
日本湿地ネットワーク゜ＪＡＷＡＮ通信

日本湿地ネットワーク(JapanWetIandsActionNetwork）

〒2750021習志野市袖ヶ浦6-11-13牛野くみ子方

TEL/FAXO47-453-4987URLhtm:〃wwwJawanjp／

郵便j辰替□座OO170-8-190060日本湿地ネットワーク

■団体会費5000円■個人会費3000円

Ｌ￣￣」

Ｌ二

、巳二

百一

■■

ハ

ーニド鈷一鰹

蕊一雨

新舞子干潟の生物観察会＝４月１６日

◇生き物たくさん豊かさ実感…………………………………………………………………

一新舞子干濾で生物観察会一

◇「干潟・湿地を守る！]2016」イベント報告

・吉野川河i]で探鳥会／E1本野鳥の会徳１１跡県支部…………………………………………

・'11白干潟のクリーン作戦と自然観察／和白干潟を守る会・…………………･………･…

・こどもの日谷津干潟自然観察会／千葉県野鳥の会…………･………･………………‘

◇北ﾌﾞし州の自然と辺野古の海を守るために……………･…………………………･…･……
－門司の環境を考える会八記久美子さんに聞く－

◇どの故郷にも戦争に使う’二砂は一)位もない（毛利孝雄）…….．………………………‘

◇オスプレイや戦闘訓練のない'１上界自然遺産に（若槻武行）……………………………
－高江住民の生活と森の自然環境を守ろう１－

◇人工干潟造成は「実現性が低い」・………･………………………………………………‘
－三番瀬保全団体の主張を県が全面的に認めた１－

◇市民調査と行政交渉が大きな効果（中山敏剛）…………………･…………･……･……
一三番瀬の人工改変と篇二湾岸道建設を防ぐ－

２

ｂ
６
７
８

２
４
．

１
！

1６

1７



必Ｃｆ｡．:o砥・塔､⑪●⑪かむかcc●⑭、⑪。:ｏＣｆｏ⑭⑳⑬⑭ど・⑭⑫⑭心⑪⑭｡｡÷ＯｏＯ⑪Ｃ⑪⑪÷ＯｏｏＯＣＣ⑪⑭Ｃ⑭⑭÷ｆ･砥．｡⑭

生き物たくさん豊かさ実感
新舞二干潟で生物観察会
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みつち上う

新舞子干潟は兵庫県たつの市御津町

黒'''１fの海岸にひろがる干潟です。関西

Ｉ随一の遠浅の干潟であり、すぐれた景

観と貴重な自然環境を有しています。

春には潮干狩り、夏には海水浴と、多

くの観光客が訪れます。

その新舞７．F潟で４月’６日、海岸生

物の観察会がひらかれました。主催は

「播磨灘を守る会」（青木敬介代表）で

す。観察会を指導したのは南港ウェッ

トランドグループの和田太一さんです。

この'三'は潮干狩:りのオープン日です。

そのため、干潟は家族連れなど大勢の

人でにぎわっていました。

＊短時間で多様な生き物を確認

新舞子干潟は生物相がたいへん豊か

です。これまでの観察会で230種近い生

物がみつかっています。そのうち６０種

以上は希少種や絶滅危蝋膜種に指定され

ています。
．登るい

」

干潟の砂泥をスコップで掘って締にかけると、いろいろな底生生物がみつかります。

こんな生き物を確認しました。

◇二枚貝……ハマグリ、バカガイ、アサリ、ムラサキガイ、イソシジミ、マテガイ

◇巻き貝……アラムシロガイ、カラマツガイ、イボキサゴ、ウミニナ

◇ゴカイ……スゴカイイソメ、ツツオオフエリア、ムギワラムシ、シロガネゴカイ、

チロリ、ギボシムシ

◇カニ類……コメツキガニ、オサガニ

◇魚…………ヨウジウオ、アカエイ、イシガレイ、クサフグ、ハゼの一種、ボラの－種

◇海藻･海草…アマモ、アオサの一種

◇その他……タテジマイソギンチャク、ケハダヒザラガイ、オオワレカラ、ホシムシ、

ヒモムシの一種、ヒラムシ、トゲモミジガイ、ヒラタマルソコエビ、

クロフジツボ、イワフジツボ、サンショウウニ

マテガイ、スゴカイイソメ、チロリはスコップで掘るたびにみつかりました。

オサガニは兵庫県版レッドデータブックのＡランク（絶滅の危機に瀕している種）、

イボキサゴ、スゴカイイソメ、チロリはＣランク（存続基盤がlMii弱な種）です。
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オサガニ。兵庫県版レッドデータブッ

クのＡランク（絶滅の危機に瀕してい

る種）に掲載されている

干潟をスコップで掘って生き物を観察

＊数百個の目をもつヒザラガイ

たくさんのケハダヒザラガイが岩に張りつい

ていました。

ヒザラカイについては昨年11月、lIHi期的な発

見がありました。ヒザラガイの殻に数百個の目

があることがわかったのです。米国マサチュー

セッツ工科大学などの研究グループが米科学誌

『サイエンス』（昨年11月２０日付け）で発表し

ました。

数百個の目によってまわりのものをみている

そうです。近づいてくる捕食者をみつけると、

岩からはがされないよう、しっかりと張りつく
数百個の目をもつとされるケハダヒザ

ラガイ。岩にたくさん張りついていた

ようにしているとのことです。

＊広大なアマモ場

新舞子干潟の前面には広大なアマモ

場が存在します。そこにいろいろな生

き物がすんでいます。

東京湾の三番瀬では、千葉県がアマ

モの造成（移植）試験を2003年度から

2009年度までつづけました。事業費は

1776万9000円です。しかし、移植した

アマモは毎年夏にW1rれてしまいます。
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干潟の前面にひろがるアマモ場
1776万9000円です。しかし、移植した

二Ｌ

アマモは毎年夏にIil1rｵしてしまいます。枯死の原因は二つです。①夏場は水温が28度以'二の

日がつづく。②赤潮の発生により透明度が極端に低下する。こうしたことから、弓瞬瀬で

はアマモの繁茂はむずかしいことがわかりました。県はアマモの造成試験をやめました。

この話を和田さんにしました。和田さんはこう言いました。

「アマモが同生しない海域にアマモを移械しても、うまくいくはずがない」
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トゲモミジガイ(左）とサンショウウニ（右） ヨウジウオ

４
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匙Ⅱ一一『『＊砂泥の移動で多様性が低下

新無十干潟では2012年と２０１４年に砂泥

の移動がおこなわれました。
とみしまがわ

干潟の東側に富島)||がありまう-゜その

河ｎに堆積した砂泥を竣櫟し、新舞子海

岸に運び入れたのですず砂泥の移動で新

郷子干潟の海岸生物がダメージを受けま

蘭’
■
■
■
■
■
Ｆ
■
■
１

■■

:酉

一J

した。この日の観察会は、そのダメージ ムラサキガイ

がどれだけに1復したかという柵査も兼ねました。

観察会のあと、指導員の和田さんはこう話しました。

「砂泥の移動（搬入）前と比べると生物多様↓性が低くなっている。まだ回復していない

ということだ。たとえば以前いたスジホシモドキはまったくみることができなかった。ギ

ボシムシ、ムギワラムシ、オサガニも、以前にくらべてかなり少なくなっている。逆に、

砂泥搬入後に増えた生物もいる。イソシジミである」

「「層がヘドロのようになっている場所も４カ所あった。そこはずぶずぶの状態になっ

ていて、足がすっぽり入り込む。スコップで掘ってみたら、生き物はほとんどいなかった」

新郷子干潟は30籍鯛い前から蕊禽がすすみました｡浸食の原因として次の二つがあげ
られています｡①揖保川の÷蕊に引原ﾀﾞﾑが建設されたため､砂の供給が止まった｡②新
舞子干潟の東側に位樋する網干（現在の姫路市網干区）の海岸を埋め立てたため、潮の流

れが変わった。

浸食によって新舞子干潟の砂は減少しつづけ、浜に岩が露出するようになりました。そ

のため、兵庫県西播磨県民局が新舞子海岸の養浜事業を実施しました。｜司じ海域の富島川

河口付近の淡沸砂を新舞子海岸に移動させました。海底に敷設したパイプ（鉄管）を使っ

てで-ｉｌ－

ｆｌ]FL;;んはこう話しました。
「他所から砂泥を運び入れると、どうしても生物多様性は低くなる」

＊三番瀬の人工干潟造成は阻止しだい
ねこざねが』，

千葉県は､言番瀬の浦安寄りに(立置する猫実ﾉ11河口域の人工干潟化をめざしてきました。

「三番瀬再生」がうたい文句です。本当のネライは、そこに第二湾岸道路を通すことです。

三番瀬保全団体はねばり強い運動によって人工干潟造成を阻止しています。新舞子干潟

の観察会に参加し、人工Ｔ２潟造成阻止の大切さをあらためて認識しました。（中山）

ＪＡＷＡＮ通信No.1１５２０１６．５．２０.’
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■｢干潟･湿地を守る日2016｣ｲﾍﾞｺﾉﾄ報告

守ろう干潟、探そう渡勾鳥
吉野川河□で探罵会／日本野鳥の会徳島県支部

ＯＣＣ◇ｃｃ`S･◆｡◆しｏｆ:oＣｌｏＣｏＣＣ（,。(:､●｡◇<･ｏｆ:．。（，｡〈》ｏｒ･ＯＣＣ（､ｅ〈､ｏｏＯ<､。◇。《~･◇（｡（,◇心。ＣＯ<･ｏｆ◇ＣｏＯＯＣｏ４･◎｡。《。.§･･ＣＯ'::。〈，｡《.｡

日本野鳥の会徳島県支

部は４月１７日、渡り鳥の

餌場となる干潟や湿地の

大切さを知ってもらおう

と、徳島市の吉野川河口

付近で探鳥会を開いた。

会員ら約20人が参加し、

飛来したシギやチドリな

どの渡り鳥を双眼鏡や望

遠鏡を使って観察した。

長崎県の諌早湾は1997

年４月１４日、干拓事業に

より堤防が閉め切られ

謎
、

！

ﾛ

吉野川河口の野鳥を観察する参加者たち
より堤防が閉め切られ

た。１二潟や湿地の多くが農地になり、渡り鳥が行き場を失ったことを語り継ごうと、髻場を失ったことを語り継ごうと、｜~1本

湿地ネットワークはこの'1を｢干潟・湿

地を守る、」と定めた。)趣旨に綴同した

日本野鳥の会は全国で４月中旬に探鳥会

を開き、干潟や湿地の大切さを訴えてい

る。

古野川河１１Ｆ潟には多くのゴカイや

カニが生息しており、シギやチドリなど

の渡り鳥にとって重要な餌場になって

いる。しかし近年、飛来数は徐台に少な

くなっている。野鳥の会県支部は、阿波

しらさぎ犬儒など複数の術が建設され

た影瀞とみている。

参加した徳島!'了''１前)ll1I1Jl、助任小学

校5年、松下朔さん（１０）は｢初めて見

る鳥を兇付けたり、珍しい鳥を探すのが

楽しい。またたくさん飛んできてほし

い｣と話した。【河村謙】

（４月１８日付『毎日新聞』徳島版より）

写真は毎}1新聞徳ｉｆ３支局提供

ＪＡＷＡＮ通信No.1152016.5.2Ｃ 、
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■｢干潟･湿地を守る日2016｣ｲﾍﾞｺﾉﾄ報告

禽然の宝庫を守ろう
和白干潟のクリーソ作戦と自然観察／和白干潟を守る会
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和1÷l干潟ではいま、たくさんの人た

ちが潮干狩りを楽しんでいます｡アシ

原中道や後背林では､新緑がとてもに

ぎやかです。赤や黄緑、濃い緑があ

り、変化を楽しむことができます。

花ではハマエンドウ、ハマニンニ

ク、ハマダイコン、ノイバラ、ハタザ

オが満開です｡ヤマフジは白や藤色に

色づいています｡アキグミの花は広範

囲によい香りをただよわせています。

向いハリエンジュも咲き始めました。

これからアシもだんだん伸びてきて

緑一色になります｡アシ原中がさわや緑一巴になります。ノン原平かごわや クリーン作戦の様子

かになってきます。

４月231]のクリーン作戦は、はじめる前から雨が降っていたため､守る会のテントを張っ

て準備しました。はじめに参加者の前で干潟・湿地を守る日の宣言を読みあげました。み

なさんの賛同を得てから清掃をはじめました。

大潮の満潮のあとであり、数日前にも雨が降ったため、人工や自然のゴミが草の上まで

たくさん打ち寄せられていました。一輪車、リヤカー、ソリなどを使って多くのゴミを集

めました。

今回も若人が数人参加してくれました。九州産業大学の学生などです｡人数の割には効

率よく運ぶことができ、兇事にきれいになりました。ゴミは職き場いつぱいになりました。

城東高校の先生も守る会の団体会員として参加してくださいました。雨天のため、生徒

たちの参加は中止されたと

のことです．

初めて参加された学生さ

んは｢次回も参加したい｣と

話してくれました。＿

清掃のあとは観察会で

す。珍しいオサガニや野鳥

を見てもらいながら、お茶

とお菓子でのどを潤してか

ら散会しました。

（田辺スミ子）
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園

蕊》係 醍一

記念撮影
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■｢干潟･湿地を守る日2016｣ｲﾍﾞﾆﾉﾄ報告

都会のオアシスを堪能
こどもの日谷津干潟自然観察会／千葉県野罵の会
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千葉県野鳥の会は５月５，，「こど

もの日谷津「潟自然観察会｣を開

きました。

この日は日本野鳥の会埼玉も谷

津干潟探鳥会を開催です。「1本野鳥

の会東京のメンバーも大勢がやっ

てきました。300人ぐらいのバード

ウォッチャーや家族連れで谷津干

潟は大にぎわいでした。
谷澤干潟の鳥を観察する参加者たち

￣エ！

谷津干潟は東京湾奥部に位綴する約

40haの干潟です．住宅街や高速道路に

囲まれています。もともとは三番瀬に

つながる広大な干潟の一部でした。埋

め立て反対の住民運動によって残りま

した。

谷津干潟は1993年、ラムサール条約

湿地に指定されました。干潟としては
メダイチドリ セイタカシギ

日本初のラムサール条約登録でした。日本有

数の野鳥飛来地です。単位面積あたりの鳥の

数は日本一といわれています｡都会のオアシ

スとなっているのです。

このＩＲ１はさまざまな種類のシギ・チドリ

をみることができました｡４１種類の烏を確認

です｡水辺の貴婦人とよばれるセイタカシギ

も４羽いました。

参加者からこんな声が寄せられました。

「メダイチドリ、ダイゼン、セイタカシギ、

オオソリハシシギ、キアシシギ、キョウジ

ョシギなど、たくさんの鳥をみることがで

きた。来てよかった」

「ハヤブサの襲来でシギ・チドリがいっせ

いに飛び立ったのは112巻だった」

－藻
-

--,-L

－－｡｡￣

文・写真／編集部

アカエイを捕まえたアオサギ
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北九州の薗然と辺野吉の海を守るために
やつ合

門司の環境を考える会八記久美子さん|こ聞く
FW-7rw-7向ｒＴｎｎＰｗ－Ｉｎｎｎ門戸7戸｢~]ｎＦＹｎＦＴＴｗ－ｗ－ｗ■ＴＴｎｎＩ~ﾌ向、、、｢プトｊＦＴｗ~ｙＦ７ｎｎｎ同ｎｎｒｗ~ｙｎｐｒ７ｎｍＦＴ旬rTJ-TnFTFTrづ同同ｎｎｎｎＦ７１－ＴＴ同ﾘｰﾌｎｎＦＴＦ－Ｔ］

「Ｆ１伺の環境を考える会」（森「宏人会長）は､北九州市の１１１)司地域を中心に活動

をくりひろげています。事務局長の八記久美子さんに話を聞きました。（編集部）

識……'瞳
鑿。JQliE蕊副

／－

辺野古埋め立て用
土砂採取計画地

⑨「海に廃棄物処分場建設」が

きっかけ

－｢門司の環境を考える会｣はどうい

ういきさつで結成されたのですか。

【八記】2001年４月、「北九州市が新門司

の海に廃棄物処分場を建設」という小さ

い記事が新聞に戦りました。「黙って見

ているわけにはいかん」と、有志が集ま

りました。

集まりのなかで｢門司にはほかにも危

'淡なものがいっぱいある」という話がだ

され、「それでは実|鑑に凡て回ろう」とフ

ィールドワークを２回行いました。

フィールドワークをやってみて、私た

ちが一番びっくりしたのは、門iｺﾞ1の自然

の魁かさでした。そこで2002年７月、'１『)制

の環境のすばらしさを知って.楽しんで

・守って・再生するために、考え行動す

る｢門司の環境を考える会｣を17名で結成

しました。門司の自然のすばらしさを知

ることが門司の自然を守る力になると思

ったからです。

新聞で報道された計画は、漁協の反対

でいまだに工事が行われていません。

その後、私たちは｢門司｣にこだわりな
しＩＤＬ煥

がら、産廃処分場や白鳥石ilh備蓄雑地な

どについてシンポジウム、講演会、行政

交渉などを進めています。

ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニール）処理の

問題にもとりくんでいます。ＰＣＢは、電

若松区 一
戸
椥
坐
図
一

劃司区

鰯小貫學
小賞北区｢」

ノ

八歳西区

0北九州市

小倉南区

＝
北海道事業所
(北海道室蘭市）

AJE対象地動:16道県
ユ､_

ｊ
Ｅ
Ｓ
ｃ
ｏ
の

対象地域:17県
(現在は東京以西の31府県に拡大）
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気機器の絶縁油などとし

て広く使われていた有響

化学物質です。国が100％

出資する｢中間貯蔵・環境

安全事業株式会社」ＵＥｓ

Ｃｏ）が全国５カ所の事業

所で高波度ＰＣＢ廃乗物の

無害化処理を進めていま

す。そのひとつが北九州

事業所です。北九州市若

松区にあります。

北九州事業所の処理開

始は2004年１２月です。ノＬ

州、四国、中国の17県から

排出されたＰＣＢを処理す
,',￣'一－一￣－－－－－なにかにつけ､地元産の材料を使ったご飯とみそ汁の野外会食を

ることになっていました｡楽しんでいる(門司の環境を考える会提供）
環境省は、ＰＣＢ1万トン

の無害化処理を１０年間で

完了させたあと更地に返

すと約束しました。ところ

が2013年10月、処理期間を

延長しました。そればかり

か､処理対象区域を東京以

西の31都府県に拡大し、Ｐ

ＣＢの処理量を6000トン追

加しました｡排気ガスから

縫準の11倍を超える有鱒

物質ベンゼンが検１１{され
門司の採石場めぐり(PIMの環境を考える会提供）

るという蟻故も起こして

います｡安全を約束しながら事故をおこしたことにたいし、私たちは操業の終了を求めて

います。

私たちは､学んだり活動したことは会報『|'胴}の環境』で'|'|ii広く発信しています。また、

なにかにつけ、地元藤の材料を使ったご飯とみそ汁の野外会食を楽しんでいますc特大の

鍋・釜は屋外活動の必需品です｡現在の会員数は110人です。

諺「ふるさとの土砂が戦争に使われるのはごfめんだ」
～辺野古土砂搬出反対運動～

一辺野古埋め立て剛士砂搬出反対の運動も進めていますね

【八記】沖縄防衛局は、辺野古の海の埋め立てに用いる土砂として、沖縄県外からも大量の

岩ズリ（岩くず）を調達するとしています。門司地域（111｢I県の二つの島を含む）、小豆

島(瀬戸内海)、五島(長崎県)、天草(熊本県)、奄美大島(鹿児島県)など7カ所からです｡その

ＪＡＷＡＮ通信No.１１５２０１６．５．２０ ９



｢辺野古埋め立て土砂搬出反対北九州連絡協議会｣主催の講演会で｢宝の海を守ろう」などと

訴える人たち＝2015年11月１日、北九州市で(門司の環境を考える会提供）

量は1644万㎡です。

そのなかで調達量が

いちばん多いのは門

司地域です。

門司地域からの搬

出量は740万㎡です。

本土(7カ所)の土砂搬

出量の45％を占めま

す．辺野古の海の埋

め立てに使う土砂の

35％は門司地域から

鶏
随
･忠呂

議

蕊篭
塞－－－＝－

＝

辺野古埋め立て土砂搬出反対署名を安倍首相に提出するさい､八記の調達となっていま

久美子さんは｢沖縄の人たちを苦しめ、沖縄と本土の自然を破壊するのす。
はやめてほしい｣と訴えた＝2015年１０ﾉﾘ１５日、内閣府で編集部撮影

昨年５月末、「辺野

古土砂搬出反対全国連絡協議会｣が鹿児島県奄美市で設立されました。この設立会議に｢門

司の環境を考える会｣として私も参加しました。「辺野古の埋め立てに使われる土砂の35％

は門司地域から」と聞いたら、じっとしておられませんでした｡帰ってきて６月20日に｢辺野

古埋め立て土砂搬出反対北ﾉし州連絡協議会｣を結成しました。結成総会には11団体が参加

しました。

総会では｢ふるさとの土砂が人殺し（戦争）のために使われるのはごめんだ｣｢ふるさと

の土砂で宝のような大浦湾を壊してはいけない」と声があがりました。協議会の事務局長

は私がつとめることになりました。

北九州連絡協議会は結成後すぐに署粕集めにとりくみました。協議会には市民団体、労

働組合、女性団体､法律事務所､九条の会などさまざまな団体が加わっています。いまは参

加団体27吋個人賛同者117人に贈えました。

それぞれの団体が創意工夫をこらしながら署名集めを進めた結果､３カ月半で1万2500の

署名が集まりました。

現在は1万6000筆に達しています。ｉﾖ木政府は沖縄の人たちを苦しめ、沖繩と本土の自然

ＪＡＷＡＮ通信１V０．１１５２０１６．５．２０10



を破壊しようとしています。そん

なことはなんとしてでもやめさせ

なければ、と思っています。

鯵高校新聞部で習得した技術

を活用

一｢門司の環境を考える会」

は、会報『門司の環境』をひん

ぱんに発行しています。すば

らしい出来栄えです。どのよ

うな努力をされているのです

か。

【八記】『門司の環境｣は会員や環境

団体のほか、北九州市環境局、議

員、学者、マスコミなどのみなさ

んに330部配布しています｡基本は

Ｂ５判20ページです。この３月に創

刊１００号を発行しました。単純に割

ると年7回の発行です。

私はいま、「門司の環境｣や｢辺野

古埋め立て土砂搬出反対北九州連

絡協議会｣などのニュース（会報）

の編集を担当しています。行動す

ると、感動したり怒りがわいたり

します。そのことをみんなに知ら

門司の環戈篇
Ｉ

2016年３月号･ＭｌＯＯ記念

ＴＯＯ宮毎安fﾖ尽直蓬入会勧写貝蓬璽唾よづと票3DてU1室し撞錘ｕｓ享喰ごんや、pでｈ三員廠う

ごとｴﾀﾞ迅昆錘喧Ａ１ごしだ．で建祭蓬巽電菫浸のjぞ室容買逗し室し廷盈量当謹芭重り窪ウなｴﾒら．
より領い雇鼬スゲイ』姥漫蜜じて9}蓬にいとの画いて１００ａＥＦ言哀しまｕご・羽蕊:りぃに尾町;ろと
sLIで丁

１１施殿を鰹念して･会腱鋺拶.・・・・・・・・・・・・Ｉ

リ『1,1河の琿坦』１００９挺念li[麟会・・・・．．．・２～ＫＩ
Ｃ思い１１Ｗ零魔・・・・・・・・・・・・・・・・・１０～U２

０１００号おH1でとうズッセーン・・・・・・・・．.】:BへＩＴ

Ｏインプーオメーン勘ン．｡.・・・・△・・・・．。】S～1９

気鍵篭蕊蕊鞠蝋灘巍ｌｉ露i縄麺､。
駒Ｘ６印SFI聾ロ雑行

門司の環境を考える会の会報『門司の環境』創刊

100号(2016年３月号）

せたいと思う気持ちが自分を動かしてきたと思います。

私は高校のとき新聞部で活動しました。勉強よりも新聞づくりに熱中していました。そ

のときに先輩たちに教えてもらったことが、いまたいへん役にたっています｡時間があっ

て作るときは至福の時間ですが、時間がないなかで作るのは地獄です。

韓ストレス解消策

一八記さんは｢門司の環境を考える会｣と｢辺野古埋め立て上)砂搬出反対北九州連絡協

議会｣の両方の事務局長をこなすなど､大車輪の働きをされています。ストレスも感じ

ると思います｡それをどう解消しているのですかｃ

[八記】まず､安くてバランスの良いおいしいお昼ご飯を食べること。それから、意識的に

新聞や本を読んで｢きょうもいろいろ勉強した｣という気分になること。ときにはデパート

のバーゲンセールで衝動買いをします｡たまに部屋にたまった書類や鐡料をごそっと捨て

たり、意識的に遠くの学習会に出かけて、ちょっと観光を楽しんで帰ってきます｡仕事も

しているので本当にたいへんですが、ストレスをためないように心がけています。
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どの故郷にも戦争に使う土砂は一粒もない

沖縄大学研究員／反辺野古土砂搬出。首都圏グループ毛利孝雄

｡。｡｡Ｃ･･。｡。。｡◇･ｏＯｏｏｏｏｏＯｏｏｏｏ。Ｃ○・。◎ Ｃ◎･ＣＯ。｡◎･ＯｏＯｏｏｏＯＣＣＯＣ･ｏｏｏｏＣＣＣ ＣＯ。｡。◇０゜｡。。。。｡。○･ＣＯＣＯ。。。

砂流出で海洋汚染をもたらし、サンゴを死

滅に追い込んでいる実態も報告した。辺野

古に送る、送らないに限らず､採石自体が

公害の源であり自然破壊であることを強調

し、土砂を搬出させないことが故郷の自然

を守ることにつながるとした。

湯筏さんは､瀬戸内海での海砂採取反対

運動の経験から、海砂採取は海底からの強

引な吸収により海底地形の変化を生み､洗

浄`作業による泥水が透明度を下げることを

楕摘した。辺野古では海砂採取と埋め立て

が相乗的効果を生み、ジュゴンやサンゴの

生態系にとどめを刺す可能性を警鐘した。

北上田さんは､米軍基地内の土壌汚染が

問題にされるなかでキャンプシュワブ内の

土砂が埋め立てに使用される危険性や、県

外-上砂に紛れ込む特定外来生物対錐などが

事業者任せになっている点などを指摘､県

条例に罰則規定を設ける必要を提起した。

「辺野古埋立土砂搬出反対全国連絡協識

会｣は、関係する全国の７団体で昨年５月に

結成された。この1年､沖縄と西日本の土砂

搬出地、さらには埋め立て用ケーソン建造

に反対する運動など１２県18団体がつなが

り、去る４月１７日～２０日には初めて沖縄現

地での学習交流集会＆フィールドワークが

実現した。名護市内で開催された集会（１８

日）には、「本士｣からの28縞を含む300名

の市民らが参加した。

盟辺野古土砂採取をめぐる問題点

一講師３名の基調講演から－

１８日の集会では､①向井宏さん（海の生

き物を守る会代表・北海道大学名誉教

授）、②湯浅一郎さん（ピースデポ・環瀬

戸内海会議ljll代爽）、③北上111穀さん（沖

縄平和市民連絡会・現地抗議船船長）の３

名が講波・報告をした。

向井さんは、「土砂採取と海の汚染・奄

美大島での潜水澗代」と題して識演した。

戦後の沖細本,l;1Jでは埋め立て甑業によって

自然海岸が消滅していった。そういうなか

で辺野古･大浦湾を守る意義を強調した。

奄美での調査の経験から、採石は山の自然

を破壊するだけでなく、j佇職場所からの士

鴎土砂採取側の環境｡生活破壊

続いて土砂採取とケーソン建造の各地か

ら９名の発言を受けた。鹿児島・奄美／自

然と文化を守る奄美会議、香川・小豆島／

環瀬戸内海会議、福岡・門司／｢辺野古土

砂搬出反対｣北九州連絡会、熊本・天草／

｢Ｔ=Ｔ零丁。 ■ＤＣ■
■－－－

300名が参加した学習交流集会＝４月１８日 辺野古ゲート前に座り込む＝４月１８同
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の沖縄･本部町内の採石現場＝４月１９日撮影

豆

鑿⑥パンフレット『どの故郷にも戦争に使う土砂

は一粒もない』(辺野古埋立土砂搬出反対全

国連絡協議会発行)。カンパとして1冊500円。

申込みは首都圏グループへ｡毛利O80-1054

-O409／若機O80-8725-8360。

篝蕊鍵 蕊iii篭

Ｓ
Ⅱ
四

辺野古土砂搬出反対熊本県連絡会、長崎・

玉島／玉島列島自然と文化の会、山口・周

南防府／辺野古に土砂を送らせない１ｕｌｌｊ

のこえ、鹿児島・佐多岬／南大隅を愛する

会、三重・津／辺野古のケーソンをつくら

せない三重県民の会、沖縄／本部1111~島ぐる

み会談である。

各地からの報告は、この集会に合わせて

発行されたパンフレット『どの故郷にも戦

争に使う土砂は一粒もない』に詳しい。

以下は、報告から印象に残った点、学ば

された点についての私的メモである。

第１に、私自身の反省から。“全国各地か

らの土砂搬出ができなければ辺野古新基地

はできない''－．問題の焦点をこのよう

に考えてきたが､埋め立て側と同等の環境

破壊が採取側にも生じる。あらためてこの

事実を突きつけられた。

第２は、関係する各地で環境問題に関わ

って長年の継続した取り組みがあったこと

である。それが辺野古土砂搬出をめぐって

特地の連擁を可能にした条件だろう。

鋪３は、多くの搬出地が過疎地・離島の

かかえる問題のなかで叩吟している鯛:実で

ある。1300億円といわれる土砂採取・運搬

費は、``二束三文の土砂が金になる，'という

辺野古バブルを生み、長年築いてきた地域

の生業をも破壊しようとしている。

第４は､佐多11111．五島・奄美の採取地に

つきまとう、核廃棄物最終処分場計両であ

る。＃i1つたあとを核廃棄物で埋め返す。辺

野古新)農地は､原発をめぐる闇の部分とも

深く結んでいるのかもしれない。

田政府｡自治体｡企業へ要求対置を

最後に、今後の活動の課題として思うこ

とを2点。

ひとつは、「1111コのこえ｣からの提起。’１１

口県は県内に繁殖する特定外来生物アルゼ

ンチンアリ防止のため、県外自治体と広域

協議会をつくっている。沖縄県が県外土砂

搬入規制条例を制定したように、搬出自治

体からも県外への土砂搬出を規制する声を

上げるべきではないか。

もうひとつは、現在取り組まれている

｢土砂搬出反対｣「ケーソンつくるな｣の霧

箱活動を継続し、対政府・対関係企業との

交渉を強めることだ｡政府はもとより、私

企業の経済活動であっても、環境破壊や沖

縄の自治権破壊、戦争に連なる基地建設へ

の荷担は許されない。これらは｢本土｣側の

民衆遮動が担うべき課題である。
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オスプレイや戦闘識灘のない泄界自然遺産に

高江住民の生活と森の自然環境を守ろう！

環瀬戸内海会議反辺野古土砂搬出／首都圏グループ若槻武行
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「やんばるの森にオスプレイパッ

ドいらない１本当の世界自然遺産

登録をめざそう」集会が４月１５，１６

日、東京で開催された。1日目は院

内集会・記者会見・環境省申入れ

に7Ｍiが参加、翌ｌ６Ｅ１の集会には

260翁が結集した。集会で語られた

問題、及び'7～22日、筆者が辺野古

・高江の現場で見聞した内容も加

えて報告したい。

今やんばるの森は
人類の言菫な遺産

■

ヨ
型

IliiilijlliⅡiimill1DUiiiliiliililhililli

【》》鯛綱彫癩廻螺雪｝ ト
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､●Ｆ

田川Ｐ
戸Ｕ

〆、〆、示疋ソーンムーユー＝￣ロゾ、▲＝"＝

高江の戦いの拠点、Ｎ-1テントには仲間が11項番に

ｉｌｌ１縄本島北部｢やんぱるの森｣の常駐している
植生は豊かだ｡ブナ科のイタジイが

多く、山肌は愛称の｢ブロッコリーの森｣そっくりで心が和む゜生物多・儀性に鴬み､野生生

物は4000種超、固有種・同亜種の植物12種､動物１１種､絶滅危』倶極のレッドリストも約180

種と多彩だ｡降水量も豊富で清流に恵まれ､５か所にダムが造られ、沖縄本島の飲料水の６

割を供給している。
<にがみそんひがＬそん

この森の7500haは米軍ジャングル戦闘の訓練場で､国頭村のijiii鏑の23.1％＋東村の実に
上かえ

;11.5％が接収されている。その｣上半分・約40001,a返還の話があるが、東付｢高江｣集落を囮

む､位置6か所の大型へリパッド建設が条件とさ

れた。このうち２か所のヘリパッドはすでに完

成し、オスプレイや大型ヘリの低空飛行訓練が

昼夜続いている。

この｢やんぱるの森｣に今､国立公園と世界自

然遺産の指定が持ち上がり、環境省もその実現

を期して推進している。その一方で､ヘリパッ

ド建設や訓練場の固定化で､環境破壊､人や動

植物の被害､水源汚染を招くのは､世界自然遺

産の趣旨に反し､納得できるものではない。

●校舎のタカの絵が危険を告発

オスプレイや大型ヘリによる低空訓練は､耐

えがたいほど凄まじい。天然記念物で絶滅危`膜

＝型■￣￣＝８．

￣－－￣＝＝
－－－－百

lli薑勵霞鱈

雲霧１
高江小中学校の校舎の窓には鳥の衝突防

止で、天敵・タカの絵が貼られている
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種のノグチゲラが４羽、低周波などの衝撃で、高

江小中学校･校舎の窓に衝突死した。子育て中のノ

グチゲラの親鳥が巣に閉じこもる、雛の鳴き声が

聞かれないとの報告もある。

住民は低周波や騒音､振動に悩まされる。それ

どころか、人々は攻撃訓練の標的にされている

（峡iiIiiとＴＶ『標的の村』）。反対運動で道路に座

り込んだ住民は｢工事を妨害した」と、参加しなか

った子供も含めて訴えられた。ノノの弱い者の抵抗

を委縮させる目的の訴訟で､禁止している国もあ

る。日本では初めてのことだった。

人々はまた、ジャングル訓練で飲料水が汚染す

ることを、特に心配していた。訓練で汚れた森に

雨が降る。汚れた雨水が沢､川に流れダムに溜ま

る。事故が多いオスプレイが墜落すると、飲料水

が汚染する。被害はいつも弱い立場の人々に及

ぶ。取り返しのつかないことが、今、起ころうと

している。

◆高江．やんばるの森は舎後の中心課題

東京集会での報告は､①世界自然遺産について

－清水焼氏:ヘリパッドいらない住民の会、花輪

伸一氏:沖縄環境ネットワーク、②衞江１１昌民と米

艫へリル岫然遺産の脳-伊佐真Ｍ:洞讐鑿鱒宝鯨し鮒:森には
住民の会・東村議､③北部3村の島ぐるみ会議・

村議から－束村:仲嶺眞文氏、大宜見村:吉浜覚氏・東武久氏､国頭村:島津八子氏､④座り

込みテントから一間島孝彦氏:高江へリパッド建議廃|現地行動連絡会､⑤やんぱるの肺
な動物たちとヘリパッドの影響一宮城秋恥日本鱗翅学会会員。いずれも現場からの切実

な訴えだった。

集会後、主催者は｢やんぱるの森

の世界自然遺産登録に関する大き

な疑問_米軍基地被害を受けてい

る地域住民からの要望｣を、内閣

府、防衛省、外務省、文化庁、林野

庁に提出した。

高江のヘリバッド被害は、まだ

まだ知られていない。辺野古が｢『１１

解｣として､海の埋立て工Vli:がfl1IjJf

している今、沖縄防衛局よる満iJ：

への攻撃が‐|-分予想される。今後

は高江も、戦いの焦点としていく

ことになろう。
｢ブロッコリーの森｣は固有種。絶滅危慎種の宝庫だ
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人エ干潟造ﾊﾟ塁は「実現/I全力瓶い」
～三番瀬保全団体の主張を県が全面的に認めだ！～
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三冊瀬をめく゛ってﾉくきな動きが
千葉県がめざしてきた人エ干潟造成と第二湾岸道路のルート

ありました。先の２Ⅱ定例千葉県議

会で､諸橘省明副知事は人工干潟造

成について｢県事業として実現性が

低い｣と瀞弁しました。

二冊減は來京湾奥部に残る唯一

の自然干潟・浅瀬です｡３０万署名な

ど埋め立て反対運動の高まりによ

って県は200Ｍﾄﾞ９月、三番瀬埋め立

て計画を白紙撤回しました。
』ユニざ｣Aがわ

り『Lけ:その後､猫美川河口域（市川

rl了塩浜２，３１.目地先）の人工干潟

造成をめざしました。「自然再生｣や

｢干潟的環境形成｣がうたい文句です。

鷲豐
蝋市川市
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三番瀬

浦安市市市

その本当のＦＩ的は、この海域に第二東京湾岸道路を通すことでした。人エ干潟を造成す
らん評、

るさいに沈埋方式（ポックスカノレパート方式）で道路を通すというものです｡県はそれを

ひた隠しにしながら人工干潟造成をめざしました｡“二湾|魁し"です。

私たちは｢自然再生｣などという堂本|姥子前知事らのまやかしにだまされませんでした。

第二海岸道路の建設が真の口的であることを見ぬき、人工干潟造成に反対する運動をねば

り強くすすめました。猫実川河口域の市民調査や行政交渉などです。県議会でも、人工干

潟造成の理不尽さを何人もの議員に追及していただきました。日本湿地ネットワーク（ＪＡ

ＷＡＮ）のみなさんも人工干潟造成に反対する意見丁蝶をなんども提出してくれました｡感

鮒｢'１しあげます。

２月県議会において副知事はこう答弁しました。

「干潟を造成した場合、人が海とふれあえる親水`性は一定の効果が認められるが、三番瀬

全体の|÷1然Ｉｌｊ生への効果は限定的である。また多額の盤備澱や管理鍵を要することなどが

明らかになった。この検討･結果から、県事業としての実現性は低いと考えた」

私たちの主張を全面的に認めました。こうも答弁しました。

「カキ礁を含む猫実川河口域は底生生物が多く生息している。この区域は東京湾に残され

た尚重な干潟・浅海域である三番瀬の一部と考えている」

人工干潟造成と第二湾岸道路建設を食い''二めるうえでいい方向に情勢が動きました｡長

年にわたる運動の成果です。

とはいえ、三番瀬に第二湾岸道路を通す.構想はまだ消えていません。油断は禁物です。

私たちは運動の手をゆるめないことにしています。

（三番瀬を守る連絡会中'１１敏則）
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市I震調査と行政交渉力洸きな効果
～三番瀬の人工改変と第二湾岸道建設を防ぐ～

三番瀬を守る連絡会代表llt話人中山敏則
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三番瀬の人工改変（人工干潟造成）と第二湾岸道路建設をくし､とＭ)ろうえで、

市民調査と行政交渉が大きな役割をはたしています。

も県の審議会などで｢人工干潟を造成すべ

き」の大合唱をくりかえしました。県議会

では自民党雛員が猫実川河口域を｢ヘドロ

の海｣をよび、人工干潟造成と第二湾岸道

路建設を主張しました。環境団体の「三番

瀬フォーラムグループ｣も猫実川河口域の

人工1二潟化を後押しです。

「Ｍｘの海洋′に物研究の第一人者とされる

風呂田利夫氏（東邦大学紹誉教授、元日本

ベントス学会会長）も人工干潟造成を後押

しする主張をくりかえしました。風呂田氏

は猫実川河口域のカキ礁を有害物とし、除

去して人T二砂浜（人I干潟）をつくるべき

と主張しました。その’根拠は、足を切った

りするのでカキは人間にとって危険な生物

である、子どもたちが安全に海に入れるよ

うに砂を入れて人工砂浜にすべき、という

ものです。

三番瀬は大ピンチにたたされました。

◇窮地打開に市民調査が貢献

窮地を打開するうえで大きな効果を発揮

したのは猫美川河１１域の市民調査です。

2003年からはじまりました。

市民調査によって、猫実川河口域はたい

へん豊かな海域であることが証明されまし

た。絶滅危倶種が何種類も生息していま

す｡約5000㎡の天然カキ朧が存在すること

もはじめてわかりました。この海域は東京

湾の漁業にとって“ゆりかご，,の役割をは

たしています。

それを新聞が大々的に報じました。『読

売新聞』『朝日新MW｣『毎日新聞｣『東京新聞」

◇喜びも束の間の大ピンチ

2001年９月、三番瀬埋め立て計両は白紙

撤回になりました｡しかし喜び塵蕊鹿間で
した。堂本暁子知事（当時）が猫実川河口

域の人工干潟化をめざしたからです。うた

い文句は｢三番瀬の自然再生｣です｡本当の

ロ的は、そこに第二東京湾岸道路を通すこ

とでした。

堂本知事は、住民や市民団体、漁協など

の合意を得るために三番瀬円卓会議をたち

あげました｡丸2年におよぶ円卓会議は､最

初から最後まで猫美川河'二1域の人ｒ'二潟化

が焦点となりました。土醐場で人工Ｆ潟造

成をもりこんだ提言を採択しました。三番

瀬保全団体の猿反対を押し切っての強行採

択でした。

強行採択に反対したのは24人の委員のう

ち大浜済委員（当時千葉の干潟を守る会代

表）だけです｡環境派として名闘い委員も

人工干潟造成に賛成しました。吉田正人委

員（日本自然保護協会代表理事､筑波大学

大学院教授、当時日本自然保繊協会常務理

事）、清野聡子委員（九州大学准教授、当

時東京大学大学院助手)、遮尾純子委員（日

本野鳥の会評議員）などです。

この提言をうけて、県は人工干潟造成の

布石となる事業をすすめました。地元の市

川市は広報紙で人工:F潟造成の必要性をあ

おりたてました。「１７は｢人に干潟も部71『部

では貴重な自然｣とするキャンペーン本も

出版しました。

市川市自治会連合協議会会長や漁協幹部
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『千葉日報』などです。

テレビもとりあげま

した｡『サンデー毎日』

2005年７月２４日号はグ

ラビア（3ページ）と

記事（4ページ）をつ

かってデカデカと報

じました。見出しは、

｢"江戸前"自然のワン

ダーランドに危機辿

る」「"埋め立て中止,，

の三番瀬に『人工干

潟』?!～東京湾の奇跡

三番瀬市民調査には法大生も参加している＝2016年５月８日

『巨大カキ礁』がつぶされる11～｣です。この

記事はＴＢＳテレビ｢噂の!東京マガジン｣の

中吊り大賞を獲得しました。

日本とアメリカのカキ礁研究者を拙き、

１１米カキ礁シンポジウムも開きましたカ

キ鵬をテーマとした国内初の国際シンポで

した。

ある県幹部はこう述懐しています。「第

二湾岸道路のルート上で大規模なカキ礁が

発凡された。県にとって、これが大きなネ

ックになった｣。

◇行政交渉の成果

行政交渉も大きな効果を発揮しました。

こんな成果をあげました。

造成を求める発言を封･印です。人工干潟の

"じ，，の声もでなくなりました。

②漁場再生事業を審議する委員会でも人エ

干潟の議論を封印

三番瀬漁場再生事業を審議する「三番瀬

漁場再生検討委員会｣でも「猫実川河11域

を人工干潟にすべき」が盛んにとなえられ

ていました。

県水産局との交渉でその理不尽さを追及

しました。その結果、三蒋瀬漁場再ﾉl21jl:業

を審繊する委員会や協議会でも猫実川河１１

域の人工干潟はいっさい議論しないことに

なりました。県水産局は、「漁場Ijj:生事業の

対象区域から猫実川河１１域を除外する」と

約束しました。

①護岸改修を審議する委員会で人エ干潟に

関する発言を封印させた

市川市塩浜2丁目の護岸改修事業を審議

する委員会では、会合のたびに、漁儲や自

治会合連合協議会、再開発推進協議会など

の代表委員が｢改修護岸の前面（猫実川河

口域）で人｣二T二潟を造成すべき」と発言し

ました。“人工干潟造成大合唱"の様相を呈

していたのです。

拠当課（県河川整備課）との交渉でその

/F当性を指摘し、「人_Ｌ「潟を識論するの

なら、環境問題の専門家や環境団体の代表

も委員に加えるべき」と追及しましたｃそ

の結果､委員会では人工干潟造成をいっさ

い縦論しないことになりました。人工「潟

③｢漁場再生事業連絡協議会｣を公開に変更

させた

県水産局は2011年５月、「三番瀬漁場秤化

事業連絡協議会｣を非公開でスタートさせ

ました。交渉でその不当性を追及しまし

た。第21劇から公開に変わりました。

④三番瀬再生事業関連会議の開催案内メー

ルを希望者に配信

リiLは「＝番瀬専｢１１１家会統｣などの１Ｍ催を

I犯者発表と県庁ホームページ掲救だけで知

らせていました。これでは新聞が報じなけ

ればわかりません。県のホームページを徳

１１チェックするのもたいへんです。県の＝
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番瀬担当部長とIi1ii談し、

開催案内方法の燵正を

申し入れました｡その結

果、「三番瀬専門家会議」

｢市川海岸塩浜地区護岸

検討委員会」「市川海岸

塩浜地区謎岸擢備懇談

会｣などについては、開

催案内のメールを希望

者に配信することにな

りました。

県となんども交渉し、人エ干潟造成を断念するよう要請した⑤立ち入り禁止期間中の
＝2014年10月３日

野鳥飛来調査を実現

２０１１年３月１１日の東日本大震災によっ

て、ふなばし三番瀬海浜公園の施設や、公

園前の砂浜､突堤などが甚大な被害を受け

ました。三恭瀬の船iii側は補修'二事が完了

するまで立ち入り禁止になりました。

県企業庁と交渉し、立ち入り禁止期間中

の野鳥飛来調査を要望しました。交渉の結

果､特例措置として、企業庁職員立ち会い

による月１回の柵議が認められました。立

ち入り禁''二は1年間です。千葉１Ｍｆ烏の会

と日本野鳥の会東京が鯛査をつづけまし

た。

自然保護課と交渉し､データをつきつけ

て大幅訂正を求めました。その結果、同課

は報告書の考察部分（約３分の１）をすべ

てililI除しました。県がいちど発表した報告

書を３分の１もカットしたのは異例中の異

例です。

⑦漁場改善事業貸付金を全額返還

県企業庁が信漁連（県信用漁業協同組合

連合会）を|:Ⅱ手どった市川地区漁場改善事

業貸付金返還訴訟では､裁判長がたびたび

和解を勧告しました。

「三番瀬公金違法支出､ｆｌｌ決を活かす会｣は

そのたびに企業庁と交渉し、和解に応じな

いよう強く求めました。交渉は４回におよ

びました。

企業庁が和解に応じない姿勢を貰いたた

め、企業庁の完全勝訴となりました。信漁

連は県（企業庁）にたいし、貸付金（５億

5000万Iﾘ）と遅延楓害金(8084万24651『]）、

訴訟識用（175万9854円）を支払いました。

完済は201'1年10月です。

企業庁はこれまで、信漁連を介して漁協

に不正な公金を支出したり、漁協と不明朗

な取り引きをしたりすることで、三番瀬の

埋め立てなどをすすめてきました。貸付金

の全額返還は、長年にわたる県と漁協の癒

着にメスを入れるものとなりました。

⑥三番瀬鳥類調査報告書を大幅修正

2009年春、県自然係謹諜が｢平成19年度

三番瀬鳥類個体数経年調査報告書｣を発表

しました。この調在は自然保護課が｢ＮＰＯ

法人野鳥千葉」（志村英雄理事長）に約390

万円で委託したものです。

同ＮＰＯ法人を設立したn本野鳥の会千

葉県は猫実川河口域の人工干潟化推進に加

担しています。また、三番瀬のラムサール

条約登録に反対する意見謡を知蛎に提出し

ました。

報告書は、考察部分で｢鳥類の出現穂数

は減少傾向にある」「三番瀬は餌資源が減

少」「アオサが堆積して干潟・浅海域の底

泥が無酸素状態になっている」「三番瀬の

環境は悪化傾向」などと結論づけました。
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JAWAN総会｡ジソポジウムのご案内

圓顯・鬮鯛邉窃愚&尋圏．固‘
１．日時2016年６月２５日（土）１３:00～１７:0０

２．会場ホテルシーパレスリゾート（三河湾の六条潟に面したホテル）

愛知県豊橘市神野新田lllj､ミノ割１－３TELO532-32-8811

送迎バスは東海道新幹線「豊i儒駅」西口12:00発（別の無料シャトルバスもあり）

３．誠演・報告

(1)三河湾の現状と課題講師：鈴木輝明さん

（垢城大学大学院特任教授、元愛知県水産試験場勤務）

(2)日本の干潟の現状講師：山本茂雄さん（アジアの浅瀬と干潟を守る会）

(3)各地の報告と討論

４.宿泊ホテルシーパレスリゾート傘e-鰯－－～･韓-Ｇ.-,､Ｌ
ざ六条繩日本のア＄５．日程◇25日（士）１３:００～13:４０総会

１４:００～１７:００シンポジウム

；騨霧臺菫ｉｉｌ８:００～20:００懇親会

◇２６ロ（日）９:00～１１:００六条潟を見学

…(劉亨鱒解散}欝雲墨寧１１:00~12:００黙
･
ロン

１４：３０

１~co-蕊。-…_露-.露一’６．参加澱・宿泊饗など

(1)シンポジウム参加l#500円

(2)宿泊澱（懇親会賀込み）男性20,000円、女性19,000円

(3)懇親会のみ男性7,000円、女性6,000円

（`l)現地見学会参加費１，０００円

７．新幹線◇25日ドリ：「ひかり509号」（東京発10:33、豊橋着11:57）

上り：「こだま646号」（名古屋発10:56、醗欄橘着１１:26）

◇2611下り：「こだま657号」（魁.儒発１５:22、名古屋着15§46）

上り：「ひかり522号’（豊橋発14:47、東京着16:１０）

８．参加申し込み

〔中山敏則〕

Ｅﾒｰﾙboso@js8・so-neLnc・ｊｐ

ＴＥＬ/FAX047-.172-5324

９．備考

（１）申し込みのさいは、宿泊と懇親

会・現地見学会参加の有無もお

知らせください

(2)25日は昼食を済ませてからおい

でください（持参も可）。２６日

の昼食は弁当を注文します。

至名吉澤
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