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日本湿地ネットワーク（ＪＡＷＡＮ）など

の湿地卿保全団体は11月１１日、重要湿地のラ

ムサール条約登録などを求めて環境省と交

渉しました｡参加者は35人です｡国会議員４

人と議員秘書9人にも同席していただきま

した。

最初に､ＪＡＷＡＮのほか､三番瀬､盤洲干

潟、三河湾、中池見湿地､新舞子干潟、吉野

川河口、和白干潟の保全活動を進めている

団体がそれぞれ要望書を提出し、要望の主

旨をのべました。そのあと、環境省の回答

とやりとりです。

鉾やる気のなさが浮き彫りに

交渉では､環境省のやる気のなさが浮き

彫りになりました。危機にさらされている

重要湿地などのラムサール条約登録を促進

するよう、「条約締約国の責務として環境

省がリーダーシップを発揮してほしい」と

要望したことについては、「地元の自治体

や関係者の動きを見守りたい｣をくりかえ

しました。

ラムサール条約に登録されている中池見

湿地は条約登録区域内を北陸新幹線が通る

ことになっていまちや上かも､湿地の貴重
な水源となっている深山にトンネルを掘る

ことになっています。ＮＰＯ法人ウエット

ランド中池見の笹木智恵子理事長は､環境

への影響を防ぐため、環境省が掘削工事を

厳しく監視・指導するよう要請しました。

ところが、「事業者(鉄道建設･運輸施設整備

支援機構）のとりくみを注視したい｣の回

答にとどまりました。参加者からは｢環境

省が主体性をもってとりくむべきだ｣など

の意見が相次ぎました。

銘不見識も露呈

環境省の不見識も明らかになりました。

ＪＡＷＡＮの要望書では、「日本の湿地は減

少が著しく進んでいて、「日本に存在する

湿地は明治・大正時代の40％足らずでしか

ない」と記しています。これについて自然

環境計画課の課長補佐はこうのべました。

「日本の湿地が減少傾向にあることは認

識している。しかし、明治・大正時代の４０

％足らずでしかないということは､環境省

は公表していない。そういった文献・調査

があるのかもしれないが」

この回答には驚きです。国土地理院の

ホームページに「日本全国の湿地面積変化

の調査結果｣がくわしく公表されていま

す。そこには｢明治・大正時代に存在した

湿地面積の61.1％に当たる1289.62k㎡（琵

琶湖の約2倍の広さに相当）が消失した」

と明記されています｡重要湿地を担当して

いる環境省の職員はそれを知りませんでし

た｡,情けないかぎりです。

鯵巨を疑う回答

ＪＡＷＡＮがラムサール条約への早期登録

を求めた湿地について、野生生物課の課長

補佐はこう答えました。

「三番瀬はラムサール条約の国際的登録

基準を満たしている」｢盤洲干潟と和白干

潟､泡瀬干潟は国際的基準を満たしている

可能性がある」「三河湾、新舞子干潟、ハチ

の干潟は、国際的基準に該当するかどうか

の情報がまだ-1-分ではない」「吉野川河口

は国際的基準に該当する可能性があるが、

'117報不足である」

耳を疑う回答です｡三河湾や吉野川河口

ワ
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重要湿地のラムサール条約登録などを求める要望書を環境省の担当者に手渡す日本湿地ネット

ワークの牛野くみ子共同代表(手前右)＝11月１１日、参議院議員会館

も環境省の｢ラムサール条約湿地潜在･候補

地リスト」に掲載されています。同省のホ

ームページにはこう記されています。

「環境省では、ラムサール条約湿地の登

録を推進するため、ラムサール条約湿地と

しての国際基準を満たすと認められる湿地

（潜在候補地）を全国から172ケ所選定し

ました」

たとえば吉野川河口は、登録基準の１，

２，３，８に該当することが潜在m候補地リス

トに明示されています。それなのになぜ、

吉野川河口などについて｢情報不足」とか

｢情報がまだ十分でない」と回答したので

しょうか。

ＪＡＷＡＮの中|｣｣敏則事務局長は、「吉野川

河口もラムサール条約湿地の潜在候補地に

あげられているので、国際的な登録基準を

満たしているはずだ」とのべました。とこ

ろが、課長補佐はこの発言を一蹴です。

翌日、ラムサール条約湿地潜在候補地の

選定作業に深くかかわった人に話を聞きま

した。こんな話でした。

「吉野川河に1などについて環境省は「情

報不足」と同答したそうだが、それはおか

しい。潜在候補地リストに載っている172

カ所はすべて国際基準を満たしている。国

際基準を満たしていない湿地は潜在.候補地

に選ばれない」

「潜在候補地を選定したときに野生生物

課に在籍していた職員は、いまはだれも同

課に残っていない」

話を聞いてあきれました。環境省は、自

省のホームページで｢潜在候補地は、国際

基準を満たすと認められる湿地を抽出した

もの」と明記しています。それなのに、潜在

候補地リストに載せている吉野川河口や三

河湾などについて、国際基準を満たしてい

るかどうかは｢情報不足｣などと平気で答

えるのです。引き継ぎもきちんとされてい

ないようです｡組織として体をなしていま

せん。

こういう現実をしっかりふまえたうえで

今後の対応を検討薑することが必要です。

以下は、７カ所の湿地鰺保全団体とＪＡＷＡ

Ｎが提出した要望書です。
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重要湿地のラムサール条絢登録などに関する要望
環境大臣山本公一様

ロ本湿地ネットワーク

共同代表辻惇夫､牛野くみ子
Ｌ

。

環境省におかれましては､平素より湿地

などの自然環境の保全にご尽力いただいて

いることに感謝申し上げます。

私たち日本湿地ネットワーク０ＡＷＡＮ）

は全国各地の湿地を保全するために活動し

ています｡重要湿地の保全策やラムサール

条約登録について、下記のとおり質問と要

望をさせていただきます。

記

1．日本の湿地は減少が著しく進んでいま

す。日本に存在する湿地は明治・大正時

代の40％足らずでしかないとされていま

す。湿地激減の主因は埋め立てなどの開

発工事です。とくに干潟は惨たんたる状

況になっています。

また環境省が平成28年４月に発表した

資料によれば、「日本の重要湿地500｣で生

物分類群ごとの視点でみた961湿地のうち

823湿地について情報を得られ、そのうち

524湿地は｢悪化傾向」にあるとされてい

ます。「悪化･傾向」とされる524湿地のう

ち、劣化要因の'情報があった368湿地につ

いて主たる要因を分類したところ、「開発

など人間活動による危機｣(埋め立てなど）

が54％を占めています。

ところが、環境省は､湿地の減少や悪化

を防ぐための全体的な戦略をもっていな

いようにみうけられます。湿地の減少・

悪化を食い止めるために有効な対策を講
じてくださるようお願いします。

2．ラムサール条約の主な目的は､急速に失

われつつある重要湿地を将来の世代に残

すことです。ところが日本では｢地元自治

体などの賛意｣が登録条件のひとつとなっ

ています。

地元自治体は、湿地を消失・悪化させ

る開発工事などに深く関わっています。

したがって、地元自治体などの賛意を登

録条件とするかぎり、開発の危機にさら

されている重要湿地のラムサール条約登

録は進みません。本来登録されるべき湿

地、あるいは優先度の高い湿地が登録さ

れないというしくみになっているので

す｡そのため、ラムサール条約湿地が増え

ても重要湿地は相変わらず消失。悪化が

進むという状況になっています。これで

はラムサール条約締約国としての責務を

果たしていないことになります。

つきましては、開発の危機に瀕してい

る重要湿地をラムサール条約に登録する

ために、環境省がリーダーシップを発揮

してくださるようお願いします｡三番瀬、

盤洲干潟（小櫃川河口干潟）、三河湾､新

舞子干潟、ハチの干潟、吉野川河口、和白

干潟､泡瀬干潟などについては､2018年に

開かれる次回のラムサール条約締約国会

議（ＣＯＰ13）で登録されるよう、ご尽力

をよろしくお願いいたします。

3．ラムサール条約湿地の中池見湿地につ

いては、北陸新幹線のルートが変更され

たものの、相変わらずラムサール条約登

録区域内を新幹線が通ることになってい

ます｡それも、集水域として－番重要な深

山にトンネルを掘ることになっていま

す。

環境省におかれましては、世界に誇る

泥炭層の中池見湿地を守るためにも、北

陸新幹線の工事に対して厳しく監視と指

導をしてくださるよう要望します。
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三番瀬のラムサール条輸登録を求める要望書

環境大臣山本公一様

中山敏則

田久保晴孝

星野亘良

富沿い健三

近藤弘

田久俶保晴孝

牛野くみ子

三番瀬を守る連絡会代表世話人

三番瀬を守る会会長

市川三番瀬を守る会会長

千葉県野鳥の会会長

千葉の干潟を守る会代表

三番瀬を守る署名ネットワーク代表

千葉県自然･保護連合代表
臼■

私たちは､東京湾奥部に残された貴亜な

干潟・浅瀬の三番瀬を後世に残すために活

動している団体です。

三番瀬は「日本の重要湿地｣と「ラムサー

ル条約湿地潜在候補地｣にあげられている

ものの、ラムサール条約登録が進みませ

ん。そのため、依然として開発の危機にさ

らされています。

千葉県が1993年に策定した三番瀬の２期

埋め立て計画（市川二期地区・京葉港二期

地区計画）は､埋め立て反対運動の商まり

により2001年９月に白紙撤回となりまし

た。白紙撤回については、環境大臣と環境

省に多大なご尽力をいただきました。しか

し千葉県は､三番瀬を通る第二東京湾岸道

路の構想をいまも県政の重要課題として掲

げています。また、市川市などは三番瀬市

川側での人工干潟造成を強く求めていま

す。

三番瀬はシギ・チドリ類の重要な中継地

となっています。環境省｢モニタリングサ

イト1000｣のシギ・チドリ類渡来数では、

三番瀬は毎回、上位10位以内に入っていま

す｡たとえば2014年度冬期をみると、佐賀

県の大授搦、熊本県の白川河口に次いで三

番瀬は3番目となっています。2015年度冬

期は4番目です｡三番瀬はまた、ミヤコドリ

が300羽以上飛来し、全国最大の渡来地に

なっています。スズガモは数万羽飛来しま

す。

ラムサール条約は、国際的に重要な湿地

の保全を締約国に義務づけています。した

がって、開発の危機にさらされている三番

瀬を日本政府がラムサール条約湿地に早急

に登録することは当然の責務と考えます。

つきましては、次回のラムサール条約締

約国会議（Ｃ○Ｐ13）において三番瀬がラ

ムサール条約湿地に登録されるよう、ご尽

力をよろしくお願いいたします。

P
可
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盤洲干潟のラムサーール条絢登録を求める要望書

環境大臣山本公一様

小IWf川河口･盤洲干潟を守る連絡会

代表小関公平

し

おぴつがわ

東京湾・千葉県木更津市の'1,榧川河口に 広がる盤洲干潟は、l400haの広大な面積を

５ＪＡＷＡＮ通信No.1172016.11.30



もつ日本最大級の砂質干潟であり、自然海

岸の後背地には43haもの塩性湿地帯があり

ます。そこにはヨシが生い茂り、海岸部分

は護岸もなく大昔から引き継がれた原風景

を留めている日本国内で唯一の大規模自然

干潟です。

この小櫃川河口・盤洲干潟で確認される

生物は実に多種多様で、世界でここだけに

生息する昆虫（キイロホソゴミムシ）や２

年前に新たに発見された小型のカニ（バン

ズマメガニと命名された）も生息していま

す。また多くの渡り鳥にとっても欠かすこ

とのできない採餌場所でもあります。

盤洲干潟には、現在六つの漁協があり、

海苔、アサリの養殖がおこなわれておりま

す。５月のゴールデンウイークともなると

各漁協が営む潮干狩り場は大勢の家族連れ

でにぎわいます.また壬渇では業者が数カ
所に賛立てを設置し､賛立て漁（賛立て遊

び）を営んでいます。これは広大な干潟が

あればこそできる昔からの浜遊びです。こ

のように盤洲干潟は人々の暮らしと深くか

かわっています。また地域の学校や公民

館､博物館などが積極的に環境教育の場と

して取り上げており、その価螂値は非常に高

いものがあります。

2020年、東京オリンピッ

ク開催を控え、千葉県では

東京湾クルーズ船就航も

視野に入れております｡現

在､東京湾内でラムサール

条約に登録されている湿

地は谷津干潟一カ所です。

ｎ本が環境を大切にする

成熟した文化国家として

世界から認められるため

にも、国内で唯一の自然干

潟・盤洲干潟を三番瀬な

どと共にラムサール条約

登録を要請いたします。

古露‘

盤洲干潟の底生生物を観察するJAWANシンポジウム｢日本の
湿地を守ろう｣の参加者＝2011年５月２１日

■

■

三河湾(渥美半島･表浜を含む)のラムサール条鈎登録
を求める要望書

環境大臣山本公一様

山本茂雄

大羽康利

田中雄二

アジアの浅瀬を守る会

渥美自然の会

表浜ネットワーク

代表

代表

,代表
Ｐ

三河湾は平均深度が10ｍに満たない浅海

で、かつては広大な干潟・浅瀬をもってい

ました。豊川や矢作川から流入する清流と

栄養塩､洪水流によって運び込まれる土砂

によって、豊かな生物生産、漁獲高を誇る

宝の海でした。

しかしながら、高度経済成長の波ととも

に干潟・浅瀬の竣喋､埋立てが進み、１９７０

年,代以降､赤潮が頻発し1980年代から90年

代には、夏季の貧酸素氷塊が生き物を絶滅

筏
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を行う湿地管理のあり方が、いっそう定着
し、全国的、国際的にも良い影響を与える

ことになることは間違いありません。

三河湾一帯は、三河湾国定公園に指定さ

れており、国定公園は、渥美半島の太平洋

岸、いわゆる｢表浜｣をも含んでいます｡表

浜沿岸は海砂の採取が禁止されている国内

でも貴重な浅場です｡水鳥は、状況に応じ

て表浜の浅海域も利用しており、また､表

浜はアカウミガメの産卵場となっていま

す｡三河湾と渥美半島の沿岸を一体として

条約登録することが望まれます。

以前から指摘されていますが､三河湾は

日本列島の太平洋岸中央部の数少ない水鳥

の中継・越冬。繁殖地であり、保護保全の

措綴は国際的な義務にもなっています。

以上のような理由から、大臣におかれま

しては､次回ラムサール条約締結国会議(C

OP13）において､三河湾（表浜を含む）が

登録されますよう、よろしくご尽力をお願
いします。

させる汚濁の海へと変わりました。

その後、埋立てを止めるための漁民、市

民､科学者等の粘り強い取り組みによって

埋立事業が抑制される（2011年４月の第六

次三河港港湾計画に六条潟の．保全が明記）

とともに、愛知県や国が竣深後の深堀を埋

め戻したり、800haにのぼる干潟・浅場造

成を行うなど､環境修復・保全事業が実施

されてきました(注)。

この環境修復。,保全の取り組みと呼応し

て、愛知県水産試験場と愛知県漁連によっ

て、豊川河口の六条潟で大量発生するアサ

リ稚貝を採取し､三河湾各地の漁場（干潟

・浅場）に撒いて、成長したものを漁獲す

る、愛知（三河湾）方式が工夫され､近年

の日本のアサリ漁獲の過半を占めるまでに

なっていることは注目されます。まさに、

わが国における「賢明な湿地の利用｣例と

して、特筆されるべきものと思われます。
ラムサール条約への登録によって、上記

のような行き過ぎた開発を反省し、環境』修

復・保全の手を尽くしながら、賢明な利用

〃

■

ラムサール条絢登録「中池見湿地」を通る
北陸新幹驍建設エ事に関する要望書

環境大臣山本公一様

特定非営利活動法人ウエットランド中池見
理事長笹木智恵子

可

〃

私たちは､福井県敦賀市にある希少な地

形､袋状埋積谷の中池見湿地保存に向けて

1990年から調査・啓発活動を行ってきまし

た。当地には世界屈指の厚さ（40ｍ､約１１

万年分）を誇る泥炭層の存在が確認されて

おり、国際的に注目を集め、ラムサール条
約への早期登録が求められてきました。
開発計画がいくつか策定され､ガス基地

計画については着工寸前までいきましたが

幸い、諸般の事情で計画は中止、事業予定

地は敦賀市に寄付し撤退となりました。そ

の後、環境省、福井県はじめ関係者の皆様

方のご尽力により、2012年にラムサール条
約に登録していただき、国際的に重要な湿

地として守られることになりましたが、時

期を同時にして北陸新幹線の金沢・敦賀間
のルート公表､着工認可がでました。

その認可ルートは、アセスメント時より

湿地寄りとなっており、私たちは問題を提

起、回避を求めての運動を展開した結果、

ルートは変更されましたが、相変わらずラ

ムサール条約登録範囲、それも集水城とし

ＪＡＷＡＮ通信No.１１７２０１６．１１．３０ ７



みや寵

て－番重要な深山にトンネノレが掘削される

ことになりました。事業者である(狐)鉄道

建設・運輸施設整備支援機構に対し｢ラム

サール条約決議Ｘ１７環境影響評価及び戦
略的環境影響評価:科学技術的手引きの改

訂版｣にのっとるよう要望書を提出しまし

たが、認i識が薄く、当事者責任を回避する

ような回答でした。

つきましては､環境省におきまして、ラ

ムサール条約登録湿地、世界に誇る泥炭腱
の中他見湿地を守るためにも｢水はいのち」
の観点から機構及び同工事に対して厳しく

監視、指導をいただきたく要望いたしま
す。

「
百

新舞子干潟のラムサール条絢登録を求める要望書

環境大臣山本公一様

播磨灘を守る会

代表青木敬介
」■

私たちは、兵庫県たつの市御津町の｢新

舞子干潟｣をラムサーノレ条約登録地にして

後世に残すよう運動を続けている団体で

す。

もちろん、当干潟はラムサール条約登録

の国際的基準もクリアしており、たつの市

へも申請しております。しかし、漁業協同

組合が反対しているため、地元市長はなか

なか申請をしてくれません。漁業協同組合

の反対･の理由は｢いろいろなシバリがあっ

て、漁ができにくい」とのことですが、国際

条約に｢シバリ」はなく、ワタリガニ、ヒラ

メ、カレイなど、むしろ水産生物を増やす

条件が２項目もあり、新舞子干潟はこの条

約の目的を満たすためにあるような干潟で

す。

私たちは地元市長の同意を呼びかけるよ

うな積極的な動きを環境大臣にお願いした

いものです｡以上、なお、当干潟の底生生物

の多さを一覧表にしたものを添えて、要望
いたします。

可

■

吉野jII河口をラムサール条絢登録湿地に(要望）
環境大臣山本公一様

日本野鳥の会徳島県支部

支部長三宅武

、

いる項目を提示します。

次回のラムサール条約締約国会議（Co
P13）において、吉野川河口が登録湿地に
リストアップされるよう、強く要望いたし

ます。

吉野川河１１（徳島県徳島市～板野郡藍住

町～名西郡石井町）には豊かな生態系を維

持する干潟・湿地が広がっています。

私たちはこの干潟・湿地を守るために３０

年以上活動してきました。その一つにこの

吉野川河ｎをラムサール条約の登録湿地に

するためのいろいろな活動があります。

以下に吉野川河11が登録基準を満たして

1．地名

名称吉野川河口・汽水域

８ ＪＡＷＡＮ通信No.1172016.11.30



昆虫では､環境省のレッドリストで絶滅

危,膜Ⅱ類とされているルイスハンミヨウ、

ヨドシロヘリハンミョウが生息している。

ルイスハンミョウは砂地の干潟に、ヨドシ

ロヘリハンミョウはヨシ原などに伴ってで

きる泥質の干潟を好む極である。｝三流部の

鮎喰川との合流部付近では､環境省の絶滅

危'膜Ⅱ類に指定され､成虫はやや乾燥した

砂地を好む力ワラハンミョウも記録されて

いる。河口部周辺の干潟には、環境省の準

絶滅危』倶種に選定されているオオヒョウタ

ンゴミムシも生息している。

☆河1-1から14.5kｍと長い汽水域に沿って干

潟とヨシ原が続き、それによって幅広い塩

分濃度勾配と多様な底質環境をもっている

ことで底生生物相も極めて豊富である。具

体的には、265種もの底生生物種が記録さ

れており、シオマネキ、クシテガニ、ヒロク

チカノコなどの生息数の多さは､他に類を

みない。長い汽水域をもつことで、汽水域

1,1j有の種であるヤマトシジミ、イトメ、ア

リアケモドキなどが多いことも特徴的であ

る。（基準3）

☆広大な汽水域は、吉野川水系の魚類194

種のうち144種（通し回遊魚19種、周縁性

淡水魚）を支え、アユ、アニカケ､サツキマ

スなど多種多様な魚類の生息場所となって

いる。（基準8）

☆長い汽水域は、ヤマトシジミ漁や、青海

苔養殖、沿岸漁業などの生業を支え、人の

暮らしと深く関わっている。また、広大な

河口の景観は、多くの人々に愛されてい

る。河口干潟は環境教育の場としてたくさ

んの人々が利用し、ワイズユースとしての

価値が高い。

☆重要湿地５００にリストアップされてい

る。

☆｢東アジア～オーストラリア地域におけ

るシギ・チドリ類重要生息地ネットワー

ク」に参加している。（河口～吉野川大橋
500ha）

2.所在地

徳島県徳島市～板野郡藍住町～名西郡

石井町

3.基準

☆自然度が高く、日本の温帯域では他に類

を見ない希有な河口域である。長大な汽水

域に塩性湿地が豊富に点在している。（基

準1）

とりわけ都市部の大河川では、最も破壊

されやすい河口部付近の干潟が海浜植物の

ゾーンを含めて維持されている。

☆鳥類では環境省と徳島県で絶滅危`膜Ｉ類

のカラシラサギ、クロツラヘラサギ、ツク

シガモ、ヘラシギ、カラフトアオアシシギ、

セイタカシギ､環境省Ⅱ類で徳島県Ｉ類の

ズグロカモメが渡来する。ミサゴ（環境省

で準絶滅危棋種､徳島県でⅡ類）は冬季に

20羽以上が河口に群れる。ホウロクシギ

（環境省､徳島県で絶滅危'膜II類）は春の

渡りで１００羽以上が飛来していることが確

認されている。この汽水域では約200種が

記録されている。

☆稀少性の種も多い。（基準2）

底生生物は、シオマネキ、ハクセンシオ

マネキ、ヒロクチカノコ、ワカウラツボ､サ

ザナミツポ、カワアイ、マゴコロガイ、ハマ

グリ、ハナグモリ、ムツハアリアケガニフ
タハピンノなど約40種。

魚類のタピラクチ、イドミミズハゼ、ト
ビハゼ、ヒモハゼ、チクゼンハゼ、マサゴハ

ゼなどを挙げることができる。河口沿岸域
は、また、かつてはアオギスの生息地とし

て知られていた。

☆河口域のヨシ群落は､環境省の特定植物

群落に登録されている。汽水域には、ウラ

ギク（環境省と徳島県の絶滅危'膜Ⅱ類）、

イセウキヤガラ（徳島県の絶滅危倶Ⅱ類)、

コアマモ（徳島県の準絶滅危棋）などの希

少種が良好に生育しており、群落規模も全

国有数であり、吉野川河口の汽水域は植物
学的にも貴重な場所である。
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和台干潟のラムサール条絢登録を求める要望書

環境大臣山本公一様

和向干潟を守る会

代表山本廣了
Ｌ

｣

福岡'17の博多湾東奥部に位|iHfする和白干

潟（約300haの浅海域と約80haの干潟）は、

東アジアの水鳥の渡りのルート、シベリア

から日本列島を通り東南アジアやオースト

ラリアまで渡るルートと中国大陸から朝鮮

半島を通り九州北部を通るルートの交差点

に当たる国際的に重要な湿地です｡水鳥た

ちの中継地､越冬地として有名です。クロ

ツラヘラサギやツクシガモなどの絶滅危'倶

種や希少種などの水鳥たちも毎年飛来して

います｡水鳥たちがたくさんやってくるの

は､餌となる貝、カニ、ゴカイなど底生動物

が豊富であり、広くて安全な場所があるか

らです。また、これらの底生動物は海水を

浄化しています。

戦後日本では干潟の4割以上が埋め立て

などで失われた中で、2003年には和白干潟

が｢国指定鳥獣･保護区｣となり、2004年には

｢ラムサール条約｣の国内登録候補地に選

ばれています。また2009年には150万都市

の中にありながら自然海岸の残る干潟とし

て、国内の干潟では唯一「にほんの里100

選｣に選ばれました｡和白干潟沿岸には､ハ

マニンニクやウラギクなどの貴重な塩生湿

地植物も豊富です。

和白干潟を守る会は､博多湾の相次ぐ開

発で浅海域を失い､浄化能力を落とした博

多湾の中にある和白干潟を市民の力で守っ

ていこうと、２８年前に結成しました。会の

活動は干潟の清掃活動､保育園児から社会

人までを対象にした自然観察会などの環境

教育、鳥類調査､水質・砂質調査、ゴミ調

査、地域との交流を図る｢和白干潟まつり」

などの活動を続けています。これらの活動

に対して2011年には福岡市長推薦の下、

'00年後もこの貴重な干潟を守る使命を託

され、日本ユネスコ協会連盟から｢第５回プ

ロジェクト未来遺産｣に登録されました。

市民と自治体が力を合わせて貴重な自然

を守っていくのは責務であります。日本の

中でも早急にラムサール

条約登録が急がれる湿地

として和白干潟は日本湿

地ネットワークの決議に

も取り上げられています。

環境省におかれまして

は、ラムサール条約登録に

は自治体の申請を待つ、と

言う消極的姿勢を改め、早

急な対応の必要な`候補地

として優先して登録され

ますよう要望いたします。

和白干潟の自然観察会
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辺野吉埋め立てと土砂搬出は中止せよ
～全国協議会が防衛省･環境省に要請追加署名提出も～

。｡.?.。.2,◆`｡､◇○゜＞◇(>○`:田｡`:◇｡◇(:>○八゜｡◆◇○・°Ｃ｡◇◇。◇｡●Ｃ◇coo｡｡●◇●｡◇･○oooooco◆◇。◇◇｡◇｡◆灯り◆◇◇｡◆丘>●。◇○°Ｃ◆ＣＯ．◆`）。

沖縄県の米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設計画をめぐり、移転先の埋め立て用
土砂搬出に反対している｢辺野古士砂搬出反対全国連絡協議会｣は'１月１日、防衛・環境両

省と交渉し､埋め立てと土砂搬出計画の中止を要請しました。

防衛省沖縄防衛局が2013年３月に提出した埋め立て承認願書の添付図書には､土砂の大
半を占める岩ズリ（岩をくだいたもの）の調達先として、沖縄に加え九州・瀬戸内の7地

区・１３カ所の採石場が記載されています。

全国連絡協議会は、土砂搬出予定地となっている鹿児島､長崎､熊本､北九州、瀬戸内海

など各地の18市民団体で構成されます。この日の交渉では､防衛・環境両大臣あての要請

書を手渡したあと、現地からの訴えがありました｡そのあと、要請事項にたいして両省が回

答しました｡交渉には8人の国会議員と14人の議員秘諜も同席しました。

＊外来種対策は業者まかせ

全国協議会の質問・要請と防衛。環境両省の回答は以下のとおりです。

(1)環境省は４月22日、「生物多様性の観点から見た重要度の高い海域」（重要海域）として
合計321海域（うち沿岸域270海域）を公表した｡新基地建設予定地の辺野古と大浦湾も重
要海域に含まれる。埋め立て予定地では生物調査をするたびに新種が発見されている。そ
のような海を埋め立てることは､生物多様性基本法にもとづく生物多様性国家戦略に抵触
する。

〔防衛省の回答〕

辺野古への基地移設については､今年３月４日の福岡高裁那覇支部の和解案を受け入れ、
埋め立て工事を中止している。埋め立て工事を再開する場合も、関係法令にのっとって環
境に配慮して進めていくことにしており、生物多様性国家戦略に反するものではない。

(2)気'侯や緯度の異なる海域から土砂を搬入することは､外来種の持ち込みをもたらしか
ねない｡那覇空港第２滑走路建設の埋め立て工事では､石材の搬１１１元である奄美大島の採石
場を沖縄県が立ち入り調査した結果､すべての調査点で特定外来生物ハイイロゴケグモが
確認された｡外来種対壽策として、防衛省は｢事業者の責任として沖縄防衛局が適切に対応す
る」としているが、それをどう担保するのか。「埋め立て士砂の,供給業者に所要の調査など
を義務づける」としているが､それで十分な調査ができるのか｡第三者的な専門家や調査機
関に委託すべきではないか。

〔防衛省の回答〕

土砂供給業者に所要の調参魔などを義務づける。沖縄防衛局が設慨した環境監視等委員会
（普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境監視等委員会）の指導・助言を得て、さらな
る調査が必要と判断される場合は供給業者に再度確認を求めるなど､沖縄防衛局において
適切な対応をとる。
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辺野古埋め立て用土砂採取計画の中止などを防衛省と環境省の担当者(手前)に要請した
＝11月１日、衆議院第二議員会館

(3)採取場所から外来生物が発見された場合､外来種の持ち出しは禁ずるとの本来の目的
からすれば､その場所の岩ズリは使用すべきでない。那覇空港第２滑走路建設工事では石

材を簡易に洗浄している。そのようなことで外来種のまぎれこみを防止できるのか｡大き
さが大小異なり、泥砂が混じる岩ズリの場合は洗浄がほとんど不可能と考えられる。
〔防衛省の回答〕

辺野古の埋め立てに用いる土砂については､環境影響評価のプロセスにおいて環境保全
に配慮することとしている。

(4)土砂供給予定地の沿岸海域の約6割は｢重要海域｣に含まれている。この点についてどの
ようにとらえ、どう対･処するつもりか。

〔環境省の回答〕

重要海域は､既存の情報にもとづいて科学的・学術的な作業として抽出したものであ
る。それがダイレクトに効力を発揮するものではない。ただ、じっさいには、それを配慮の
もととして考えていただくものと期待している。個別の場所の士砂採取にともなう環境配
慮は､供給業者によって必要な対策がとられるべきである。環境への配慮も業者において
やっていただくことになる。

(5)土砂供給予定地は、国立公園やジオパーク、さらには-世界遺産登録をめざす地域やその
隣接地である。予定地では山が削られ､土砂が川や海に流入するなどの自然破壊が進んで
いる。生物多様性国家戦1略を推進する立場からも、これらの実態調査をすべきである。
〔環境省の回答〕

個別の具体的な事業は､その地域の自然的。社会的条件に応じたかたちで適切に判断し
ておこなわれるべきものと理解している。採取をおこなう地域の問題は､個別に必要な対
策がとられるべきであると考えている。辺野古の場合も、事業者である防衛省が土砂供給
地域の上砂採取による環境影響も配慮していると承知している。
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(6)辺野古埋め立て用資

材とされるハイブリッド

ケーソンは本土側で製造

するといわれている。防

衛省はその発注内容・仕

様書などを把握している

のか。

〔防衛省の回答〕

ケーソン新設工事は五

洋建設に発注した。発注

者である沖縄防衛局は仕

様書などを承知してい

る。しかし、五洋建設が

ハイブリットケーソンを

製造する下請け業者と契

約を締結した実績はな

一一二－畳。

交渉のあと、西日本各地からの辺野古埋め立て用土砂採取計画

撤回を求める内閣総理大臣あての追加署名４万1470筆を提出＝
内閣府で

い。したがって､おたずねの仕様書について答えることは困難である。

(7)土砂,供給予定地の一つに熊本県天草市の御所浦地区が含まれている。そこの採石場で

は､採石したあとの崖が｢白亜紀の瞳｣と堵づけられている。岩ズリには､約1億年前の白亜
紀の恐竜やアンモナイト、三角貝など膨大な化石が含まれている。このことを承知してい

るか｡化石は、当時の環境と生物多様性の様子を具体的に証言している。いわば歴史の証拠
であり、生物の遺骨である。その遺骨が含まれている岩石を使って､生物多様性の宝庫とも

いうべき辺野古の海を埋めることは゛倫理的にもしてはならない。
〔環境省の回答〕

士砂供給予定地についての詳細な'盾報は防衛省からいただいていない｡環境省として
は､公表されている資料の中からいろいろと情報を収集しているところである。
辺野古については、土砂供給業者が環境に配慮するということが環境影響評価書などに

記載されているので､そのとおりにやっていただけると考えている。

以上です｡防衛・環境両省の回答は､総じてまともなものではありません｡たとえば外来
種対･策は土砂供給業者まかせです。

防衛省とのやりとりでは､辺野古埋め立て用士砂の購入・運搬などにかかる経費として
今年度（平成28年度）予算に約816億円を計上していることがわかりました｡816億円は３
カ年分の経費です｡防衛省は、「和解決定にもとづいて今は埋め立て工事を中止しているの

で､土砂供給業者との契約はおこなっていない。予算計上されていない作業は実施しない」
と答えました。

交渉のあとは内閣府:を訪れ､西日本各地からの辺野古埋め立て用土砂採取計両撤回を求

める内閣総理大臣あての追加署名を４万1470筆提出しました。昨年10月１５日に提出した分
とあわせて、署名は9万3899筆になりました。

以下は､交渉の冒頭におこなわれた現地からの訴えと、防衛・環境両省の回答内容をめ
ぐるやりとりです。

ＪＡＷＡＮ通信Ｎｏ．１１７２０１６．１１．３０ 1３



ノ 、

現地からの訴孟(要旨）
、 '

業者まかせで外来生物の持ち込みを防げるのか
自然と文化を守る奄美会議大津幸夫さん

沖縄・那覇空港第２滑走路建設の埋

め立て工事のために､奄美大島から岩

石（石材）を船に積んで沖縄に運ん

だ。

沖縄県が埋め立て用土砂規制条例

（公有水面埋立事業における埋立用

材に係る外来生物の侵入防止に関す

る条例）にもとづいて立ち入り調査

をおこなったら、奄美の採石場から外

来生物のハイイロゴケグモが確認さ

れた。ところが業者は､岩石を洗浄し

たので外来生物はいないということ

にして沖縄に運んだ。

石材の洗浄は業者がおこなう。そし

て、外来種はいないということを業者

が確認して持ち込む。それを監査する

人はだれもいない。第三者もいない。

そういうシステムになっている。

県外からの土砂搬入を規制する沖
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大澤幸夫さん

縄県のいまの条例は､罰則もなければ監査するシステムもない。

洗浄したから石材に外来生物は含まれていないというのは､業者が確認して｢いなかっ

た」と言っているだけである。

岩ズリを辺野古に送り込むときも同じやり方でいいのか。ということで､私たちは今年９

月の鹿児島県議会に陳情書をだした｡鹿児島県として規制条例を制定すべきだという陳情

である。

鹿児島議会における県自然保護課の回答は､外来生物法（特定外来生物による生態系等
に係る被害の防止に関する法律）の第4条に禁止規定がある、それを所管しているのは国

なので県として条例をつくる必要はない、というものである。

現在は､岩石や土砂などに外来生物が含まれているかどうかを洗浄と目視によって鑑定
している。そのやり方でハイイロゴケグモなどの外来生物の搬入を防止できるのか。

これは､奄美大脇から辺野古に持っていくという岩ズリの実物である。これは真っ赤な

粉だが、雨にさらすと黒くなる。黒糖の色になる。これがどんどん海にたれ流れて､公害を

ひきおこしている。死の海になっている。サンゴを死滅させている。それが何年もつづいて

いる。
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私たちは採石をやめさせるよう、県に申し入れた。県は採石を中止させた｡そして、たれ

流しをしないように、いろいろな手立てをした。ところがそのあと、県は採石延長の許可を

だした｡その結果､赤土の粉がふたたびたれ流しになり、赤土公害が起きた｡その状態がい
まもつづいている。県は採石許可を３回だした。これからは辺野古のほうに岩ズリを運ぶと

いう状況になっている。

外来種の危険性周知を徹底してほしい
やつき

辺野古埋立てﾆﾋ砂搬出反対北九州連絡協議会八記久美子さん

北九州市では､特定外来種のツマアカ

スズメバチが昨年10月に確認された。外

来種のオオキンケイギクは市内各所で

咲き乱れている。辺野古埋め立て用土砂

搬出予定地の採石場のそばの集落にも

オオキンケイギクが咲いている。

昨年の７月ごろ、北九州市環境局にた

いして外来種の学習会を開いてほしい

と依頼した。自分たちもよくわからない

ので勉強してから、ということで、１カ

月後ぐらいに学習会を開いてもらった。

たどたどしい話だった｡北九州市は自ら

｢環境首都｣と言っているが､その北九州

市ですらそういう状況である。環境省の
みなさんには、土砂搬出予定地だけでは

なくて､全国の自治体に外来種の危険性

周知を徹底してほしい。
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八記久美子さん 防衛省のみなさんには､沖縄の高江に

おける暴挙について訴えたい。米軍ヘリパッド建設に反対する市民に加えている暴挙であ
る。

私は、キャンプシュワブのゲート前で２回ゴボウ抜きにあった｡そのときはまだ配慮があ
った。ところが高江では､みさかいなく住民を連れて行く。これが国家公務員のすることか
と思った。

私の頭のなかでは､環境省は｢国の環境を荒らす省｣、防衛省は｢同を戦争に巻き込む省」
という認識しかない｡本来の役割をはたすよう、しっかりがんばってほしい。

外来生物の拡散防止を

「辺野古に土砂は送らせない！」山口のこえ大谷正穂さん

安倍総理のおひざもとの山口県でも辺野古埋め立て用の士砂搬出に反対鐵する声がひろが
っている。
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外来生物の拡散や侵入を防ぐために、沖縄
県は埋め立て用土砂規制条例をつくって行

政努力をしている。

山口県ではアルゼンチンアリなどの外来

種が多くの地点でみつかっている。しかし、

それは市民からの通報がないと確認されな

い。

山口県では､辺野古埋め立て用土砂搬出の

候補地が２カ所あがっている。そこにアルゼ

ンチンなどの外来種がたくさんひそんでい

る可能性がある。そうした外来生物を防除し

て拡散させないためには､宮と市民が協力し

あうことが必要だ｡外来生物を拡散させない

ために、私たちは山口県と協議を重ねてい

る。よろしくお願いしたい。
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大谷正穂さん

採石で禽然と景観の鍍壊が進む`!､豆島
環瀬戸内海会議松本宣崇さん

この航空写真をご覧いただきた

い。これは、ＢＳジャパンが今年３月

１５日に放映した｢空から日本を見て

みよう」のテレビ画面である。採石に

よってハゲ山がひろがっている。

この海岸線は､瀬戸内海に浮かぶ

小豆島の灘山地区である。この航空

写真に写っているだけでざっと２キ

ロある。全体では2.5キロある。

このようなかたちで何十年にわた

り、自然公園の特別地域に指定され

ていたところが特別地域を解除され

奴

松本宣崇さん(左）
たり普通地域になったりした｡採石

法による認可をうけてである。このような状態がずっとつづいている。

ぜひとも環境省に伺いたい。このような状況をずっと放置するつもりなのか｡ましてや、

航空写真に写っている海岸線の前面海域は､今年４月に発表された｢重要海域」（生物多様
性の観点から重要度の高い海域）の一部である。こうした状況が今後もつづけば､小豆鳥
はだんだんやせていく。地元の人たちはそのように心配している。

この写真は、同じ小豆島の士庄町小江にある採石場跡地だ｡直径は200ｍぐらい、断崖の

高さは70～80ｍあると思われる。海面の下まで掘り込まれているようだ｡海水が流れ込ん

でいる。このようなことが瀬戸内海の島々でおこなわれている。そのことをぜひご理解い
ただきたい。
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重要情報を隠髻ないでほしい

らせない三重県民の会柴田天津雄さん

昨年２月１日の｢琉球新報』に､辺野古埋め

立て工41】:用のケーソンが三近県でつくられ

るという記事が載った。こんな規模のもの

をつくるのは三重県ではＪＦＥエンジニアリ

ング(株)の津製作所しかない。

そこで､津製作所にたいして話しあいを

申し入れた。話しあうという回答を得たの

で、５月に行った｡そうしたら、「本社から会

ってはいけないという指示があったので会

えない」と言われた。

「本社の誰が指示をしたのか｣と聞いたら

「本社の総務課だ｣という。その場で総務課

に連絡した。総務部長がでてきた。「この件

については私が責任をもっているので本社

のほうに来なさい｣ということだった。

最初の津製作所の対応はまつとうだと思

う。私たちは、「津製作所のどういうところ

辺野古のケーソンをつく

､
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柴田天津雄さんノ｡''湾'－つi￣’'罫'二琴'１－ノルゾニノｖ、ノニ一つ
でケーソンをつくろうとしているのか、そ

の意図について話しあいたい」と言った。それが本社の指示でダメということになった。

今年の８月２６日、みなさんとＪＦＥエンジニアリング横浜本社に行った。そうしたら、いっ

さい会わないということで門前払いをくらった。ものすごく失礼な態度だった。上のほう
から｢話しあいには応じるな」という指示がでているようだった。

防衛省の方にお願いしたい。このような国家事業については､いろいろな場所で討臺論さ

せることが必要だ｡ケーソンは､辺野古の海上基地の建設にあたって土台となる。そのよう

な重要なものについては防衛省のほうから情報をだしてほしい。

私たちはJFEエンジニアリングの津製作所や本社の人と話しあいたい。そのような話し

あいを促進していただきたい。防衛省は、「話しあうな」と指示するのではなく、どこでケ

ーソンをつくることになっているのかを明らかにしてほしい｡情報を隠さないでほしい。

〆 、

陦衛省･環境省交渉の主なやりとり
、 〆

とについて基本的にほとんど答えていな

い。

生物多様性国家戦略は､生物多様性の危

機として４つあげている。辺野古の埋め立

てについていえば、「第１の危機｣の｢開発な

*生物多様性国家戦略との関係

◇全国協議会

｜坊衛省と環境省は、私たちが質問したこ
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ど人間活動による危機｣と、「第３の危機｣の
｢人間により持ち込まれたものによる危機」
（外来種問題）があてはまる。
辺野古の場合は､辺野古の海を埋めてし

まうので、そこに生息している生き物たち

を抹殺するということを人間がやることに

なる。そのことによって沖縄本島の東側海

岸全体の生態系の構造ほどういうふうに影

響を受けるのか。それは、生物多様性国家

戦略が掲げる｢第１の危機｣に該当するはず

だ｡そういうことを検討したうえで、「生物

多様性国家戦略に反するものではない」と

話されたのか。

*含年度予算に816億円を計上

◇全国協議会

裁判所の和解案を受け入れて今は埋め立

て工事を中止しているとのことだが、最高
裁の判決が今年中にでるかもしれないとい

う状況のなかで私たちは危機感をもってい

る。

土砂搬入関連の予算はどうなっているの

か。

◆防衛省

今年度（平成28年度）の予算に土砂購入

にかかる経費を計上してある。埋め立て士

砂の採取・運搬や埋め立て作業を今後3カ

年にわたっておこなうのに必要な経餐とし

て約816億円を計上している。しかし､今は

和解決定にもとづいて工事を中止している

ので、土砂供給業者との契約はしていな

い。訴訟の判決が確定するまではなにもで

きない。

◆防衛省

防衛省としては､環境影響評価のプロセ

スのなかで環境への負荷などを調査し､必

要な環境保全措置をとって工事を進めるこ

とにしている。

◇全国協議会

環境省からみて、環境影響評価の実施に

おいて生物多様性国家戦略を考慮した形跡

はあるのか。
◇全国協議会

びっくりするような説明がされた。土砂

採取地もきまっていないのに、なぜ今年度

から予算がついているのか｡それはありえ

ないだろう。見積もりをきちんととらなけ

れば予算額は算定できないはずだ。どこの

土砂を採取・運搬することを想定して算定

したのか。

◆環境省

生物多様性国家戦略は､考え方や理念と

か、こういう考え方で進めるべきというこ

とが書いてある。たとえばいろいろなとこ

ろで道路がつくられたり、都市開発がおこ

なわれたりというすくてについてチェック

することはできない。個別のものについて

は事業者において判断していただかなけれ

ばならない。

◇全国協議会や喪とそん
奄美大島の大和村では､本土の業者がや

ってきて土砂採取をはじめた｡村役場前の

港から、とりあえず那覇空港第２滑走路建

設工事の現場に運んでいる。

本土からきた業者は､新しい採石場をつ

くるために山の買い占めを進めている。辺

野古埋め立て用の土砂を採取することが目

的である。防衛省が予算を確保したので、

防衛省の購入を見込んで乗りこんできてい

る。

◇全国協議会

生物多様性国家戦略をきちんと守らなけ

ればならないという認識は防衛省も環境省

も共有しているととらえていいか。

◆防衛省・環境省

それでよろしい。
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しかし、辺野古の新基地建設については

反対･運動が強い。埋め立てがいつになるの

かわからないのに､すでに土砂の採取・運

搬費などが予算化されている。いったいど

うなっているのか。

業者は色めきたっている。奄美では、土

砂採取に賛成と反対が部落ごとにわかれて

たいへんなことになっている。奄美ではま

た、土砂採取による赤土公害で港がひどい

状態になっている。サンゴ礁が荒らされて

いる。

奄美大島は世界自然遺産の候補地であ

る。国立公園の指定も予定されている。そ

ういうところの山をどんどん削り、自然を

破壊しようとしている。それを防衛省がそ

そのかしている。環境省はだまっている。

土砂はいったいどこから辺野古に搬入す

る計画になっているのか。

*外来種チェックは業者まかせ

◇全国協議会

防衛局の説明でいちばん気になったの

は、土砂供給業者に所要の調査を義務づけ

ていることだ。この問題は､那覇空港第２滑

走路建設の埋め立て工事における県外から

の石材持ち込みですでに経験している。業

者が出した届出書に添付された諜類では、

この山には特定外来生物はいないとなって

いた。ところが沖縄県が今年３月に採取地

の立ち入り調査をしたら、３カ所の山から

すぐに特定外来生物がみつかった。業者ま

かせはまったくあてにならないということ

は､そのことからわかっているはずだ。

那覇空港の実例については、防衛省も情

報を入手しているはずだ。それなのに、い

まになっても｢供給業者に所要の調査を義

務づけている」としきりに言われた。それ

を具体的にどう担・保するのか。それをはっ

きり言わないと、通用しないのではない

か。

◆防衛省

埋め立て承認願書のなかで､岩ズリのス

トック量を調査している。それを念頭にお

いて３カ年で必要な土砂搬入量などの予算

額を計上した。

いずれにしても、土砂供給業者と契約し

たうえで採取場所を決めていくというプロ

セスを考えている。現時点では採取場所は

きまっていない。

◆防衛省

業者の調査結果については､環境監視等

委員会から指導・助言を得る。さらなる調

査が必要と判断される場合には、供給業者

に再度確認を求めるなど、沖縄防衛局にお

いて適切な対応をとることにしている。

いずれにしても、沖縄県の｢公有水面埋

立事業における埋立用材に係る外来生物の

侵入防止に関する条例｣の第3条において、

事業者は特定外来生物が付着または混入し

ている埋め立て用材を県内に搬入してはな

らないという旨が規定されている。したが

って、事業者の責任において適薑切に対応す

ることとする。

◇全国協議会

採取場所が埋め立て承認願審添付図書の

場所と変わった場合はどうなるのか。

◆防衛省

埋め立て承認書のなかで､願書に記載さ

れている埋め立て用土砂について変更があ

った場合は知事の承認を得ることになって

いる。

◇全国協議会

事業者の責任において適薑切に対･応すると

言われたが、具体的にどういうことでそれ

が担・保されるのか。それを聞いている。
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今回わかっているのは､すべての対策が

業者まかせになっていることだ｡洗浄や『Ｉ

視がきちんとおこなわれるのか｡そういう
こともまったく業者まかせだ。

そういう状況の中で、「所要の調査を業

者に義務づけている」ということを口先だ

けで言われても、説得力はまったくない。

＊洗浄による外来種駆除は非現実的

◇全国協議会

これは、奄美大島の岩ズリの実物だ。泥

と砂のかたまりと岩がまじっている。これ

のなかにな｛こかが見つかったとき、どうい

う対策ができるのか｡そのことを本気で考

えてほしい。

那覇空港第２滑走路建設工事で用いてい

る石材の場合は､外来種対策として洗浄し

ている。しかし、岩ズリの場合は洗浄では

対処できない。この岩ズリを洗ったら３分

の１ぐらいなくなってしまうのではない

か｡岩ズリをいくら洗っても泥水ばかりが

でてくる。そういうものにたいしてどうし

たらいいのかなど､外来種対･策の総括的な

ものをだしてほしい。そのように総合的に

対処してはじめて､生物多様性国家戦略に

抵触しないかどうかがわかるはずだ。

そういう手続きがされないまま今年度予

算に８１６億円が計上されていることを知

り、びっくりした。それはないでしょう、と

いう感じだ。

◆防衛省

指摘されたことは理解する。しかし、い

まは埋め立て工事が止まっている。埋め立

て用土砂の供給地によって対藝策なども変わ

ることがあるかと思う。この場でどうする

かということを確定的に話すことはできな

い。

◇全国協議会

外来生物有無のチェックを業者にまかせ

ることについて、環境省はそれでいいと思

っているのか。それで外来生物の持ち込み

を防ぐことができるのか。

◆環境省

ありとあらゆる外来生物の移動を環境省

みずからがチェックするのは非常にむずか

しい。

いちばん合理的なのは､個々の事業者が

チェックすることである。客観性の担保に

ついては､環境監視等委員会のなかでしっ

かりみていくことになる。

◆環境省

都道府県のなかで外来種対策をどう進め
ていくかについては､地方自治の観点もあ

り、都道府県で判I釿すべきだと考えてい

る。

◆防衛省

まずは外来種対策を策定すべきというご

意見だが、安定・確実な調達が可能な土砂

供給業者と土砂購入の契約を締結したうえ

で土砂採取場所などを確定することにして

いる。

外来種対一策については、士砂をどこから

採取してくるか。たとえばクモがいるの

か、植物が増えているのか。そういう状況

によって対策がきまってくると思うので、

この場で総括的に||］しあげることはできな

い。

◇全国協議会

外来種対策の総括的な方針をまずつくっ

てもらいたい。そのうえではじめて予算を

どうするか、というのが順番ではないか。

外来極に関する所要の調査は業者に義務

づけているということをしきりに話され

た。しかし那綱空港第２滑走路建設工事の

嚇例からいうと、業者はチェックできない

のではないか。そのことを私たちはなんど

ものべている。
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るために、環境への影響をちょっとでも小

さくしたようにみせるためにはなにがあり

ますかね、という知恵をだすための委員会

である。第三者ではない。

＊第三者機関の設置を

◇全国協議会

それでなぜ予算化ができるのか｡具体的

な採取場所は、埋め立て承認願諜の添付図

書において一定程度指定されている。添付

図書には､埋め立てに用いる土砂の採取場

所の地図と採取量がかなり具体的に示され

ている。この地図を現場にもっていくと、

業者の名前までわかる。だとすれば、どの

ような枠組みで外来種対策をするかという

ことはいまからでもきめることができるは

ずだ。

供給業者が調査したとしても、その結果

をチェックする体制がなければ､そのまま

素通りして持ち込まれるのではないか。私

たちは那覇空港の例をあげてそのことをし

きりに問題提起している。供給業者に調査

を義務づけるやり方は破綻している。

第三者的な専門家、あるいは環境省と

か、いろいろな立場の、事業者（防衛省）

でない専門家がそれをチェックする体制を

とりいれる。そういう方式の枠組みをつく

って提案してほしい。

◇全国協議会

失敗したときはどうするのか。大浦湾に

コンクリートブロックを投入して以来､大

浦湾にはジュゴンがこなくなったという事

例がある。それは失敗だと思う。そういう

ことがおこった場合はどうするのか｡やは

り、第三者的な立場の環境省か、あるいは

外部の専門家がチェックしないとどうにも

ならないと,思う。

◆防衛省

将来失敗したときにどうするかというこ

とは、仮定の質問なので答えられない。

◇全国協議会

外来種の防除対策として、那覇空港で用

いたような洗浄の方法は有効なのか。洗浄

するとしたら、どのくらい時間をかけて洗

浄薑するのか。

◆防衛省

◆防衛省

沖縄防衛局が設置した部外の環境監視等

委員会がそれに相当する。

●

◇全国協議会

搬入する岩ズリを調査して特定外来生物

がみつかった場合、どうやって駆除するの

か。それを具体的に考えたことがあるの

か｡岩ズリの現物をみると、どうやったら

1駆除できるのか、と,思う。

◇全国協議会

環境監視等委員会は､辺野古埋め立てを

前提にし､環境影響を極力小さくするため

の事業を検討-する委員会である。じっさい

に何をやっているかというと、底生動物や

陸上植物の移転計画などを真剣に検討して

いる。信じられない。そんなことは現実的

でないはずだ。

環境監視等委員会の指導・助言を得るの

はいいことだ。しかし、それは第三者機関

ではない。辺野古埋め立てを前提にした委

員会だからだ｡辺野古の埋め立てを促進す

◆防衛省

外来種の防除対策については今後検討す
る。

文・写真／中山
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三番瀬の人工干潟造成を中止
～干葉県が正式決定～

三番瀬を守る連絡会代表世話人中山敏則
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三番瀬の人工干潟造成中止を千葉県が正式に決定しました｡これで､'5年!E蕊患ぶ人工
干潟造成の攻防はいちおうのケリがつきました｡人工干潟造成は､三番瀬の猫実川河口域

に第二東京湾岸道路を通すための前提となるものです｡第二湾岸道路の建設もとりあえず

阻止することができました｡人工干潟造成については、日本湿地ネットワーク（ＪＡＷＡＮ）

のみなさんにも反対の意見襟を数多くだしていただきました｡感謝申しあげます。

＊第二琶岸道を通すため千葉県が中止を決定した人ｴ干潟造成と第二湾岸道路のルート
人工干潟造成計画 ｜市川市 WiH；自１V雫Lifj橋市JR京蕊織習志野市’
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経過はこうです。

県は三番瀬の2期埋め立て計画

（740ha）を1993年に発表しまし

た。これが実施されると、三番瀬

はほとんど消滅します。そこで、

三番瀬保全団体は｢これ以上埋め

立てるな」という運動をはじめま

した。署名を30万集めるなど､埋

め立て反対の世論を盛りあげま

した。

2001年春の県知事選では､三番

画ルート
行
徳
鳥
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第二湾岸道用地
（確保済み）猫実Ⅱ

三番瀬

浦安

堂本知事は、「三番瀬再生｣をうたいなが

ら人工干潟造成をめざしました｡住民や市

民団体、漁協などの合意を得るため、三番

瀬円卓会議をたちあげました。丸2年にお

よぶ議論の結果、円卓会議は人工干潟造成

をもりこんだ提言を採択しました。三番瀬

保全団体の猛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

委員のうち大浜精委員（当時千葉の干潟を

守る会代表）だけです｡環境派として名高

い委員も土壇場で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`保護協会常務理事）、清野聡子委員（九

州大学大学院准教授、当時東京大学大学院

瀬埋め立てが最大の争点になりました。選

挙中に朝日、読売､毎日の3紙がおこなった

県民世論調査では、いずれも「埋め立て反

対］が過半数を占めました。これをみた堂

本暁子･候補は､選挙戦の途中で三番瀬埋め

立て計画の白紙撤回を唯一の公約に掲げま

した。見事に当選です。

堂本知事はこの年の９月に三番瀬埋め立

て計画を白紙撤回しました。しかし喜びも

つかのまでした。堂本知事は自民党県連と

取り引きしました。埋め立て計画は口紙撤

回するが、第二東京湾岸道路は猫実川河口

域（浦安寄りの三番瀬海域）に通す。その

ためにこの海域で人工干潟を造成する－

というものです。
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助手）、蓮尾純子委員（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進め

めました｡地元の市川市は広報紙

で人工干潟造成の必要性をあお

りたてました。市は｢人工干潟も

都市部では貴重な自然｣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の会

長や漁協幹部も県の審議会など

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

では自民党議員が猫実川河口域

を｢ヘドロの海｣とよび､人工干潟

造成と第二湾岸道路建設を主張

しました。

日本の海洋生物研究の第一人

者とされる風呂田利夫氏（東邦

大学名誉教授､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

謎

県交渉をくりかえし、人エ干潟造成の中止を求めた

ﾉ野口LL'しWcM出夫ﾉ''1'ul-I甥Vﾉノリイ人エ干潟造成中止で大きな役割を果たした市民調査
礁を有害物とし､除去して人工砂

浜（人工干潟）をつくるべきと主張しまし止決定を発表しました。

た。その根拠は、足を切ったりするので力人工干潟と第二湾岸道路建設は－体で

キは人間にとって危'倹な生物である、子どす。第二湾岸道路建設も食い止めることに

もたちが安全に海に入れるように砂を入れなりました。この道路は、浦安市､船橘市、

て人工砂浜にすべき、というものです。習志野市、千葉市の埋め立て地には８車線

環境団体の｢三番瀬フォーラムグループ」の道路用地が確保されています｡三番瀬で

も人工干潟造成の必要性を主張しました。中ぶらりんになっているため、道路を建設

今市民調査と行政交渉が大きな役割することができません｡三大湾（東京湾、
,伊勢湾、大阪湾）のなかで埋め立て地や干

そういうきびしい状況のなかで､私たち潟を通る高速道路の建設を止めているのは

|まさまざまな運動をくりひろげました。行ここだけです。
政交渉もくりかえしました｡2009年４月かとはいえ、県はいまも第二湾岸道路構想
らこれまでおこなった行政交渉は50回におを掲げています｡人工干潟造成計画が復活
よびます｡三番瀬市民調査も大きな役割をするかもしれません。そのため、私たちは
果たしました。県議会の野党にも支援をい三番瀬保全の法的柵弼を求めています。そ
ただきました。のひとつがラムサール条約登録です。
そしてついに今年２月、県は県議会で人三番瀬を後|比に引き継ぐため、私たちは

工干潟造成断念を表明しました。また、１０今後もねばりづよく運動をつづけていくこ
月29日に開かれた三番瀬ミーティングで中とにしています。
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した。「（自然破壊を）防衛省がそそのか

している。環境省はだまっている」と。

▼こうした姿勢は重要湿地の､保全問題もお

なじです｡環境省がリーダーシップを発揮

し､危機に瀕している重要湿地をラムサー

ル条約に登録してほしいという要望にたい

し、同省は｢地元の動きを見守る」に終始で

す（本誌2ページを参照）。環境省の存在

意義を果たしていません。

▼10月２９日に開`催された千葉県主催｢三番

瀬ミーティング｣で古川恵太・横浜国立大

学統合的海洋教育・研究センター客員教授

が講演し、２０年前に三番瀬で740haの埋め

立てをしていれば｢成功と失敗の確率が

半々ぐらいだった」とのべました。日本で

はいま、このようなことを堂々と言う学者

が幅をきかせつつあります｡講演の一部を

紹介させていただきます。（中山）

編焦復罷
▼本号では､辺野古埋め立て用土砂搬出計

画の中止を求める防衛省・環境省交渉のや

りとりなどを11ページにわたって紹介させ

ていただきました｡環境行政の実態を如実

に示していると思うからです。

▼環境省は生物多様性国家戦略を高らかに

宣伝しています。ところが、生物多様性の

たいへん豊かな辺野古の海が埋め立てられ

るのを容認です。埋め立て用土砂搬入にと

もなう外来生物の混入チェックは土砂供給

業者におまかせです｡環境省はそれでいい

としています。

▼奄美大島は世界自然遺産の､候補地になっ

ています。国立公園の指定も予定されてい

ます｡そこの山が土砂採取でどんどん削ら

れていることについて、「自然と文化を守

る奄美会議｣の大津幸夫さんはこう訴えま

LＬ-Ｆ

｢三番瀬を埋め立てたら成功と夫殿の罐率が半々」
～古川恵太．横浜国立大学客員教授の講演より～

もし20年前に三番瀬で埋め立てをしていれば、どうだったろうか｡おそらく成功と失

敗の確率が半汽ぐらいだったと思う。

そのときは（埋め立て地の前面で）干潟をどうやってつくったら干潟として機能す

るのか､生態系サービスをもらえるような干潟をつくるためにはなにを考えたらいい

のか、ということが蓄積されていなかった。

三番瀬の議論では､研究者が一生懸命､三番瀬を再生するためにはなにをしたらいい

のか、浅場をどういうかたちでつくったらいいのか、どういう材料を使ったらいいの

か、どういう仕方でつくったらいいのか、を研究してきた。また､それを実施するにあ

たって､行政はどういうしくみでおこなったらいいのか｡そういう知恵を蓄えてきた。
２０年前は､そのときの知識だけではうまくいかなかった可能性が高い。それが年をお

って､人の考え方､行政のやり方、自然科学の知識がどんどん増えてきた。

いまは（人工干潟造成などを）うまくやる方法がいくつかわかっている。だから、う

まくやるためにみんなで知恵をだしあうことが大切だ｡過去は失敗したかもしれない

が、これからやることについては一生懸命考えればいい方向に向かうのではないか。

（10月２９日開,催の千葉県主催｢三番瀬ミーティング｣で）

〈注>三番瀬専門家会議の委員をつとめる古川客員教授は､専門家会議などで

人工干潟造成の必要性を主張しています。
四戸
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