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｢瀬戸内法改正案｣(自公案)の修正を求める

～環瀬戸内海会議～
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題自民・公明両党による改正案の問題点

自民・公明両党は先の通常国会に｢瀬戸内海環境保全特別法改正案｣を提出しました。こ

の改正案は大いに問題ありです｡主な問題点は3つです。

①現行法にある｢富栄養化による被害発生の防止｣の条項を削除するとしている。

②現行法第1条に記載されている「自然海浜の保全等｣を｢自然海浜の保全､環境保全のた

めの事業の推進等｣に改めるとしている。

③瀬戸内海の環境悪化を防ぐためには埋め立て禁止が必要なのに､それを無視している。

ようするに、一方で埋め立てを

認め、他方で再生事業などを進め

るというものです。

詔改正案の修正を求める

そこで、環瀬戸内海会議は自公

案の修正を求めて国会ロビー活動

を続けています。環瀬戸内海会議

が求めている修正点は3つです。

①｢富栄養化による被害の発生の

塵
一
ｔ

、

江田五月参院議員(左)に要請する環瀬戸内海会議のメが求めている修正点は3つです。

①｢富栄養化による被害の発生のンバー＝９月19日
かんが

防止｣の条項は尚Ｉ除せず､富栄養化が赤潮と貧酸素海域を発生させてきたことに鑑み、

赤潮と貧酸素海域の対策を盛り込む。

②改正案では｢自然海浜の保全､環境保全のための事業の促進等｣に改めるとしているが、

「事業案｣の内容が具体性に欠け､環境破壊につながりかねないので改正しない。

③現行法第13条では､公有水面埋め立ての承認について｢瀬戸内海の特殊性につき十分配

慮しなければならない｣とある。これを｢特別な必要がない限り原則として禁止とする」

に改める。

一部の漁協や漁連は改正案の早期成立を求め、こんなことを陳情しているそうです。

「瀬戸内海はきれいになりすぎたのでノリの色落ちがひどい｡富栄養化は解決した｡いま

問題になっているのは"貧栄養化"だ｡流入河川に堆肥（肥料）をまくなどの対策を講じて

ほしい」

環瀬戸内海会議は議員にこんな話をしています。

「"貧栄養化"は瀬戸内海のごく一部で起きている局地的．特殊的現象である。全体的には

富栄養化が問題となっている。富栄養化を原因とする赤潮はいまも年間100件くらい発生

している。青潮も深刻な被害をひきおこしている。青潮は、富栄養化の著しい海域におい

て底層の貧酸素水塊が表層に上昇するため貧酸素海域になってしまうという現象である。

富栄養化を原因とする赤潮や貧酸素海域の慢性的発生は､瀬戸内海の豊穣の海を損なって

いる。とりわけ、富栄養化の結果としての貧酸素化対策は不可欠である」

ワ
ｊＡＷＡＮ通信No.１０９２０１４.ｌＬ３０



これまで約20人の議員に要請しました｡福山守衆院議員（自民､徳島､環境大臣政務官、

衆院環境委員会委員）、水岡俊一参院議員（民主､兵庫､参院環境委員会理事）、近藤昭一

衆院議員（民主､衆院環境委員会理事）、吉田泉衆院議員（民主､衆院環境委員会委員）、

玉木雄一郎衆院議員（民主､香川）、江田五月参院議員（民主､岡山）、菅直人衆院議員（民

主､宇部市出身）、清水貴之参院議員（維新､参院環境委員会委員）、田沼隆志衆院議員（次

世代､衆院環境委員会委員）、桜内文城衆院議員（次世代､愛媛）、市田忠義参院議員（共

産､参院環境委員会理事）、仁比聡平参院議員（共産､福岡）、吉田忠智参院議員（社民、

大分）、亀井静香衆院議員（無所属、広島）などです｡何人かの議員が両院の環境委員会

で修正意見を出してくれることになりました。
Ｉ

詔環境省と話し合い

改正案について、環境省大臣官房の早

水輝好審議官（水・大気環境局担当）と

も話し合いました。閉鎖`性海域対策室の

根木桂三室長なども同席です。

審議官は｢瀬戸内法改正案は議員立法

なので行政府はタッチできない」としな

がら、「富栄養化による被害発生防止｣条

項の削除についてこう述べました。
環境省の審議官など(左奥)と話し合い

「瀬戸内法が制定されたあとで水質汚濁
＝１０月１０日

防止法を改正し、ＣＯＤに加えて窒素・リ

ンも総量規制するようになった。なので､『富栄養化による被害発生防止』条項を削減する

という改正案は問題がない」

これに対し､環瀬戸内海会議は次のように話しました。

「水質汚濁防止法によって窒素・リンの総量規制がされているというのはわかる。しか

し､瀬戸内海では富栄養化が相変わらず問題になっている。また､海域によって違いがあ

るが、赤潮や貧酸素海域も慢性的に発生している。瀬戸内法の制定時は貧酸素海域の問題

は考慮されていなかった。その後､水質汚濁防止法にもとづいて窒素・リンの総量規制が

されることになったが、うまくいっていない｡瀬戸内法改正案（自公案）は、こうした赤

潮や貧酸素海域をどうするかいうことについていっさいふれていない」

「中央環境審議会による答申『瀬戸内海における今後の目指すべき将来像と環境保全・再

生のあり方』や環境省が示した『瀬戸内海環境保全基本計画｣変更案では､富栄養化と貧酸

素氷塊の問題や､その対策にもふれている。しかし、自公案はそれらについてまったくふ

れていない｡そればかりか､現行法にある富栄養化被害発生防止の条項を削除するとして

いる。この条項を削除すれば、もう富栄養化対策は講じなくてもいいと読みとられてしま

う。だから、私たちは削除に反対している」

「改正案の早期成立を求めている－部漁協は、ノリの色落ちの原因として"貧栄養化'をあ

げている。しかし、ノリ色蒋ちの原因はいろいろある。たとえば神戸沖では､潮の流れが速

いところでノリの色落ちが起きている。潮の流れが速いと栄養分が流れてしまう。香川県

もおなじだ｡逆に、有明海のように、富栄養化が進んでいる海でもノリの色落ちが起きて

いる。したがって、ノリの色落ちと"貧栄養化"を結びつけ､瀬戸内海の富栄養化は解決し

たというのは短絡的だ」 （文責・編集部）

§JAWAN通信No.'０９２０１４１１．３Ｃ
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｢瀬戸内法改正案｣の問題点を説明
～民主党環境部門会議～

リル系プール、

環瀬戸内海会議事務局長松本宣崇
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環瀬戸内海会議（環瀬戸）は10月２２日、

中央環境審議会水環境部会瀬戸内海環境保

全小委員会の第７回会合を傍聴した。その

あと民主党の環境部門会議に出席し、「瀬

戸内法改正案」（自民・公明案）の問題点

を説明させてもらった。

。中環審。瀬戸内海小委員会

瀬戸内海小委員会の会合は環境省で開か

れた｡環瀬戸から8名が傍聴した。主な議題

は､瀬戸内海環境保全計画の変更案に対す

るパブリックコメントの結果と、その対応

であった。

委員は岡田光正委員長（放送大学教授）

ほか22名が出席した。会合では､変更案に

意見を反映させた対応案をめぐり、用語な

どの簡単な発言があっただけであった。果

たしてこれで本当に瀬戸内海の環境保全が

飛躍的に向上するのかと思わざるを得ない

会合であった。

長屋信博・臨時委員（ＪＦ全漁連=全国漁

協連合会・専務）は､基本改革がＪＦの意向

を入れてまとまったことに謝意を表明し

た｡続いて岩|埼誠・専門委員（中国新聞社

論説委員）が、「自民・公明両党提出の瀬

戸内法改正案が通ったら、この計画を変更

するのか」と質問した。当局側の答弁はし

どろもどろで暖味だった。閉会後の雑談も

含め、目公案の話は知らない委員が多いよ

うな印象であった。

自公案をまったく無視して審議していた

点は驚きだった。もとより、目公案の主要

点となっている富栄養化防止条項の削除な

どは議論にもならなかった。

□民主党環境部門会議

出席議員は次のとおりである。衆議院議

員は近藤昭一、福田昭夫、吉田泉、参議院

議員は水岡俊一、江田五月、長浜博行、浜

野喜史の各議員。ほかに、欠席議員の秘書

が多数出席した。

会議は近藤昭一・民主党ネクスト環境大

臣のあいさつと水岡俊一・同副大臣の司会

で始まった｡我々がこれまで何度も接触し

てきた議員である。

環瀬戸からは、阿部悦子共同代表、青木

敬介副代表、湯浅一郎顧問の３名が報告し

た｡環境省水環境課閉鎖性海域対策室の根

木桂三室長も出席し、瀬戸内海の現状（初

歩的な話）と基本計画の見直しについて説

明した。

環瀬戸,側の報告は､①自公案に対する意

見の概要、②赤潮と貧酸素海域､汚染の現

状報告､③自公案に対する環瀬戸の修正案

である。瀬戸内海汚染の元凶は埋め立てで

あることも強く訴えた。

続いて質疑が行われた。江田議員は、「今

も環境行政の基本になっている中環審答申

は自分が環境大臣をしていた当時のもので

ある。この基本を大切にしたい」と発言さ

れた。

瀬戸内海の現状については、きれいにな

りすぎて貧栄養化になっているのか､それ

とも富栄養化が続き貧酸素海域をもたらし

ているのかをめぐり、認識が大きく分かれ

ている。また､再生･創出事業のための法律

なのか、環境保全のための規制法なのか、

瀬戸内法の`性格そのものが問われている。

環瀬戸は、自公提出の瀬戸内法改正案に

ついて、最新の科学的に基づく慎重審議を

求めた。一定の理解を得たのではないかと

考えている。

４ JAWAN通信ＫＯ1092014.11.30
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諌早開門を必ず実現
一確定判決の実行を－

弁護士馬奈木昭雄
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諌早湾干拓地の開門問題をめぐり、国

（農水官僚）は、開門したくない一心でご

まかしの主張を続けている。

国は､福岡高裁判決により開門を命じら

れ、しかも上告を|折念して、自ら開門義務

を受け入れ実行することを確定させたにも

かかわらず、官僚は、その実行を手を変え

品を変え拒み続けている。確定判決を国が

実行しないなどということは､憲政史上初

めてとのことで、とうてい許されない。

官僚は､確定判決の実行を差止めた長崎

地裁の仮処分決定によって､相反する二つ

の義務を負ったため、どちらか一方を選択

することができない、と主張している。ま

た、開門を実行するために、開門によって

生じる営農者などの被害を阻止するための

対策事業に着手しようとしたが、現地で実

力阻止を受け、工事に着手できないため開

門することが不可能になっている、とも主

張する。しかし、これはいずれもごまかし

の主張に過ぎない。

まず何よりも、確定判決が国に開門を命

じたのは､干拓工事に着手して以後、工事

によって有明海に発生した漁場環境の異変

と、それによる重大な漁業被害を防止回復

し、有明海を再生させるためには、開門が

必須の条件だと判断したからである。しか

し、官僚や開門に反対する長1崎県知事など

は、この現在発生している重大な漁業被害

を否定し、その被害防止を無視する。その

上で開門したら生じるかも知れない被害だ

けを一方的に強調するのである。

そこで問題の本質は、開門する義務と開

門してはならない義務が衝突しているので

はない。国はそのどちらの立場に立つのか

の選択をすることは許されない｡答えは明

確であり一つしかない。二者択一の選択で

はな<、漁業と農業のそのいずれをも満足

することである。すなわち、まず漁業被害

を防ぐためには、確定判決が命じるとお

り、開門することである。一方、その開門

によって生じる恐れがある被害について

は､被害発生を防止するために必要な対策

工事をきちんと行うことである。

開門を差止めた長崎地裁の仮処分決定

は、対策_'二事が行われる可能性が低いと判

断して、農業被害が起きる恐れを考慮して

いる。それならば､国は開門する腹を決め、

営農者が納得できる対策工事をすることが

必要である。

その対策工事を行うための手段として

は、開門をめぐる訴訟が係争中の福liftＩ高裁

と長崎地裁で（訴訟の進め方を話し合う）

進行協議か和解協議の場を設定して、国と

営農者､漁業者の3者が工事内容を細かく

決める。営農者が開門に反対するのは『（農

業被害が生じて）国にだまされるに決まっ

ている」という国への不信感があるからで

ある。裁判所をアンパイア(審判)にして､農

業者も納得のいく案を作成し、協議の結論

に強制執行できる法的な担保をもたせれば

いい。営農者には、国の対策工事案のどこ

が悪いのか具体的に指摘してもらう。漁業

者も一緒に良い方法を考え、国にせまる。

開門反対を主張する人たちがその協議に

も応じない、ということはまさに駄有をこ

れているだけで、不合理極まりない態度で

ある。

私たちは開門を求めて､現在国に強制執

行の手段として間接強制金を、毎日４５万円

支払わせている。このような無駄な支出を

あえて行い続ける国・官僚に対し、国民の

怒りの声を集中していくたたかいが、今、

求められている。

ｂＪＡＷＡＮ通信No.'０９２０１４．１１．３０
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■ラムサール条約登録をめざして
わとろ

和Ｉ≧Ｉ干潟
和白干潟を守る会代表山本廣子
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博多湾の和白海域は2003年に

｢国指定和白干潟鳥獣･保護区｣に

設定されました｡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。

国指定鳥獣保護区設定から１０

年経過した2013年11月に設定の

見直しがあり、「国指定和白干潟

.多々良川河口鳥獣保護区｣とし

て普通地区のまま10年間の継続

になりました。
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和白干潟は｢国指定鳥獣･保護区の特別保護地区｣に指定されなければラムサール条

約登録地になれません｡2012年７月にルーマニアでラムサーノレ条約第１１回締約国会議

が開かれ、日本の9か所が新規登録されました。九州の干潟では初めて熊本県の荒尾干

潟がラムサール条約に登録されました。

現在､九州の干潟としては佐賀市が東与賀町の干潟のラムサール条約登録を目指す

活動を始めています｡和白干潟も早くラムサール条約登録地にしてほしいのですが、

福岡市は和白干潟のラムサール条約登録に熱心ではありません.

＊和白干潟を守る会の取り組み

和白干潟を守る会では、和白干

潟の保全のために、クリーン作戦

をしたり、地元の学校や成人対象

に自然観察会を続けてきました。

2012年には福岡市長に「ラムサー

ル条約登録実現を求める要望書」

を提出し､2012年11月から｢和白干

潟のラムサーノレ条約登録を求める

署名」を始めました｡街頭署名活動

もして､2013年12月には第１次集計

分を福岡市長(6728名分)､環境大臣
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和白干潟の観察会
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クリーン作戦
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コラムサール条約登録をめざして
さんばんぜ

三番瀬
牛野くみ子・中山敏則
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わが国におけるラムサール条約登録の最大

の問題点は､地元自治体などの同意が登録条

件となっていることである。したがって、自治

体が開発を意図している湿地は、どんなに重

要であっても絶対に登録されない。自治体が

開発を断念しないかぎり登録は不可能となっ

ているのである。ラムサール条約の目的は､開

発の危機にさらされている重要湿地を国際的

に保護することだ。日本政府は条約締約国に

課せられた責務を果たしていない。その典型

例は三番瀬である。

＊登録が進まない理由

三番瀬は東京湾最奥部に残る唯一の自然干

潟･浅瀬だ。日本屈指の野鳥飛来地となってい

る。冬は10万羽近くのスズガモが飛来する。

;i蕊ﾃ志野市
llijIMi

虹京稲

欝壜{ii甕墨
千雫巾
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ふく‘iＷ ｌ璽勒立て地

千葉県が1993年に策定した新たな埋め立て計画は､反対運動の高まりにより2001年９月

に白紙撤回となった｡埋め立て中止を求める署名は30万を超えた。白紙撤回したのは堂本

暁子知事（当時）である。だが、この「白紙撤回｣は｢完全撤回｣ではなかった。いったん白

紙にもどし､新たな開発計画を策定するというものであった。

堂本知事は埋め立て計画の白紙撤回を表明したさい､第二東京湾岸道路を三番瀬に通す

ことを明言した。この道路は埋め立て計画の主目的となっていた。県議会で圧倒的多数の

議席を占めている自民党はこの方針を受け入れ､埋め立て計画の白紙撤回を容認した｡三

番瀬をめぐるその後の動きはこれが原点になっている。

県は第二湾岸道路を三番瀬に通すことに躍起となっている。この道路は､埋め立て地は

すべて8車線の用地が確保されている。だが､三番瀬で中ぶらりんになっている。三番瀬保

全団体が反対しているからである。三番瀬を通るルートが決まらないので､第二湾岸道路

はなかなか具体化できなし堤璽驫は早期具体化を県に強く要請している。
県の意図は､浦安寄りの猫美川河口域（市川市塩浜2,3丁目地先）を｢三番瀬再生｣や｢干

潟鰄境形成｣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さい
に沈埋方式（ポックスカルバート方式）で第二湾岸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根本原因はここにある。三番瀬のラムサール登録は、国指

定鳥獣保護区の特別保護地区に指定されることが前提条件である。特別保護地区に指定さ

れると、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律｣により道路建設や人工干潟造成は規

制される。当然である。

しかし県は、「第二湾岸道路を通したいからラムサール条約登録はできない｣とは言わな

い。「漁協など関係者の合意が得られない｣｢すべての関係者が同意しなければ登録できな

『
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い｣を言い訳にしている。その一方で､平成２１

(2009）年６月定例県議会の予算委員会では、

｢三番瀬のラムサール条約登録はなぜできな

いのか｣の質問に対し、自然保護課長が「（登

録されると）水面の埋め立てとか､建物等の

建設など､一定の行為は環境大臣の許可が必

要になる」と答えた。これは､思わず本音をも

らしたものである。

＊攻防がつづく

埋め立て計画が2001年に白紙撤回になったあと、三番瀬は人工干潟造成とラムサール条

約登録をめぐる攻防がずっとつづいている。

白紙撤回のあと、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

ーノレ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条約登録

を求める意見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。同漁協の大野一敏組

合長（当時）は、「漁師がラムサール条約登録に反対するのは自分のクビを絞めるのと同

じ｣と訴えた｡地元の船橋､市川、浦安3市で構成する京葉広域行政連絡協議会も2010年､三

番瀬のラムサール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」（約70団体で構成）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｣｢漁場再生が先｣と

主張していることを口実にし、ラムサール条約登録を否定しつづけた。

そうこうするうちに､埋め立て推進勢力の巻き返しが強まった｡2012年６月、船橋市漁協

の総会が開かれ、ラムサール登録推進派の大野_敏組合長が退任となった。同漁･協は同年

12月に臨時総会を開き、ラムサール条約登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ノレ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」（｢千葉県野鳥の会｣とは別団体）である。

両団体は三番瀬の人工干潟造成を主張している。ラムサール条約登録に反対している野鳥

団体は､世界で｢日本野鳥の会千葉県｣だけであろう。奇々怪々である。

こうした中、三番瀬保全団体は､2015年にウルグアイで開かれるラムサール条約第１２回

締約国会議（ＣＯＰ12）での登録をめざし､署名活動などを進めている。また、人工干潟造

成と第二湾岸道路建設を断念させるための運動もつづけている。

野外集会｢三番瀬をラムサールに」

９ＪＡＷＡＮ通信ＫＯ1０９２０１４．１１．３０
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コラムサール条約登録をめざして
しん室ぃ二

新舞子干潟
播磨灘を守る会代表青木敬介
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私がラムサール条約の中身

を初めて知ったのは、1993年に

釧路市で開かれた第５回締約国

会議と、その前に同市で開かれ

たＮＧｏ戦略会議に出席したと

きであった。

そのとき、「播磨灘の新舞子

干潟を登録地にすべき」と思っ

た。なぜなら、新舞子干潟（l40

ha）こそ、そこで示された「ラ

ムサール条約湿地の要件｣、と

くに｢国際的に重要な湿地を指

定するための9つの基準｣にピックリ合致するからである。とくに登録基準の1～３と、７，８

は､まさに新舞子干潟を代弁するような条文である。

広い干潟の西端の岩場から中央の砂場と東端の河口部の泥場まで､毎年春秋に生物調査

を続けてきた｡ベントス（底生生物）の種類は200余種である。そのうちギボシムシなど希

少種が60余種、またヘナタリなど絶滅危倶種が28種もいる（2013年現在）。これは､それ

ら希少種や絶滅危倶種が生息できる条件をもった得がたい干潟であることの証しである。

＊

続いて私は､1999年のコスタリカサンホセでの第７回締約国会議､2002年スペインバレ

ンシアでの第８回締約国会議を傍聴した｡そして､環境省の対応などを見極めたうえで､た

つの市を中心に｢新舞子干

潟をラムサール条約に登録

する市民の会｣を立ち上げ、

たつの市長に詳しい内容を

話し、環境省に登録を申請

するよう頼んだ。市長も大

乗り気で、それがIHTおこし

になると喜んだ。私たちは

2007年５月、さっそく署名活

動と新舞子の生物を紹介す

るパンフレット「新舞子物

語｣作りにかかり、それらを

市長に手渡した。
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新舞子干潟｡朝日や夕日に照らされた幻想的な美しい干潟を
求め、全国各地から多くのファンやカメラマンが訪れる
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てのひら

ところが､最初あれほど乗り気だった市長が、掌をかえすよう|こ、「市は同調できぬ」
〃つ

と言いだした｡話が前後するが､御津､Tがたつの市に合併する前年､ⅢT会議員で我が会の

役員をしていた茂見君（故人）が当時の町長にこの話をしたところ、町の産業観光課長（当

時）が兵庫県庁へ問い合わせたらしく、県環境局の者が、「ラムサール条約登録は渡り鳥を

保護する条約だから、登録地の観光業者は店の増設も勝手にできない。また漁業権も制約

されるだろう」とデタラメな答えをした。（本当は当事者が勝手にそう問いたのかも知れ

ないが）

そういういきさつがあって､新舞子観光組合長や地元漁業協同組合長（実はこれらは市

長の御津地区後援会の幹部）が反対しはじめたので、「市としても賛同できぬ｣となった。

私らもここで引き下がることはできない。宍道湖の竹下さんや釧路の小林さんたちなど

先進地の人に来てもらって、学習会やシンポを重ねた｡署名も2008年に1万3千筆いただい

て市長・県知事に提出した。だが､彼らはこれを無視した。いや､上記組合長らはさまざま

なデマを流して署名妨害までやった。人間という動物は､デマでも何でも、最初に耳に入
ぬぐ

った言葉を信じたがるものらしし､。このようなデマでも、聞いた人々から拭い去ることは

なかなか難しい。ある程度時間が必要である。

＊

もっとスムーズにラムサール条約に登録できるようにするために、あるいは自然海浜を

保全・復元するためにも、干潟・湿地の生物たち（バクテリアからゴカイ類、そして二枚

貝や海藻たち）の持つ汚濁浄化の力をもっとわかりやすく計量化して人々に示すことを、

生物学会やベントス学会でやってもらえないだろうか。いろんな住民運動でいつもぶち当

たるのが、この生物たちの働きを明確につきつけられないもどかしさである。

Z「￣虹・厩

海浜生物調査
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■ラムサール条約湿地の現状と課題
やつ

谷津干潟
千葉県野鳥の会田久保晴孝
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◇日本の干潟登録第１二

谷津干潟は東京湾奥部に位置する約40haの干

潟である。もともとは三番瀬につながる広大な

干潟の一部であった。千葉県は1969年に京葉港

地区の埋め立てを開始するさい､谷津干潟も埋

めようとした。しかし谷津干潟は大蔵省所管の

国有地であったため、公有水面埋立法では埋め

Ｍｉｉ
ｌ、、船東京都

鑿IjjjhJF-
ii,匙

立てることができなかった。周囲の埋

め立てにより、谷津干潟は長方形の干

潟として残った。

その後、習志野市が谷澤干潟を埋め

立てる計画を打ち上げた。住宅用地な

どの造成が目的であった。そのため、

｢千葉の干潟を守る会｣や｢千葉県野鳥

の会」（当時は日本野鳥の会千葉支部)、

袖ヶ浦団地`住民を中心とする習志野市

民などが共同で大規模な埋め立て反対

運動を繰り広げた｡その結果､市は1984

年に埋め立て計画を断念した。1988年、

1993年、ラムサール条約第５回締約国会

年に埋め立て計画を断念した。1988年､谷津干潟は国設鳥獣保護区に指定された。そして

1993年、ラムサール条約第５回締約国会議（釧路会議）においてラムサール条約湿地に指

定された。日本で7番目、干潟としては初のラムサール条約登録であった。

1994年､谷津干潟自然観察センターがオープンした｡センターは習志野市の施設である。

現在、「社団法人アーバンネイーチャーマネジメントサーピス｣が指定管理者としてセンタ

ーの管理運営業務をおこなっている。

◇シギ･チドリ類が大幅減少

ラムサール条約登録から20年を超えた谷津干潟は､渡り鳥（水鳥）が減少しつづけてい

る。とくにシギ・チドリ類は大幅減少である。シロチドリ、メダイチドリ、ダイゼン､ハマ

シギ、オオソリハシシギ、ダイシャクシギなどである。これらは三番瀬や盤洲干潟などで

も減少している。だが､谷津干潟は減少が著しい。たとえばシロチドリは､1974年は約3000

羽確認されたが2013年は1羽しか確認されていない｡ハマシギも、1986年の4300羽が2012年

は1000羽に激減した。オオソリハシシギは、1990年の約300羽が2012年は140羽に減少した。

セイタカシギはかつて50羽を超えていたが、いまは10～20羽である。

減少の主な原因はつぎの4点である。
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第１は､泥が流出しつづけ、干潟の砂質化が進んでいること

である。下水道の整備にともない､淡水や有機物が流入しなく

なったことも大きい。その結果、底生生物の生息環境が変化

し、シギ・チドリがエサとしているゴカイやカニが減った。

第２は､春と秋にアオサが干潟の表面を覆うことである。こ

れは､淡水が流入しなくなったことに起因する。夏や冬になる

と、そのアオサが腐敗する。

第３は､外来種のホンピノスガイが増えていることである。

びっしりと生息し、ゴカイやカニの生息場所をうばっている。

三番瀬ではホンピノスガイの漁が盛んである。ホンピノスガ

イを採る潮干狩り客も多い。ところが谷津干潟は､漁業権がな

く、国設鳥獣保護区の特別保護地区となっているため、立ち入

りや採取が禁止されている。

第４は､東日本大震災によって干潟が10ｃｍくらい地燃沈下し

i:蕊．
＝ご畠妃：

ｒｌ１ｌ

田久保晴孝さん

第４は､東日本大震災によって干潟が10ｃｍくらい地盤沈下したことである。そのため、干

潟の西`側はほとんど千出しなくなり、シギ・チドリがエサをとりづらくなった。

こうしたことから、環境省関東地方環境事務所は2010（平成22）年度から谷津干潟の環

境保全事業をはじめた｡砂付け（干潟の嵩上げ）やアオサの除去などの対策を進めている。

しかし、今のところ効果は
モニタリングサイト10002011年度冬期シギ･チドリ類の渡来状況

でていないようにみえる。
個体数（B１回s）

０１００００20000３００００40000５．０００６．０００７`０００

◇課題大授脇(佐賀蝋）
荒尾海岸(熊本県）

習志野市はかつて、協議白川河口(熊本県）

会（｢谷津干潟環境保全交不知火干潟(熊本県）
氷111(熊本県）

流会｣）の音頭をとってし、 三番瀬(千葉県）

た。協議会に}まさまざまな藤前干潟(愛知県）
泡諭干潟(沖縄県）

環境保護団体や市民団体、球懸川河口(橘本県）
市民が加わっていた。とこ大阪北港南地区(大阪府）

ろが、環境省が保全事業を九十九里浜南部(千葉県）
与都覇溝(沖縄県）

はじめたころから、市は協中津海岸(東浜x大分県）
議会の音頭取りをやめてし｜谷津干潟倖葉県)’

a52H

3.462

７

、

豚・・密・・・巾…α：．…．

ＺＺＺｚ'〃；

；Ｚ'ＺｚＺ

ＰＺＺｸｸｸｸ 1･1５５

ＺｚＺ／ＩＺＺＺｸ"1.100
ﾌﾜｱヮZ''１．０２５

瓶lVWiLUX俺・111(切刊iW11協鵡全発行『剃Ａｒ間』ｌ:)」

まった。協議会は解散状態

になった。また､市は谷津干潟の保全事業を環境省に丸投げしている。

谷津干潟はいまや習志野市のシンボルになっている。そして､市のいちばんの観光スポ

ットになっている。市民アンケート｢私が選んだ習志野いちばん｣では、「自然・場所｣の分

野で谷津干潟が堂々の1番に選ばれた。これは市の観光ガイドブック（2013年２月発行）に

掲載されている。

谷津干潟は､都心に近く、年間を通じて多くの野鳥が見られる。そのため、野鳥観察や散

策、自然学習などの場として多くの人々に親しまれている。習志野市は、市民が誇りとし

ている谷津干潟の保全に責任と意欲をもってとりくんでほしい｡そのために協議会を復活
か寸・さ臆

させてほしし､。「千葉の干潟を守る会｣などは､協議会の復活を求めたり、上総掘りによる

淡水流入などを提案したりしている。
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ロラムサール条約湿地の現状と課題
ふじ讃え

藤iiiii干潟
ゆきとし

NPO法人藤前干潟を守る会梅村幸稔

今冬や今今÷◇◇＋今冬や今今⑭、今÷÷q6P＊ｆ･今＋＋今÷＋⑭＋争今今今や今十十⑭侭･今十今浄⑭、⑬⑭＋÷＋08･゛⑭●：。今や÷

鯵2002年にラムサール条約登録

藤前干潟は伊勢湾の最奥部にある。庄内川､新川、日光川の3河川が合流する河口部に位

置し､潮が最も引いたときには238ヘクタールという広大な干潟が現れる。
びん

かつて､藤前干潟は消滅の危機に瀕していた｡名古屋市が1981年､干潟を埋め立ててご

み最終処分場を造成する計画を打ち出したためだ。「藤前干潟を守る会｣は埋め立て反対運

動をねばりづよくつづけた｡環境庁（現環境省）も埋め立てにストップをかけた｡その結

果､名古屋市は1999年１月に埋め立て計画を断念した。そして2002年11月、ラムサール条約

湿地に指定された。

鰺干潟の環境変化

藤前干潟の保全は、ラムサール

条約登録後も課題をいくつもか

かえている。ここでは３つあげ

る。

ひとつは干潟の環境変化であ

る。2000年９月、東海豪雨によっ

て庄内川があふれ､甚大な浸水被

害が発生した。そのため、国交省

が庄内川と新川の河床を掘り下

げた。掘り下げ工事は2年近くつ

づいた｡川底の砂などが舞い上が
しゃへい

らないよう|こ遮蔽ネットで覆っ

て作業していたが、かなりの量の

砂泥が流れ出て干潟に堆積した。

以来､藤前干潟はゴカイやカニ、

ヨコエビなどの底生生物がかな

り減った。ちなみに、凌喋した土

砂を干潟西側の深み（深掘跡）

に入れたため、穴の深さがだいぶ

浅くなり青潮の発生頻度はかな

り減少している。

、

永ビジター
ン

【￣／、Ｊｑレノーノーリン、'、ｖ－Ｗｸﾞト（-Ｆノリーノ－ＶへＪＰ

Ｉ＝］国指定鳥獣保護区
浅<なり青潮の発生頻度はかな

；;ljW偽特別保護地区(ﾗﾑｻｰﾙ条約登録地）り減少している。

また、河道整備によって庄内川と新川の流量が増えた｡流れも速くなった。そのため､新

川に面した干潟東側は粒子の細かい泥が沖へ流されやすくなり、砂の堆積が目立つように
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なってきた。ヤマトカワゴカイ（藤前干潟にたくさん

住んでいたゴカイの仲間）は､現在にいたってもほと

んど回復していない。アナジャコも激減し､－時は潰

滅状態になった。

底生生物が激減したため、水鳥の飛来数も減った。

ハマシギはかつて数千から万の単位で飛来していた

が、いまは最大で2000羽くらいにとどまっている。ひ

どいときはゼロになるときもある。

鱒施設の管狸運営

つぎは藤前活動センターと稲永ビジターセンター

の管理運営である。両センターは環境省の施設であ

る。2005年３月にオープンした。その管理運営は､環境

省からの業務請負により「ＮＰＯ法人藤前干潟を守る

！

3

i｝…
！

ロィリーヮョノピンフ戸①刀回向」赤（１－￣、￣ノＯＬｖ上Ｌ’１｣-為／Ｌノｒｊ寺lnIullZ5ワテニ、」｡￣

梅村幸稔さん
会｣がおこなっている。基本的に環境省の担当部署（中

部地方環境事務所名古屋自然保護官事務所）と打ち合わせをしながら企画や運営をしてい

る。環境省との取り決めにより、センターでの販売行為は禁止されている。

業務請負契約は､基本的に1～2年ごとに企画競争入札により締結している。藤前干潟を

これまで守ってきた会の責任として､センター施設を活用し多くの人に藤前干潟の魅力を

伝えていきたいが、国の機関の施設なので｢守る会｣の業務請負がつづくかどうかはわから

ない。

また、「守る会｣のメンバーが2つのセンターに2人ずつ専従で勤務している。他の環境省

の施設は地元自治体との連携で協議会方式によりセンター施設を運営しているため、協議

会で運営費を出資するケースが多い。しかし藤前干潟の場合は､環境省単独で運営費を出

資するため予算規模が小さくなっている。さらに少ない予算で藤前と稲永の2センターを

運営している。そのため勤務者の給与はアルバイト並みとなっていて、生活していくのは

かなり厳しいのが現状である。

韓人材確保

そして3つめは人材確保である。「守る会｣は､ボランティアガイドの主役となる｢ガタレ

ンジヤー｣の養成を2003年からつづけている｡藤前干潟を案内したり、干潟の生き物などを

解説したりする人を増やすことである。

ガタレンジヤーは100人を超えた。だが、じっさいに動いているのは20人くらいである。

ほかの活動とかけもつ人が多く、藤前干潟のガイドをメインに実働するガタレンジヤーは

10人程度である。大学生は卒業すると多くが県外に就職することもあり、いまのところ就

職後にガタレンジヤーとして復帰した大学生はいない。高齢者は、手伝いはできるが一人

では動けないという人が多い。専門的なことが分からないということや､そこまで前面に

出たくもないという遠慮があると思う。

このような問題をどうするかが大きな課題となっている。

（構成／編集部）
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■ラムサール条約湿地の現状と課題
まかいけみ

中池見ilmi地
NPO法人ウエットランド中池見笹木智惠子

●今今⑭●0:●今÷⑭くり｡÷÷⑪⑭⑭⑭⑬÷⑭｡:o÷⑭⑭÷⑭⑭⑭⑭⑭⑭÷⑬÷⑭今や⑭⑬⑭＋⑭⑭⑭⑭⑭⑬⑭争辱⑭⑭⑭÷⑭⑭⑬⑭｡

ラムサール条約登録区域を貫く北陸新幹線計画ムラムサール条約登録前後の動き

２０年にわたる市民団体などの保存活動の

結果、中池見湿地は2012年にようやくラム

サーノレ条約湿地となりました。しかし、環

境省が新規登録を官報告示した同日（2012

年６月２９日）、鉄道建設・運輸施設整備支

援機構が行っていた北陸新幹線｢南越・敦

賀間の工事実施計画｣申請に対し、国土交

通大臣が認可を与えたのでした。まさに寝

耳に水でした。保存活動を行ってきた関係

者を驚かせると同時に、この情報が伝わっ

た締約国会議でも｢モントルー・レコード

の最速記録ではないか｣との声があがった

といいます｡私たちも登録証授与式に立ち

会い､帰国直後に発覚のこの事態にI1Hi然と

したものです。登録の喜びもつかの間、息

つく間もなく、すぐに情報の収集と行動を

起こしました。

△惰報収集と対応

国交大臣の認可を報じたのは2012年７月

１４日付けの産経新聞のみです。「ラムサー

ル登録の中池見湿地北陸新幹線が縦断計

画｣の見出しで、「鉄道建設・運輸施設整備

支援機構が計画している北陸新幹線が､福

井県敦賀市樫曲の中池見湿地の一部を通る

計画であることが１３日、わかった。中他見

湿地は、国際的に重要な湿地を,保全するラ

ムサール条約に登録されたばかりだが、同

機構はルート変更は想定しておらず､地元

の保全活動関係者から影響を懸念する声が

上がっている」と報じました。概要図も掲

載しました。

私たちはまず､認可ルートの詳細を確認

ラムサール条約登録区域

ミー

難藷減
●

●

することが重要と、ずいぶん手を尽くしま

した。しかし公表されていません。７月２５日

に行われた敦賀市議会への説明会でも提示

されなかったそうです｡機構側はメディア

の取材にも詳細を語らず、「分からない｣の

一点張りでした。ようやく判明したのは

2002年の環境影響評価書時のルートのみで

した。そこで私たちがつかんでいた`情報

（近年､地盤調査のためとして行っていた

ボーリングの位置）からの推測ルートを地

図におとしたところ、産経新聞の図と酷似

したため、これに変更したものと確信しま

した。アセス時のルートと変更ルートを書

き込んだ地図を作成し、各方面へ情報を発

・信しました。

「中心線測量のための参考図面であり、

確定したものではない」との断りをつけて

機構が変更ルートが開示したのは、その１

カ月後の８月２９日です｡敦賀市役所の政策

推進課新幹線推進室で閲覧と写しの交付を

始めたので早速取得し、推測ルートと照合

しました。案の定､私たちが推測したとお

りでした。

このことは、ボーリング調査を目撃、監

視していた頃から危慎していました。しか
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し､政府は予算不足を理由に凍結を唱えて

いました。そのため、機構が2005年12月に

申請を出していたことや、こんなに早く凍

結解除が行われることは想定していません

でした。凍結解除の前にラムサール条約に

登録されれば回避される、と考えていたの

です。

予定ルートの判明を受けて､ＪＡＷＡＮや

日本自然保護協会など全国の多くの自然保

護団体が湿地への影響を危棋し、要望・要

請､意見書を機構、国交省、環境省、県、市

あてに提出してくれました。ところが機構

は、「約１年かけて事前調査を行う。湿地に

影響が少ない工法を検討し､地下水などの

流れも継続監視する」と市議会で説明で

す｡またマスコミの取材に対し、「調査に影

響があると分かっても、可能な限り直線的

に走行できるよう、ルート変更はしない」

と明言しました（2012年１０月１８日付け読売

新聞）。

現在､機構は環境アセスの事後調査とし

て各種調査を行っています。また、これら

調査結果を検討する「に'.他見湿地付近環境

事後調査検討委員会｣を設置し、来年３月ま

でに結論を得たいとしています｡専門家に

よる検討が行われていますが､結論ありき

の検討ではアリバイづくりにしかなりませ

ん。国際的に注視されていることを忘れ

ず､賢明な判断を期待したいものです。

この委員会に提示された資料､議事録は

機構のホームページから見ることができま

すので、ご覧いただけたらと思います｡２月

には国際自然保護連合が、４月にはラムサ

ール条約事務局の事務局長と地域担当が現

地視察をしました（既報）。12月には国際

湿地保全連合の事業部長が視察し、東京で

シンポジウムが予定されています。

値観の継承が難しい運動といえるではない

でしょうか｡近年は、「自然保護を人質｣に

して糧にしているような､本末転倒ともい

える事例も見受けられるようになっていま

す。自然保護でも生計が成り立つというこ

とが理想でしょうが、本末転倒ととられな

いような行動が肝要と思うこの頃です。

▲環境行政に求められろもの

市といわず、県、国にもいえることです

が､縦割り行政の弊害と費用対効果を重視

する行政の体質が目立ちます｡確かに税金

を使っての事業ですから費用対効果を求め

るのは当然ですが、こと自然の保護につい

ては、目に見える経済効果は少なく、入り

数（来訪者数）偏重となりがちです｡その

ため、しなくてもいいこと、自然破壊では

ないかと思うような整備が行われます｡数

字には出にくい生態系サービスに視点を移

し、評価すべきでしょう。それは、そこに住

む``いきものたち，，と“風景,,が証明してく

れます。また、縦割り行政の弊害の最たる

事例が今回の中池見湿地における新幹線ル

ート問題でしょう。箱物管理と違って、自

然環境はすべての部署の利害に絡んでいま

す｡大きくとらえての協議､調整が計画段

階から必要です。

▲今後の課題

本当に守るべきは何なのか｡守りたいと

思うヒトを行政や市民の問でいかに育てる

か｡そういう地域､教育の問題もあります。

また、二十数年の保護活動を通じて協力、

応援をしてくれた海外及び全国の見識ある

人たちの想いを理解し、小さな生き物たち

の命の関わりや姿を通して、自然に対して

謙虚な心を持ったヒトが関わっているかど

うかも課題です。

いま、最大の課題は、中池見湿地本圏体を

形成する地形、泥炭、水を北陸新幹線のト

ンネルから守れるかどうかです。もし通過

した場合は、将来的に中池見湿地の死を意

味するからです。

△湿地保全運動に求められろもの

湿地といわず、自然を守る活動は地味で

地道なうえ、息の長いものです｡相当の覚

悟と想いがなければ続かないことから、価
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釧路からアジア､そして南米へ

釧路公立大学小林聡史OAWANアドバイザー）
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１０月５日（日）、釧路のＮＰｏ法人「トラ

ストサルン釧路｣主催による植林事業にゼ

ミ生と参加した。

前日は雨だったので少し心配だったが、

植林当日は見事な快晴となり、６０名ほどの

参加者が二手に分かれて、ドングリ拾いや

ら植林作業やらを実施した｡ゼミ生のひと

りが当日は親と一緒に参加するので､ゼミ

生のグループとは別行動になるかも知れな

いと言っていた｡確か､彼は静岡出身なの

で､親がわざわざやって来ているのだろう

かと不思議だったが、富士ゼロックスとい

う会社がボランティア活動をやっている
Ｉ主すう

｢端数倶楽部｣のメンノ<－だということだ

った。地元の「こどもエコクラブ｣の人たち

や一般参加者､札幌や東京などからの参加

者もまじえ、午前中いっぱい作業を行っ

た。

今年はドングリの豊作年とのことで、ミ

ズナラのどんぐりがたくさん落ちていた。

拾ったものを苗畑で育てたミズナラなどを

今度はせっせと植林する。根っこの多い場

所に穴を掘るのはちょっとしたコツがいる

のだが、なれてしまえば作業は早い。教員

と学生で16名の部隊でかなりの本数を植え

ることができた。

さて､植林の方はゼミ活動として参加し

たが､今度は有志によるタンチョウの冬季

採餌場作りのお手伝いを実施した。１０月１８

日（士）、卒論でタンチョウ保護の課題に

ついて考えている3年生女子の呼びかけで

数名がボランティア参加することになっ

た。タンチョウは冬になると釧路湿原北

部､鶴居村や釧路市阿寒町にある給餌場に

大部分が集まってくる。まだ給餌をやめる

ことはできないと考えられているが、鳥イ

ンフルエンザなどの要因を考えると集中し

ていることは好ましくない。できれば冬も

タンチョウたちが自ら餌を採るようになっ

て欲しい、そのために採餌適地の整備を少

しずつ行っている。「日本野鳥の会｣鶴居伊

藤タンチョウサンクチュアリの職員ととも

に、湿原北部で川辺のやぶ払いを実施す

る。冬になっても凍結しない河川で、タン

チョウが小魚などの餌を探しに川の中へ入

っていけるよう通り道を作るためだ。２週

間前はスコップで植林をし、今回はノコギ

リで木の枝を払う作業である。どちらも自

然保護に役立つということを学生は理解し

てくれるだろうか｡腰まである胴長（ゴム

のつなぎ＋長靴が一体となったもの）を履

いて､水の中での作業だ。この時期を逃す

と、冬の早い釧路地方では寒すぎて鱒作業が

困難になってしまう。この日はおにぎりを

食べ､夕方まで作業を行った。

もうひとつ､今度はエゾシカによる食害

を卒論に考えている学生を調査助手とし

て、再び釧路湿原北部の標茶町に向かっ

た。１０月３１日（金）、シカの食害に悩むと

いう牧場を訪れ酪農家の方に聞き込み調査

を実施した。これまでの環境省の調査で

は、シカの群れは釧路湿原の中央にも頻出

するようになっており、絶滅危慎植物であ

るヤチツツジなども食べ始めている。１０月

上旬には酪農学園大学が釧路湿原内でエゾ

シカを捕獲し、発信器をとりつけている。
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今後、季節的な移動や冬季の利用場所な

どを調べることになっている。また、北海

道立総合研究機構では､将来的なシカの間

引きがタンチョウなどの希少生物に悪影響

を及ぼさない手法を検討する。こちらは様

々な利害関係者（ステークホルダー）の意

見収集を実施する。日本国内の湿原、そし

てラムサール条約登録湿地では初めての試

みである。先日、ラムサール条約のメーリ

ングリストである「ラムサール・フォーラ

ム｣に他の国で似たような事例、シカなど

の有蹄類の個体数調整と湿地における絶滅

危倶種保護のバランスをとる試みについて

問い合わせてみた。条約関係者はじめいろ

いろと情報をもらってはいるが、いまのと

ころ同様の事例は報告されていない。まだ

わからないが、ひょっとしたらラムサール

条約がらみでは世界初かも知れない。

☆アジア湿地シンポジウム／
アジア地域会合

ラムサール条約の締約国会議（ＣＯＰ）

が近づくと、アジアでは｢アジア湿地シン

ポジウム｣が開催されるし、世界各地域で

は条約による地域会合が開催される。今回

はアジアでこの2つが同時開催されること

になった。11月３日（月）～７日（金）まで

カンボジアのシエム・リアップという町に

行ってきた。･世界遺産アンコールワットの

お膝元の町である。しかしながら公式スタ

ディツアーは､遺跡巡りではなくて、イン

ドシナ半島最大の淡水湖、トンレサップ湖

を訪れた。

雨季と乾季の面積が3000～1万6000平方

キロと極端に異なり、最小でも日本最大の

ラムサール湿地、琵琶湖の４倍程度だ。当

然､湖岸の位置も数十キロも移動してしま

う。そのため、水上生活者が湖上に村（浮

遊村）を形成している。１５年前に初めて訪

れた時は、水上生活者の数は100万人と言

アジア湿地シンポジウム／ラムサール条

約アジア地域会合:参加者とともにトンレ

サップ湖へ

われてびっくりしたのを覚えている。

会議はイランなどの中近東（ラムサール

条約では西アジアという位置づけ）を含む

アジア地域の事例報告（シンポジウムの要

素）と、条約事務局職員が中心となって来

年のCOPl2で議論される『決議案』につい

てアジアの視点から意見をまとめる議論の

部分（地域会合）とが行われた。湿地保全

に頑張っている自治体や地域住民に賞を与

える仕組みを作ろうという決議案に韓国政

府代表が積極的支援を呼びかけたが、日本

政府代表が煩雑になる作業や混乱の可能性

に懸念を表明するなど、本会議までの調整

が難しそうな案もあった。アジアは条約で

は６つの地域の一つだが、人口では世界の

半分以上ですから。

ラムサール条約の次回ＣＯＰは2015年６月

上旬に南米初となるウルグアイで開催され

る。その前に釧路では来年早々、条約と関

係が深い､東アジア～オーストラリア地域

の渡り鳥フライウェイのワークショップが

開催される。１月中旬の釧路はかなり寒い

が、足を伸ばせば給餌場でタンチョウの群

れを観察することができる．ウルグアイは

さすがに遠いでしょうけど、冬の釧路を未

経験の人はぜひ釧路に足を運んでみてくだ

さい、
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ヨ湿地保全団体の紹介
かもラ

蒲生を守る会

～本当|ｚ大切なものは何なのかを考える～
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蒲生干潟は､宮城県仙台市の北部

を流れる七北田川河口から仙台港

の南防波堤まで続く２kｍほどの自

然海岸に形成された潟湖干潟です。

1970年代の仙台新港建設工事で

半分近くが消失し､残りもすべて埋

め立てるという計画が出されてい

ました。干潟を守るために1970年４

月２３日に｢渡り鳥の国際空港､蒲生

干潟を守れ！」「自然を愛する心を

守れ！」をスローガンに掲げ､埋め

立て中止を行政に訴え､蒲生干潟の

自然環境を守るために｢蒲生を守る

会｣が発足しました。

東日本大震災（2011年３月１１日）

によって蒲生海岸は壊滅的となり、

潟湖状の干潟も一部の報道では修

復困難とまで言われました｡蒲生を

守る会ではその年の４月から月例の

岩手県岩手県

山
形
県

宮城県

、

』

仙台市
可０

８

蒲生干潟

太平洋

福島県

鳥類生息調査を再開しました｡蒲生干潟の地形は見る見るうちに回復し､その年の７月には

震災前の地形をほぼ取り戻しました。台風の影響により海岸の一部が決壊するなど何度か

形を変えながら、2014年現在は震災前の地形に近づきました｡鳥類では､海岸林の￣部が

なくなったことや、ヨシ群落がなくなった影響などで陸鳥の回復が遅いのですが､水鳥は

種数個体数ともに震災前の水準まで回復しました。

しかし、宮城県などの復旧事業では蒲生干潟と陸側とを分断する大きな堤防を計画して

います｡蒲生干潟に近接する被災した地域は仙台市が災害危険地域としました｡昔から干

潟とともに生活してきた地元の方々は今後そこに住むことはできなくなりました｡仙台市

は再区画整理により商工業化を目指しています｡蒲生地区は江戸時代から海運業で栄えた

ところでした｡歴史を今に伝える貞山運河の石積みなども区画整理で商工業地区の下に永

遠に埋まってしまいます。自然豊かな蒲生干潟とともに生活してきた地元の方々と力を合

わせて蒲生にとって最良の選択をすることを求め運動しています。

昨年から複数の団体との共催で夏に観察会も再開しました。多くの皆さんに現状を知っ
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てもらう機会になりました。堤防だけが人の命を守る訳ではありません。今回の堤防も結

局のところ想定値をもって建設されます。100年～150年に一度程度の津波を想定していま

す｡今回のような1000年に一度

の津波は想定していません。し

かし、生態系サービスは適当な

撹乱を受けて何千年と存続す

ることでしょう。私たちに豊か

な恵みを与えてくれます｡想定

を設けて数百年に－度のため

の代償は人類にとっては大き

すぎるものと思われます｡今後

も私たちは安全と安心は何な

のか？何が本当に必要なの

か？といった問題を考えなが

ら活動してまいります。

（蒲生を守る会中嶋順一）
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2013年夏の観察会
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絶滅が心配される「クリイロカワザンショウ」を発見！
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人工干潟造成の中止を要請

～三番瀬保全団体～
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三番瀬は｢再生｣という名の人工改変の

危機にさらされている。千葉県が｢三番

瀬再生｣や｢干潟的環境形成｣のうたい文

句で三番瀬の浅瀬をつぶし、人工干潟を

つくろうとしているからだ。

器「干潟的環境形成検討事業」

県は今年度、「干潟的環境形成検討事

業｣を実施中である。市川市塩浜2丁目の

護岸前においてｌ００ｍｘ５０ｍの規模の人県交渉で人エ干潟造成中止を要請＝10月３日

工干潟を机上で検討するとしている。そ

の中間報告を９月18日の三番瀬専門家会議で提示した｡人工干潟の比較としてＡ案､Ｂ案､Ｃ

案を具体的に示した｡砂の流出対策として、突堤､潜堤､矢板､堰堤などの構造物も設置す

るとしている。県は､そんな人工干潟を市川市塩浜２，３丁目地先の海域（猫実川河口域）

で大規模につくることをめざしている。

そこで、千葉の干潟を守る会､三番瀬を守る会､三番瀬を守る署名ネットワーク、千葉県

自然保護連合など9団体で構成する｢三番瀬を守る連絡会｣は10月３日に県と交渉し､人工干

潟造成検討の中止を要請した。

器言い逃れに終始

交渉には31人が参加した。県議会議員の勉強会も兼ねたため､４人の県議も同席してくれ

た｡矢|埼堅太郎議員（民主党）、丸山慎一議員（共産党）、岡田幸子議員（同）、ふじしろ

政夫議員（市民ネット・社民・無所属）である。県側の出席者は入江信明三番瀬担当課長

など3人である。

はじめに､事前に提出した17項目の質問事項について三番瀬担当課長が回答した｡回答

は文書でも提示した。県の回答は"ああ言えばこう言う,,式である。私たちは、三番瀬海域

で人工干潟を造成することの問題点や理不尽さを、根拠をあげながら具体的に指摘した。

全国の失敗例も示した｡だが､課長はきちんと答えることができない。「人工干潟をつくる

と決めたわけではない｣｢人為的に干潟をつくることが有用なのかどうかを机上で検討す

る」｢われわれは、人工干潟をつくれば三番獺の環境がよくなるという考えでやっている」

などと、言い逃れに終始である。人工干潟をつくれば三番瀬の環境がよくなるという具体

的根拠はいっさい示せなかった。

認自然は人間の思いどおりにならない

そういう県の姿勢に対して参加者から11t！;1H1;相次いだ｡'7人が発言した。
大規模な人工干潟を造成するさいは、鬼泪山国有林（富津市）の山砂を用いることも危

oフヮ
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慎される。そこで、「鬼泪山の国有

林を守る市民の会｣のメンバーも

参加し、こう述べた。

「三番瀬で人工干潟をつくって

も、成功するかどうかわからない。

むしろ、三番瀬の環境を悪化させ

る可能`性が高い。そういうものに

なぜ、わざわざ富津や君津の山を

■

￣

灘 股

崩し、国有林を削って、山砂を投入県主催の三番瀬ミーティングでも人エ干潟造成批判が

しようとするのか。よそから砂を相次いだ＝１０月25日
もってきて、砂の供給元をメチヤクチヤにするばかりか､三番瀬もどうなるかわからない

という。そんなことはやめていただきたい」

元県職員の永田正則さんはこう述べた。

「いちばん大事なのは、三番瀬の環境を悪化させた責任はだれが負うべきなのか、という

ことだ｡それは千葉県だ｡私も県の土木技術者として浦安から富津までの埋め立てにかか

わった｡残念ながら、環境破壊の仕事を手伝った。いまはそれを反省している。県は､その

場しのぎでいろいろなことを小出しにする。それも、失敗が目に見えているようなことを、

である。そんなことはもうやめるべきだ。自然は人間の思いどおりにはならない」

器人工干潟はやめてラムサール条約登録を

交渉に同席したふじしろ政夫議員は、さっそく１０月７日の県議会環境生活警察常任委員

会でこの問題をとりあげてくれた。

ふじしろ議員は、「人工干潟の成功例はない」「人工干潟はいまある海（三番瀬）を埋

めてつくるのではなく、すでに埋め立てたところを削ってつくればいい。そういう話が出

ている中でわざわざ埋めることは将来に大きな禍根を残す｣「千葉県のよさとして三番瀬

をラムサール条約に登録し、いまある干潟を完全に守っていくことが必要｣などと述べ､人

工干潟造成にこだわる県の姿勢を追及した。

認三番瀬ミーティングでも批判相次ぐ

１０月２５日、県主催の三番瀬ミーティングが浦安市内で開かれた。このミーティングは、

三番瀬再生事業などについて、地元住民､漁業関係者､環境保護団体などから広く意見を

だしてもらうことが目的である。ここでも人工干潟造成に対する批判が相次いだ。ラムサ

ール条約への早期登録を求める意見もでた。

一方､三番瀬を漁場とする3漁協（船橋､市川行徳､南行徳）の代表も発言した。３漁協の

発言はほとんど同じであった。「ラムサール条約登録よりも漁場再生が先｣｢漁場を再生す

るために人工干潟を造成すべき」というものである。これは､県の意図を後押しするもので

ある。漁協が唱える｢漁場再生｣の中身は人工干潟造成であることもはっきりした。

三番瀬は､2001年９月に埋め立て計画が白紙撤回になった。だが千葉県は､埋め立て計画

の主目的であった第二東京湾岸道路を三番瀬に通すことはあきらめていない｡その前提と

して人工干潟造成を位置づけている。三番瀬保全団体は10年以上にわたり人工干潟造成を

食い止めてきた。だが、県は本腰を入れたようだ｡三番瀬は新たな正念場を迎えている。

（文責・編集部）
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|ｲﾍﾞﾝﾄ案内｜
ヨンポブウム
ラムサール条約湿地でひらく地域の未来
～10万年の湿地･中池貝から考える～

■日時§12月２１日（日）１３:00～18:００

■会場:ＹＭＣＡアジア青少年センター

９階国際ホール

東京都千代田区猿楽町2-5-5

ＪＲ水道擶駅から徒歩5分

ＪＲ御茶ノ水駅から徒歩8分

■参加費:500円

■プログラム

◇講演１３:００～

①ラムサール条約湿地から考える持続的
な利用と保全の智恵

マーセノレ・シルピウス（国際湿地,保全

連合・事業部長）

②中池見湿地の自然とラムサール条約登

録までの道のり

笹木智惠子（ＮＰＯ法人ウエットラン

ド中池見）

③中池見湿地から考えるラムサール条約

湿地を未来に継承するための課題

吉田正人（ＮＡＣＳ－J専務理事､ｍＣＮ

日本委員会会長）

④ラムサール条約の実施について

辻田香織（環境省自然環境局野生生物

課湿地保全専門官）

◇パネルディスカッション１６２５～

■申し込み方法:名前､所属､連絡先を書い

て12月１５日までに次へ。日本自然保護

協会ラムサール条約シンポジウム係

福田真由子。PAXO3-3553-0139又は

Ｅメールsatoyama@nacsj・orjp

■主催:日本自然保護協会
■協力：ウエットランド中他見、中池見ね

っと、ラムサール･ネットワーク日本

■後援：日本湿地ネットワーク、日本国際

湿地保全連合､日本野鳥の会､世界自然

保謹基金ジャパン

合員は三番瀬埋め立て計画にあわせて漁

業権を全面放棄した。埋め立てが中止に

なったので、１年更新の短期免許で漁を

つづけている。もし第二湾岸道路のよう

な開発が進めば漁ができなくなる可能性

がでてくる。反対に、ラムサール条約に

登録されれば三番瀬がずっと保全され、

漁をつづけることができる。だから、漁

師がラムサール登録に反対するのは自分

のクビを絞めるのと同じだ。どうして登

録に反対するのか｣。

▼大野さんが船橋市漁協の組合長に就任

したあと、同漁協は2008年の臨時総会で

ラムサーノレ登録に賛成する決議をあげま

した。ところが、2012年６月の総会で大

野さんは組合長を退任です。同漁協は同

年12月に臨時総会を開き、ラムサール条

約登録賛成決議を撤回しました。いまは、

三番瀬を漁場とする３つの漁協がすべて

「ラムサール条約登録に反対」「漁場再生

が先」で足並みをそろえています。まさ

に、「自分のクビを絞める」ようなことを

しているのです。これが三番瀬のラムサ

ール条約登録をめぐる実情です。（中）

編罵優記

▼ラムサーノレ条約第１２回締約国会議（Ｃ

ＯＰ12）が来年６月に南米ウルグアイの

プンタ・デル・エステで開かれます。そ

こで、ラムサール条約登録をめざしてい

る湿地と登録湿地の現状や課題を書いて

いただきました。

▼登録をめざしている湿地では、登録に

反対する漁協が少なくないようです。三

番瀬も、３漁協（船橋市、市川市行徳、

南行徳）が「漁場再生が先」と主張し、

登録に反対しています。この点では、船

橋市の漁師である大野－敏さんの話が強

く印象に残っています。かつて船橋市漁

協の幹部が三番瀬のラムサーノレ条約登録

に反対したさい、大野さんはこう述べま

した。2003年12月に開かれた「三番瀬フ

ェスタ」実行委員会においてです。「ラム

サール登録は生物多様性の確保・拡大に

つながる。漁業の対象である生物相にも

良好な影響が期待される。だから漁業の

ためにも登録すべきだ」「船橋市漁協の組
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