました。1996年に湿地両側山裾を

南北に通過する国道８号バイパスが開通し、中池見に停車帯が設けられて以来､休憩する車

や通過する車からのゴミのポイ捨てに悩まされています。湿地の水環境への懸念とともに

美観も害するとして、主行事｢春の野みちと食いしん坊｣に先立って、参加者での一斉清掃

を｢国8バイパス・クリーンアップ大作戦｣と銘打って同時に行うようにしています｡近年

は､清掃で回収したゴミを国交省が収集という協力をいただいています。

清掃終了後、自然観察を行いながら昼食場所へ移動、自然の恵みに感謝しながら野草の

天ぷらを賞味､交流という内容です。フ

ォルクローレやオカリナの野外演奏会

を同時開催するなど､毎年いろいろな企

画を組み合わせて楽しみながら、地球の

こと、自然のことなどに思いを巡らせよ

うという一日にしています。

今年は､かつて巾他児で農耕が行われ

ていた頃使われ、繭宝したという山んぽ

への揚水用の水市、「踏車｣の復元したも

のの設置､体験を福井大学研究室の協力

で行い､農耕文化の‐端にも触れること

ができました。（笹木智恵子）
復元された｢踏車｣設置･体験
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■「干潟｡湿地を守る日2014｣イベント報告
おぴつが杉 ばんず

小櫃jIlj可ロ干潟(盤洲干潟)観察会

主，催

実施|」

場所

参加者

下葉県野鳥の会

2014年５月３１二１

小植川河口干潟

20人

(盤洲干潟）（千葉県木更津市）

木更津市の小櫃川河口に広がる

盤洲干潟は､東京湾でただlか所､原

風景（自然の海岸線）が残されて

いる場所です。日本で唯一の'二|然干

潟ともいわれています｡干潮時は約

2キロ沖まで干潟が現れます｡約800

ヘクタールの広大な面積をもつ日

本最大級の砂質干潟です。

■

篝

広大な干潟で野鳥を観察する参加者

中洲では、たくさんのチゴガニが巣穴

から身を乗り出し、白いハサミを振る

｢チゴガニダンス」で出迎えてくれまし

た｡チゴガニは大人の小指の先ほどの大

きさです。

観察会では、さまざまな烏や底生生

物､植物を確認することができました。

鳥は、ダイサギ、チュウサギ、チュウシ

ャクシギ、メダイチドリ、ハマシギ、サ

ルハマシギ、キアシシギ、ダイゼンなど。

蕊
喜鎮

中州にて ルハマンキ、＝やノミンンキ、グィービj／唾と。

底生生物は、チゴガニ、アシ'､ラガー、

サキグロツメタガイ、ホソウミニナ、イゴサキゴ､ニホンスナモグDなどです。

干潟（前浜）の近くにある池（浸透実

験池）には､約400羽のカワウがいまし

た。ここはカワウの繁殖場所となってい

ます。

この日の特徴は、チュウシャクシギが

多かったことです。また、めったに見ら

れないサルハマシギもいました。春と秋

に飛来する旅烏です。めずらしい鳥を見

ることができ、参加者は感激でした。

（編集部）

豆ゴ万一・

カワウのコロニー（浸j蚕実験池）
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■「干潟｡湿地を守る日2014｣イベント報告
さんばんぜ

三番瀬Ei然観察会

千葉県野鳥の会、日本野鳥の会東京

2014年５月４ｐ

三番瀬の船橋側（千葉県船橋市）

50人

主催

実施ｎ

場所

参加者

ii霧iiiiii鑿iiillli1鑿iiiiiiiiiliiiiifiiiii
釜罰＝ｺｰﾋ:夙必醤

iilii1ii1iiiiii鑿iiii1lliii篝iiiiiiii
はじめはオリエンテーシ

ョンです｡案内者の円久保

晴孝さんが、三番瀬の概要

や水鳥について説明しまし

た。埋め立てによって東京

湾の干潟は9割も減ってし

まったこと、三番瀬を`恒久

保全するためラムサール条

突堤から水鳥を観察

約登録の運動を続けているがなかなか登録できないこと、などです。「渡り鳥のオオソリハ

シシギは､アラスカからニュージーランドまで太平洋を1万1千キロも無着|膳で飛行してい

る。きょうは､そういう鳥を見ることができる｣。そんな話もしました。

海浜公園前の干潟では４月１３日から６月29日まで潮ｆ狩りがおこなわれています。この日

は、ゴールデンウイークの真っ最中ということで、ものすごい人出でした。この日の潮干

狩り客は1万6千人です｡水鳥は､人が近づかない遠くの干潟や浅瀬､カキ礁､杭の上などで

エサを採ったり、休息したりしていました。

３４種類の水鳥を見ることができました｡オオソリハシシギ（119羽）やダイゼン（120羽）

をはじめ、メダイチドリ、キアシシギ、キョウジョシギ、ダイサギ､チュウシャクシギ、オ
バシギ、コアジサシなどです。めずらしいオオメダイチドリも１羽いました。オオメダイチ

ドリの夏羽は､胸が赤くなっています｡三番瀬観察会に初めて参加した人は､たくさんの

鳥や､珍鳥のオオメダイチドリなどを見ることができて大喜びでした。（編集部）

砂浜や干潟は1万6千人の潮干狩り客で大にぎわい
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事務局長は牛野くみ子さんに決まりまし

た｡ＪＡＷＡＮの新役員は次のとおりです。

◇共同代表:迂淳夫､山内美登利

◇運営委員:牛野くみ子、笹木智恵子、

青木敬介､岡'11和樹､松本宣崇、

中山敏則､水間八重､山本鹿子、

御簾納照雄､鈴木マギー

◇事務局長:牛野くみ子

◇事務局:`伊藤恵子､細田邦子、中山敏剛、

御簾紬照雄

◇監事::細H1邦子

◇アドバイザー:小林聡史、中丸素明

〔顛覺。顛覺

■2014年度ＪＡＷＡＮ総会

Ｆ１本湿地ネットワーク（ＪＡＷＡＮ）は３

月１６日、広島市内で2014年度の総会を開き

ました。山内美溌利副代表が開会あいさつ

をしたあと、議長と議事録署名人を選出

し､議事に入りました。

議案第１号は2013年度事業報告です。和

白地域交流センターで開催したシンポジウ

ム「日本の湿地を守ろう」や､年4回開･催し

た運営委員会、３回発行のJAWAN通信など

について報告がありました。なお､JAWAN

としての事業報告ではないのですが､辻淳

夫代表の長年の活動や執筆文をまとめた

『ちどりの叫び、しぎの夢』が東銀座出版社

から刊行されたことを付け加えておきま

す。

議案の第２号は決算報告｡第３号は2014年

度事業計画案です。「干潟･湿地を守る日

2014｣のキャンペーン、シンポジウム「日本

の湿地を守ろう2014～-瀬戸内の湿地。中

国山地の湿地～｣の開催などが報告されま

した｡第４号は2014年度予算案です。

議案第５号は次期役員の選任です｡代表

は辻淳夫さんと'1|内美登利さんが共|司代表

に選ばれました｡,伊藤昌尚さんが昨年末に

辞任した事務局長は､総会の時点では未定

とし、「運営委員会預かり」として別途協議

することになりました。

議案のその他では､2015年度総会の開催

日と開催場所を協議しました。開`催予定日

は2015年３月～５月を目途とし、開催予定場

所は東京または徳島が候補としてあがりま

した｡総会参加者は約30名でした。

（細田邦子）

■JAWANの新役員

４月１０ロに臨時の運営委員会が開かれ、

かなり前の話です。「みんなの力で守ろ

う三番瀬｣と題した大集会が2010年11月、

船橋市内で開かれました｡三番瀬のラムサ

ール条約登録を目的とした集会です｡６００

人が参加しました。その実行委員会で、船

橋市漁協の大野~敏組合長（当時）はこう

述べました。「埋め立てを抑止して三番瀬

を残すためには､,保全条例を制定すること

が必要だ。しかし、埋め立て賛成派が県議

会の多数を占めているため､保全条例はつ

くれない｡だから、私たち船橋市漁協は､手

っ取り早い方法としてラムサール条約登録

をめざしている。政府も自治体も、役人は

勉強しない。だから、海や食料資源を守っ

たり確保したりすることの大切さがわから

ない｡情けないことだ｣。ごもつともな主張

です。ところがその後、埋め立て推進勢力

の巻き返しが強まり、2012年６月に開かれ

た船橋市漁協の総会で大野組合長は退任を

余儀なくされました。そして、同漁協は

2008年に採択したラムサール登録賛成決議

を否認しました。こういう現実をみすえた

うえで対応することが大事だと思います。

（しﾄリ
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