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日本湿地ネットワーク･ＪＡＷＡＮ通信

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

〒275-0021習志野市袖ヶ浦6-11-13牛野くみ子方

TEL/FAXＯ47-453-4987ＵＲＬhttp://www・jawanjp／

郵便振替□座00170-8-190060Ｂ本湿地ネットワーク

■団体会費5000円■個人会費3000円
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三番瀬から見た富士山｡手前はミヤコドリの群れ｡その後方で帯状に連なっているのはスズガモの大群
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◇ラムサール条約登録と荒尾干潟の漁業（矢野浩治さん）……………………………
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中津干潟の現状と将来
中津干潟を守る会木舩敏郎
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1．中津干潟の由来

大分県中津市は福岡県との県境にあり、周

防灘に発達した干潟をもつ。

山口県南岸､関門海峡､九州東岸に囲まれ

た瀬戸内海の東部の一部を周防灘と呼んで

いる。もともと中津干潟という呼称はなく、

それぞれの地先に浜を付けた呼称が使われ

ていた。

1995年ごろ､環境庁（今の環境省）の委託

でシギ・チドリ類調査を実施するにあたり、

私が中津海岸（中津市の海岸の意味）とし

て調査地に登録した。その後、中津市の港湾

整備計画に伴い、この干潟全体をさす言葉と

して中津海岸を｢中津干潟」と言い換えて干

潟の保護を訴えたころから、中津干潟が一般

的に使われはじめた。つまり、中津干潟とは

中津市沿岸の全,体の干潟をあらわす言葉で

ある。

中津干潟の面積は約l600haあり、周辺の河

川から流れてきた土砂が､遠浅の海の波の作

用により岸辺に堆積し形成されている。干潟

特有の生物であるアオギスやカブトガニの

、|中津干潟1:周ﾄﾞﾋﾞiji昌式亨三:ｒ￣ｋｌ中
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大生息地として、1頼戸内海に残された干潟として大きな価値をもつ。

2．干拓の歴史と自動車エ場

ほかの瀬戸内海の干潟と同

様、古くから干拓され農地と

された。海岸の水田地帯に

は、古い海岸線と考えられる

地層がよく見られる。

1964年に国営干拓事業とし

て中津市今津l02haが干拓さ

れている。その後の国の減反

政策により、ほとんどの干拓

地は徐々に荒れ、住宅地等に

￣

三百間浜｡築地でも最高級とされるノリを生産していた。 』
今はノリソダ（ノリヒビ）も少ない。

２ ＪＡＷＡＮ通信No.1182017.2.28



転換されてきた。

2004年、この今津干拓

地でダイハツ自動車の新

鋭工場が始動した。これ

に伴い、生産した自動車

を本州に運搬するため、

中津港の拡張整備を国と

県が実施した。

3．中津港と干潟の変遷

中津港の地盤調査によ

ると、一般に沖側では粘

土層が堆積し、陸地側で

は砂礫層の表層を砂質層

が覆っている。つまり自

然の海流では、海の深い

ところに粘土がたまり、

陸から流れてきた礫(石）

と砂は浅い岸近くに打ち

上げられる。このことが

干潟の生物と漁業を支え

てきた。

1973年、新中津港の整

備で干潟に中津港の防波

堤（1340ｍ）が突き出た。

大河川から沖に堆積する

はずの粘土の流れをこの

防波堤が食い止めたた

め、とくに中津港西側の

海岸近くに粘土が堆積し

はじめた。砂礫質層に繁

中津川河口。松下竜一の小説に何度も登場する河口と中津城の
風景が見られる。
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今津浜｡対岸に中津港の埠頭埋め立て地が広がる｡かろうじて埋め

立てをまぬがれた干潟にこの日アサリを採る人がここだけ２人い

た｡なんといとおしい干潟だろう。

殖していたアサリ等の生物にかわり、泥質干潟特有の生物が優位になってきた。地元の人

たちは､ヘドロがたまって汚いと嘆いた。

4.重要港湾の整備と干潟

ダイハツ自動車のために中津港は国の重要港湾となり、国と県は2004年､４８８haの干潟

を埋め立てて埠頭（自動車綴き場）とし､-11ｍ航路を開設した。沖合に全長400ｍの防波堤

と、港東側に2000ｍの防波堤を新設した。それまでの-7.5m航路から-11ｍに深化した。

このことが、動的平衡状態の中津港西側の泥質干潟の粘土層を、深い航路と停泊地に流

失させて特有の生物を失うとして、当時私たちは県と国に対して改善策を求めた。

なんら対策のないまま、2002年ごろから泥質干潟の砂質化が進行していった。砂質化は

３ＪＡＷＡＮ通･信No.１１８２０１７．２．２８



干潟全体におよび､2010年ごろには沖合まで干潟の上を人が楽に歩けるように変化した。
2006,2007年にはアサリの大増殖が起こり、漁協は石原アサリ（砂礫質干潟のアサリ）

として売り出し､保護を訴えた。

ところが2008年以降､アサリはまったく姿を消している。また､2012年にはアオギスが突

然魚市場に増加し､その後は減少している。実は､2015年ごろから干潟は再び泥質化を開始

していた｡現在、中津港西側の干潟では人が安全に歩けないぬかるみが出現している。

５航路埋没対策

中津港による現在までの干潟の変化は､2000年ごろから予想されていた｡航路は干潟の

泥で埋没し､泥を竣喋すれば再び干潟の泥は流失し､繰り返しているうちに干潟の質が損

なわれると、何度も国と県に訴えた。

国と県が干潟の保護を港の整備より優先することはないが､航路埋没は困った問題のよ

うで､ついに2015年､九州地方整備局は中津港埋没対策影響調査を開始した｡航路の周りに

潜堤を建設するアセスメントも実施している。

6.経済発展と自然保護

現在のところ、ダイハツ自動車の従業員は3600人で中津市人口の約4％近くを占め、中津

市は約18億円の税収を毎年得ている。海岸沿いの道路周辺に郊外大型店が多く進出し、か

っての干拓地は住宅地へと変貌した。

干潟の劣化と漁業の衰退を代償として。国や県が企てているような、竣喋土砂による人

工干潟や覆砂､潜堤の建設等すべてが自然の海岸の動的平衡に干渉する物にほかならな

い｡人は食べなければ生きていけない。

それに調和する自然保護はあるのか｡一昨年訪ねた英国のコルツウエルの小さな村を思

い出す。自然を売り物にしたこの村は観光客大歓迎であるが、一軒のレストランとホテル

のほかにおみやげ店はいっさいない。

私たちは2kｍ離れた

駐車場から歩いて村を

訪ねた。本当に公衆ト

イレ以外に何もなかっ

たが、途中で美しい路

傍の花や烏の鳴き声を

楽しむことができた。

英国の自然保護の考え

の深さに脱帽だった。

もし中津干潟を訪れた

ならば、日本の自然保

護を考える一助となら

んことを願うばかりで

ある。
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立派な今津干拓記念碑の向こうで、ダイハツ自動車のエ場増築が続
いている。
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■シンポジウム｢東京湾の再生と葛西三枚洲｣の話題提供(要旨）

ラムサール条絢登録と荒尾干潟の漁業
荒尾漁業協同組合組合長矢野浩治さん

ｎｎｌ－Ｗ－Ｆｌ－７ｎＦ７□pJ-W-71-71-7r7ロロロロロロ症lロロに】ロロロETDロロ、戸口ロロｒＷ－Ｔｎｎｎｌ=TE7ロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロ

かさいさんまいブー

「東京湾の再生と葛西三枚＃I|～ラムサール条約への登録をめざして～｣と題したシン

ポジウムが昨年12月１８日、法政大学市ケ谷キャンパスでひらかれました。主催は日本

野鳥の会東京と法政大学資格課程です｡話題提供として荒尾漁業協同組合（熊本県荒

尾市）の矢野浩治組合長も話しました。その要旨を紹介させていただきます。

刺し網・流し網の漁船漁業をおこなってい

る。最近は､漁場環境の悪化によって、アサ

リやクルマエビなどの減少と魚価の低迷が

重なっている。栽培漁業と漁船漁業もきび

しい状況がつづいている。

対策として､干潟のヘドロ化を防ぐため
こううん

Iこ干潟を耕猿'きたり､アサリの生育環境改
善のために種砂したりしている。また、ク

ルマエビ資源の維持・増大をはかるため、

福岡、佐賀、長l崎､熊本の４県が共同で放流

事業をおこなっている。クノレマエピの稚魚

を毎年400万匹放流している。

私は､家業を引き続くために会社員を退

職し、ノリ養殖業を営んでいる。有明海の

特徴は最大６ｍの干満差である。この干満

＊荒尾の漁業

荒尾市は熊本県の最北端にあり、有明海

に面している。

荒尾市には世界基準の地域資源が２カ所

ある｡ラ会ﾉijtr三;し条約湿地の荒尾干潟と三
池炭鉱の万田坑である。万田坑は、明治日

本の産業革命遺産として世界文化遺産に登

録された。

荒尾干潟は南北が9.1km､東西は最大３２

kｍ、面積はl656haである。国内最大級の規

模をほこっている。荒尾干潟に流れ込む河

川はない。有明海の潮流で運ばれた砂や貝

殻が積もって干潟ができている。

周辺の海域では、ノリ養殖業､栽培漁業、

差をいかし、支柱式でノリを

養殖している。

干潮時にはノリ網が千出

し、太陽の光をたくさんあび

る。それによってうま味の成

分であるアミノ酸がたくさ

んでき、とてもおいしいノリ

ができる｡働き綴，
ノリは秋芽と冷凍の二期

作でつくる。毎年１０月中旬に

種つけし、３月いつぱいまで

生産する。有明海沿岸の福

岡、佐賀、熊本の３県で全国

のノリ生産量の約5割を占め

ている。2016年の第１回、第２

【
●
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ラムサール条約湿地の荒尾干潟｡後方の山は雲仙普賢岳

成したのか、という声は漁業者の間からは

いっさいでなかった。

カモ類による深刻な食害は、ラムサール

条約に登録されたあとも発生していない。

もともと渡り鳥が多く飛来していた場所で

ある。ラムサーノレ条約に登録されたからと

いって渡り鳥が極端に増加することはな

い、と思っている。

ラムサール条約に登録されて以降､漁業

関係のトラブルはおきていない。逆に、登

録のおかげで活発な動きができるようにな

ったので､喜んでいる。

平成24年４月、荒尾干潟のラムサール条

約登録を推進するために｢荒尾干潟保全・

賢明利活用協議会｣が設置された。私はそ

の会長に就任した。

協議会は、地元の漁協、農協、商工会議

所､観光協会､地区協議会、自然環境団体、

行政で構成している。年に数回、荒尾干潟

の保全と利活用について話しあっている。

これまでに、ラムサール条約登録記念式典

の開催、各種イベントの実施、パンフレッ

トの作成、干潟環境調査などの事業をおこ

なっている。

ラムサール条約に登録されて以降、私は

回の入札では、３県のノリの平均単価は熊

本県産が最高値であった。

＊ラムサール条約登録をめぐって

荒尾干潟は平成2４（2012）年６月に国指

定鳥獣保護区と同特別保護地区に指定さ

れ､翌７月にラムサール条約に登録された。

登録される前､環境省職員による意見聴

取があった。私は、ラムサーノレ条約登録に

さいし、「くれぐれも漁業に制約がないよ

うにしてほしい。そうでなければ漁業者は

登録に反対する」とのべた。

漁業者は､潮がひくと沖に作業に行く。

そのさい、テーラー（緋転機）や自転車、

バイク、自動車を使用する。それらを使っ

て干潟を通行しても問題ないかどうか。ま

た万が一、ノリにたし､するカモ類の食害が

でた場合は猟友会にカモ類を捕獲してもら

うことがあるかもしれない。そういうこと

も伝えた。環境省職員からは、漁業の営み

はこれまでとおなじようにつづけられる、

という回答を得た。

漁業者のなかには登録に疑問をもつ人も

いた。しかし、話をしたら納得してもらっ

た。なぜ組合長はラムサール条約登録に賛

面
□ ＪＡＷＡＮ通信No.１１８２０１７．２．２８
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れた゜２時間コースでマジャク釣りを楽し

んだ。今年度もおなじ計両があったが、熊

本地震の影響で中止になった。

来年度（平成29年度）は神戸市から３校

の中学生の生徒たちがマジャク釣りの体験

にみえる。埼玉県からのマジヤク釣り体験

修学旅行もプログラムにはいっている。

2015年８月は、熊本県内ではじめてとな

る小さな直売店を荒尾漁協の前でオープン

させた。地元の特産であるマジャクやノリ

を販売し、ＰＲをおこなっている。いまのと

ころ売り上げも好調である。先日は秋芽の

一番摘み生ノリを期間限定で販売した。３

日間で売り切れてしまうほどの人気だっ

た。

ラムサール条約識録という荒尾の独自性

をいかしたノリのブランド化もすすめてい

る。よりおいしくできるような生産方法を

工夫している。

ラムサーノレ条約に登録されていることを

活用しながら、荒尾干潟の重要性をひろげ

ていきたい｡海産物のＰＲをすすめながら、

貴重な環境を守っていきたいと考えてい

る。

（文・写真／編集部）

渡り鳥に関心をもつようになった。鳥の名

前を少し覚えたりもした。地元の人たち

も、少しずつ鳥に関心をもちはじめてい

る。

荒尾干潟がラムサール条約に登録された

さい、「ラムサール条約登録｣というステッ

カーを荒尾市が作成した。荒尾漁協は、ノ

リやマジヤクの容器にそのステッカーを貼

りつけて販売した。

゛ラムサール条約登録を活用

平成16年以降、荒尾市と連携して｢荒尾

マジャク釣り大会｣を開催している。今年

（2016年）で13回目をむかえた。参加者が

毎年増加し、近年では約1000人の参加者が

ある。今年は４月１日に参加申し込みを開始

し、３日間で定員に達した。

マジヤク釣り大会が開かれる時期は、１

年間で荒尾干潟がいちばんにぎわう。マジ

ャク釣り大会のおかげでマジャク（アナジ

ャコ）の知名度もあがった。市場ではマジ

ャクの単価があがっている。シーズンにな

ると、全国各地から荒尾漁協に注文がはい

る。そういう反響がある。

平成27年度は、神戸市の中学生約200人

が修学旅行の一環として荒尾干潟をおとす雲

｣

I

「東京湾の再生と葛西三枚洲｣と題したシンポジウム｡パネラー席で立って話しているかた

が矢野浩治さん＝2016年12月ｌ８ｐ、法政大学市ケ谷キャンパスで

７ＪＡＷＡＮ通信No.１１８２０１７．２．２８
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和台干潟の四季の自然
～和白干潟を守る会がリーフレットを発行～
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「ﾎﾟﾛ白干潟を守る会｣がリーフレット「四季の和白干潟の自然Ｉ」を発行しま
した｡その一部を紹介します。

四季の和白干潟の自然］Ｉ（海の広場周辺）
博多湾・和白干潟は東アジアの渡り鳥の飛来地として重要なところです。和白干潟は自然海岸

のある干潟として、２００９年|こ「にほんの里１００選」|こも選ばれています。樹林帯、アシ原、

砂浜、干潟という干潟本来の姿を合に残す、日本では数少ない貴重な干潟です。和白干潟を守る

会では、和白干潟の四季の自然の変化を調べようと２０１５年４月より１年間、「四季の和白干潟

の自然さがし」を実施しました。その記録をもとに「四季の和白干潟の自然Ｉ」リーフレットを

作成しました。

生命わく春。アシ原lこは可憐な花々が咲きます。和白干潟|こは南からの渡り鳥が羽を休

めます。干潟は潮干狩りの気節。干潮時にはたくさんの人がアサリなどを掘っています。
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ています。冬枯れの植物も多くあります。落葉樹は葉を落としたあとに、可愛い葉痕が見られま

す。アシ原や樹林帯にもツグミや三ﾉ□ハラなどの冬鳥の小鳥たちが訪れています。小烏たちは木

や草の実を食ぺて、フンと共|こ種を落とします。干潟に小鳥が海水を飲み|こ来ることもあります。
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三番瀬の保全と第二東京湾岸道路
～新規臨港道路構想が浮上～

三番瀬を守る連絡会中山敏則
⑭⑭⑭.§･輻｡⑭⑭⑬⑭⑭十・:．⑭⑭÷＋＊⑭＋＊＊＋０８．⑭十十＋＊＊÷十十今⑭｡:｡＊＊⑭⑬やく．÷＋＊⑭＋＋＊÷q８．や塔．⑬＊⑭⑬÷⑭⑭。：｡⑭⑭⑭

千葉県鮭蓬驫10月､三番瀬の人工干潟造成を中止すると発表した｡人工干潟は､浦
安寄りの猫実川河口域に第二東京湾岸道路を通すことが目的であった｡人工干潟造

成の中止によって、第二湾岸道路の建設もとりあえず阻止することができた。一方

で県は今年１月１８日、新規臨港道路の構想を発表した。この道路は第二湾岸道路の

ルートとぴったり重なる。

んだ提言を採択した。三番瀬保全団体の猛

反対を押しきっての強行採択である。

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た。県議会で

は自民党議員が猫実川河口域を｢ヘドロの

梅」とよび、人工干潟造成と第二湾岸道路

建設を主張した。

田人工干潟造成を中止

そういうきびしい状況のなかで、三番瀬

保全団体はさまざまな運動をくりひろげ

た｡行政交渉もくりかえした｡2009年４月か

らこれまでおこなった行政交渉は56回にお

よぶ。市民調査も大きな役割をはたした。

県議会の野党にも支援をいただいた。そし

てついに2016年10月、県は人工干潟造成中

止を発表した。

人工干潟と第二湾岸道路建設は一体であ

る。第二湾岸道路建設も食い止めることに

なった。この道路は､浦安市､船橋市､習志

野市、千葉市の埋め立て地に８車線の用地

が確保されている。三番瀬で中ぶらりんに

なっているため、道路を建設することがで

きない。

詔第二湾岸道路をめぐる経過

第二東京湾岸道路をめぐる経過はこうで

ある。

県は三番瀬の2期埋め立て計画を1993年

３月に発表した。埋め立てが実施されると

三番瀬はほとんど消滅する。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-世論を盛りあげた。

2001年春の県知事選では三番瀬埋め立て

が最大の争点になった。選挙中に朝日新

聞、読売新聞、毎日新聞がおこなった県民

U土論調査では、いずれも｢埋め立て反対｣が

過半数を占めた。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た。見亭に当

選である。

堂本知事は2001年９月、三番瀬埋め立て

計画を白紙撤回した。しかし喜びもつかの

まであった。堂本知事は自民党と取り引き

した。埋め立て計画は白紙撤回するが、第

二湾岸道路を三番瀬の猫実川河口域に通

す｡そのためにこの海域で人工干潟を造成

する、というものである（図１参照）。

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

１０ ＪＡＷＡＮ通信No.１１８２０１７．２２８



図１中止が決まった人工干潟造成と第二湾岸道路昭新規臨港道路構想

とはいえ、県はいまも第二

湾岸道路構想の具体化を国士

交通省に要望している。

今年１月１８日、千葉県地方港

湾審議会がひらかれ､県港湾

課が｢千葉港長期構想案｣を提

示した。同案には新規臨港道

路がもりこまれている。千葉

市､習志野市､船橋市の埋め立

て地に確,保されている第二湾

岸道路用地と外環道（東京外

かく環状道路）をつなぐ新し

い道路を建設するというもの

である（図２）。この道路は

第二湾岸道路のルートと一致

する。人工干潟造成中止によ

って、三番瀬には第二湾岸道

路を通せない。そこで船橋側

の埋め立て地だけを通すとい

うものである。

この臨港道路が具体化すれ

ば､猫実川河口域の人工干潟

造成計画が復活するかもしれ

ない。そのため、私たちは第

二湾岸道路構想の中止を求め

て国土交通省や県との交渉な

どをつづけている。三番瀬保

全の法的措置も求めている。
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浦安

そのひとつがラムサーノレ条約登録である。

三番瀬を後111に引き継ぐため、私たちは今

後もねばりづよく運動をつづけていくこと

にしている。

第二湾岸道路構想の中止を国交省(手前右)に申し入れる三番瀬保全６団体＝2016年12月２６日
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三番瀬の禽然環境を学びあう
～2016年三番瀬市民調査報告会～
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「三番瀬市民調査の会｣は昨年

12月１７日、2016年市民調査報告

会を船橋市内でひらきました。

調鬘塁鱸は浦安寄りに位置
する猫実川河口域です。県はこ

の海域の人工干潟化（人工砂浜

化）をめざしてきました。目的

は、第二東京湾岸道路を通すこ

とです。そのため、三番瀬保全

団体は｢市民調査の会｣を発足さ

せ、2003年から市民調査をつづ

けています｡猫実川河口域の自

然の豊かさを証明してアピール

することが目的です。

調査項目は、生き物、カキ礁、

三番瀬自然環境総合解析結果の説明に聞き入る参加者。

講師は千葉県自然保護課主幹の竹重貴志さん

アナジャコ巣穴数､酸化還元電位､塩分濃度､透視度などです｡市民調査によって大規模な

カキ礁の存在が発見されました｡生物多様性の非常に豊かな海域であることも証明されま

した。これらが大きな効果を発揮し、県は昨年10月、人工干潟造成の中止を決定しました。
報告会の第１部では、それぞれの調査結果を調査員が発表しました｡第２部では､2013年

から調査に参加している高田雅之さん

（法政大学人間環境学部教授、日本湿

地学会理事）が｢カメラを使った湿原

研究｣を､竹重貴志さん（千葉県環境生

活部自然,保護課主幹）が｢三番瀬自然

環境総合解析（中間報告）」を講演し

ました。

特別報告は､法政大学人間環境学部

高田ゼミ生による「三番瀬の干潟生物

の変化｣です｡高田ゼミ生も市民調査に

参加しています。ゼミ生たちは、東日

本大震災による猫実川河口域の生き物

出現状況の変化を分析しています｡そ

の中間報告を3年生の金木彩乃さんが

発表してくれました。いずれも大好評

です。講演や報告の内容について質問

や感想が数多くだされました。

＝Ⅱ■
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「三番瀬の干潟生物の変化｣を発表した法政大学

人間環境学部高田ゼミ生の金木彩乃さん
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貴重な森を開発から守った運動を学ぶ
～鎌倉の自然を守る連合会と懇談～

ＣｏＣｏ･っＣＤＣっＣＤＣＯＣＯＣ/っＣＯＣＣＣＯＯっＣＯＣＯＣ/っＣｏＣＯＣＯＣＯＣ/つＣｏＣＣＣつＣＣＣＯＣｏＣＯＣＯＣＯＣｏＣＯＣＣＣＯＣＯＣつＣＯＣＯＣＯＣＤ

日本湿地ネットワーク０AWAN）と全|悪然保護連合は昨年11月23日､｢鎌倉の
自然を守る連合会｣と懇談しました｡鎌倉広町の森（緑地）を守った運動を学ぶた

めです｡参加者は8人です。 込域＊鎌倉広町の森を守った

鎌倉広町の森は約60haの丘陵地で

す｡鎌倉市の西南部にあります。

豊かな生態系を誇る貴重な森を開一

発から守るため、･住民たちは25年にわィ

たってねばりづよく運動をつづけ議藪
した。

「市街化区域の緑地を開発から守る～
のはむずかしい」といわれています。片覇
しかし､住民たちは一致団結して運動

を広げ､ついには政治も動かして開発一

から森を守りました。この歴史的な運動を

になったのが｢鎌倉の自然を守る連合会」

です。

運動の特徴はこうです。

①裁判をおこしても勝てないことがわか

ったので､訴訟は選択しなかった。

②自治会･町内会を基盤にした超党派の住

民運動を展開した。

③さまざまな活動の中心をになったの

は、緑の近くで子育てや生活をしたい

と願う女性（主婦）たちだった。

④署名活動を旺盛に進め、第１回では６

万､第２回では12万､第３回では22万（署

名協力）を集めた。（鎌倉市の人口は

１７万人）

⑤陳情、署名集め、トラスト運動、市民集

会､市長選など､多彩な運動をくりひろ

げた。

⑥地元住民や鎌倉市民などにたし､する広

報活動をくりひろげ、世論を味方につ

１Ｖ鋳
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けた。

⑦鎌倉市長選で｢環境自治体の創造｣を掲

げる候補者を当選させた。

たいへんすぐれた運動です｡参加者から

はこんな感想が寄せられました。

「自治会・町内会を基盤にして住民運動を

くりひろげたというのが印象的だった。こ

れはなかなかできることではない。市長選

挙で環境保全派の候補を一本化して当選さ

せたことや､２２万の署名を集めたこともす

ごいと思う」

「鎌倉広町の森の約40haは3社の開発業者

に買い占められていた。しかも市街化区域

である。その森を住民運動によって守っ

た。連合会のみなさんの運動に感服した」

＊住民が主役の運動

「鎌倉の自然を守る連合会｣は裁判による

決着を選びませんでした。弁護士に委ねる

こともしませんでした。大勢の住民が主役

l：ＪＡＷＡＮ通信No.１１８２０１７．２．２８



となり、-世論を味方につけ

政治を動かすことによっ

て開発を食い止めるとい

う運動を進めました。

運動の中心をになった

のは､近隣の緑を守りたい

と願う女性たちでした。

連合会の安倍精一会長

はこう話してくれました。

「男性は会議などで理屈

を並べることは得意だ。し

かし実際の運動、たとえばかし表|宗(ﾉﾉ埋到、７ことえば「鎌倉の自然を守る連合会｣のみなさんと記念写真

署名集めは苦手である。地

域に根っこがないからだ｡男性は自宅近くなかった。しかし、声を張りあげているう

の家のご主人の顔を知らない人が多い｡知ちにだんだんと慣れていった。多くの署名

らない人にたいしては署名を頼みづらい。を集めることもできた。ほかの自治会の地

地域の運動を女性たちが支えたのは、主婦域でも一軒一軒訪ねて署名をお願いした。

の人たちが地域のネットワークをつくってそういうことをつづけ、他団体からの協力

いたからだ｡それがさまざまな運動に活かも得て､６万の署名が集まった」

された。これはすごく大事なことだと恩
＊113億円の財政支出を実現

う」

「署名集めや市民集会、トラスト運動などこのような運動をつづけた結果、鎌倉

は数が重要になる。議論だけでそれがうま市、神奈川県、国を動かして財政支出を実

<いくのならいい。しかし、そうはならな現しました｡都市公園とするために開発事

い゜運動は､最終的には数が重要だ｡それを業者から土地が買収されたのです｡財政支

実現してくれたのは女性たちであった」出は､神奈川県20億円、国20億円､鎌倉市７３

そんな女性の一人である小野則子さんは億円（年賦払）の計113億円です｡環境へ

こう語りました。の投資といえるでしょう。

「鎌倉駅の前で署名を訴えたとき、最初この運動は「自然や景観をどう守る」の

は抵抗があった。どうやっていいかわからお手本となるものです。

、
〆

宅地の乱開発から璽山の森を守る

日本湿地ネットワーク運営委員／環瀬戸内海会議若槻武行

ノ
し

<運動し、６０haの森を守った。そこで､ＪＡ

ＷＡＮ首都圏の仲間と共に訪ねてみた。

＊住民の96％が開発に反対

広町は江の島に近い住宅地だ｡東京から

はＪＲ大船駅からモノレールで行く。なぜ、

東京近郊は数十年前まで雑木林と田んぼ

や畑が広がっていた。その山が削られ、谷

は埋められて宅地化が進む。今も緑が根こ

そぎ抜かれ､急傾斜地までマンションが建

ち､環境破壊は止まるところがない。

ところが、鎌倉市西部の広1'1丁では30年近

１４ ＪＡＷＡＮ通信No.１１８２０１７．２．２８



実際の運動の中心になったのは主婦だっ

たことも強みだ｡緑がある環境で、子育て

など日常生活をしたいという、切なる願い

が強く、特定の宗教や政党に偏ることはな

かった。お互いを認め合い尊重する運動が

できたのだろう。

運動参加者は皆素人だ｡形に捕らわれな

い運動が組まれている。例えば組織体制。

自治会役員は一般に一年交代のところが多

い。運動が継続しない恐れがある。ここで

は､運動を課題や地域ごとに専門的に担具
組織が、必要に応じ作られた。それらを纏

める｢鎌倉の自然を守る連合会」（以下､連

合会）ができたのは､運動が始まって１０年

後の1984年だった。まず中心組織を作り、

それが｢指導する」という、従来型の組織と

は違うようだ。だから、多くの住民が参加

しやすい。

＊トラストで集めたお金を呼び水に

運動は試行錯誤だった。「陳情し行政に

頼るだけで良いのか」「自分たちで業者の

所有地を買い取ろう」「十分な金が集まら

なくても、それを呼び水にして、行政を動

かすことだ｣。

こうして、トラスト運動が始まる。２年で

3000万円の目標を突破した。

2002年、業者は開発を断念。鎌倉市と県

と国が財政負担し、業者の土地を買い取っ

た。連合会はトラスト運動で集めたお金

で、市に3215万円、県に100万円を寄付し

た。かくして市民の森は守られ、２０１５年４

月、「鎌倉広町緑地都市林開園の日」を迎え

る。

連合会を含む各団体と市で｢広川緑地で

活動する市民団体と市との懇談会｣を立ち

上げた。さらに田、畑、森､散策路、自然観

察などのボランティア団体や､｢鎌禽屋町
の森市民の会」もでき、秋の収穫祭、蛍観

察、散策会などの行事が盛んになる。森は

市民の憩いの場として定着している。

モノレールか？鎌倉幕府があった市の中

心部は周囲が山に囲まれ、前が海で攻めに

くい所だが、起伏が多く、鉄道を敷くのは

容易ではないからだろう。その山も宅地が

広がっていたが､緑の森も残っていた。

開発の動きがあったのは1973年だった。

地域の主婦たちがそれを察知し、自治会で

話し合った。「この森を守りたい」と開発反

対の声｡そこで自治会会員460世帯（当時）

にアンケートを行なう。９６％が開発反対だ

った。自治会は専門委員会を設置する。

＊「住民エゴ」の非難にも負けず

住民たちはまず､反対署名を集めた。市

の人口は17万人｡最初の署名は６万筆、その

後2回目に12万筆、３回目には22万筆と増加

した。「鎌倉駅前に立った時､最初はどうや

っていいかわからなかった｣主婦たちが声

をあげた。さらに一軒一軒回り、また他の

団・体にも協力を依頼した。

市議会､市長､県などへの陳'情も行う。当

局に提出した陳情書や意見書､質問状など

は実に70通もある。全市民などへの呼びか

け文書と共に保存されている。

当初は｢反対する住民も、元は森だった

所に住んでいる。エゴだ」という声もあっ

たが、市民の緑を守る運動で乗り越えて行

く。市長選挙では環境保全派を当選させ

た。

運動では｢ニュース｣の発行など､組織の

内外向けの広報活動に力を入れてきた。他

の地域の運動も調べて取り入れている。

＊裁判ではなく、住民主体の運動で

この運動のユニークな点は、裁判に頼ら

なかったこと。森林60haのうち40haは開発

業者の所有だ。「市街化区域で、開発は合法

的、裁判ではとても勝てない」と弁護士に

言われた。負けたら運動は終わってしま

う。そこで､弁護士もいっしょになって、地

域ぐるみの住民運動として取り組むことに

なった。
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自治会を基盤にした住民運動の成果

ﾛ本湿地ネットワーク共同代表牛野くみ子

し ノ

ひろ表ら

１１月23日、鎌倉広町の森を守った運動の

話をうかがうため8人で西鎌倉に向かいま

した。出迎えてくれたのは｢鎌倉の自然を

守る会｣の安倍精一会長さんなど4人です。

鎌倉広町の森を開発から守った運動のひ

とつの特徴は、「緑を守りたい」という住民

の願望が強かったことです。だから絶対に

あきらめない。このことが25年におよぶ運

動を成功させ､緑深い森を守ったとのこと

です。

運動のはじめは、森近くの住民、とくに

主婦が開発の動きを察知し、自治会を基盤

にして、緑地を残そうとアンケートや署名

をはじめたことです。そのような運動を、

時代を追って話していただきました｡

話が進むうちに、三番瀬や谷津干潟でも

同じようなことをしてきたな、と思いだし

ました｡鎌倉広町では当初､鎌倉市長は｢緑

を守る」と公言していました。しかし、市長

はだんだんと開発側に傾いていきました。

そのため、住民運動を進めるなかで緑を保

全する市長･候補を一本化して当選させまし

た。

三番瀬では､埋め立て反対運動の高まり

や、３０万署名に示された県民の声が埋め立

て計画を白紙撤回させました。谷津干潟で

は、干潟を埋め立てて公共施設をつくると

公言していた習志野市長が引退しました。

そのあとの市長立候補者は全員が谷津干潟

保全を公約したので谷津干潟は残りまし

た。自治体の長を交代させるなど、住民の

結束力の強さが運動を成功させたのです。

近ごろは裁判に持ち込むことが目立ちま

す。これは開発業者や行政側の思うつぼに

なりかねません。訴訟では勝てないことを

私たちはいろいろなところでみています。

鎌倉では、市の担当者から｢裁判を起こし

ても勝てない｣｢行政まかせではだめだ｣｢住

民運動しかない」と言われ、勝利を得まし

た｡鎌倉市はすごいな、と思いました。

懇談会のあと、広町の森（緑地）を散策

しました。初夏にはゲンジポタルやヘイケ

ボタノレが見られるそうです。

ホタルが食するというカワニ

ナもいました。ウルシの樹皮

をかきとり樹液を以前探られ

たウルシ林がありました。無

残な姿でした。人はいつでも

なにかをＩ儀牲にして生きてい

るのです。６０haの森の周囲は

住宅地です｡開発を止め､森を

残したことは、周辺住民だけ

でなく鎌倉を訪れる人にも安

らぎを与えます。すばらしい

住民運動の成果をみせていた

だきました。

鎌倉広町の森を見学

ＪＡＷＡＮ通信No.1182017.2.281６



、〆

ひろ重き】

鎌倉広町の緑地を守った人々
全国自然保護連合事務局田原廣美

、 ノ

鎌倉広町の人々は、緑地を守るために

やれることは何でもやった。しかも、ね

ばり強く゜1973年、主婦たちは開発の動

きを察知し、それを阻止するために動き

はじめた。それから29年後の2002年、広

町緑地の全面保全を実現した。私はその

情熱に心を動かされた。

鎌倉の自然を守る連合会の会長さんを

はじめとする人たちは、次のような話を

してくださった。

開発業者（3社）は広町緑地の土地所

有権を持っていた。緑地は市街化区域に

あった。だから、開発阻止は不可能に近

かった。しかし、広町の人々はあきらめ

なかった。「裁判闘争･では開発を阻止でき

ない」という行政当局（鎌倉市）の助言

もあり、「広町の緑地を守るには市民運動

しかない｣と悟った。

ここからがすごかった。署名活動、市

民集会､住民説明会、市長選挙、トラスト

運動、関連先（３事業本社、３事業主力銀

行本店、国士交通省、環境省、金融庁､鎌

倉市、神奈川県）への直接要請など。あ

らゆるところへ働きかけた。

とくに署名のとりくみはきわだってい

た。６万人、１２万人、２２万人と激増させた。

これを支えたのは鎌倉の自然を守る連合会

だった。連合会は、新鎌倉自治会が中心と

なり、広町緑地周辺の８つの自治会･町内会

で1984年に結成した。

連合会は､事業者、市､県、国にたいして

広町緑地の重要性をねばり強く訴えつづけ

た。そして2002年､ついに鎌倉市､県、国が

開発業者から113億円で買収することが決

まった｡広町緑地は守り抜かれた。

私たちは、管理事務所での話し合いのあ

鎌
倉
広
町
の
森
は
か
く
て
守
ら
れ
た

市2５

嫌
〈
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鈩
』
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〈
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一
魁

鎌倉の自然を守る連合会箸『鎌倉広町の森はかく

て守られた』(港の人、2600円十税）

と、いまは大部分が都市林に指定された広

町緑地（約60ha）を案内していただいた。

田圃あり畑あり小川あり湿地ありウルシ林

あり、見事な自然が保全されていた。

周辺に住む人たち峰､この緑地があるこ
とでどんなにか心を癒されることだろう。

自宅のすぐ近くにこんな緑地があったらど

僻に幸せだろうと思った｡いちど開発で
喪われてしまった自然は、決して元には

戻せない。広町の人たちは未来の世代のこ

とまで考えて、必死でこの緑地を守ったの

だろう。
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ロロロ回□画ロロロ図ロロロロロロロロロロロロロ回ロロロ画□画□画ロ■ロロロ国口面口囿口回ロロロロｎ画1-1回ｎ画、■ロロロ■ﾘｰﾄﾞ回□ｎ口ロ、■ｎ回□団、四口ｍＤｐｌ－１■ｎ面ｎ回ｎ回ｎ回

人エ岬｢ヘッドランド｣のエ事を凍籍
～干葉の南九＋九里浜(一宮海岸)～

ロ■口■ロロロ■ロ■ロロロロロロロロロ■ロロロ■ロロロロロロロロロロ、ロロロロロロロｎ口ｎ回ロロロロ回国ｎ回、■Tl回、■ｎ回□回I=1■□■ロロロロロロ【】ロ【.]ロｎ回「１回｢１口□■ｎ回

南九十九里浜（一宮海岸）のコンクリート製人工111W｢ヘッ

ドランド｣の工事凍結がきまった。

ヘッドランドは千葉県が1988年から工事をはじめた｡九'一

九里浜で22基､そのうち一宮海岸で10基である。目的は侵食

対策である。ところが、ヘッドランドは侵食を加速させてい

る。そればかりか九十九里浜の景観や生態系をメチヤクチヤ

に破壊しつつある。

そこで2010年２月、地元一宮町の若手サーファーたちが

｢一宮の海岸環境を考える会｣を立ち上げた｡地元の自治会

（区）も会に加わった。

浦
浜

「考える会｣はヘッドランドエ事の一時中止と見直しを求める署名をわずか２か月で４万

4000人分を集め、県知事と一宮町長に提出した。町の人口（1万2400人）の3.5倍の署名数

である。その結果､地元の一宮町は官民協議会｢一宮の魅力ある海岸づくり会議｣を同年６月

に発足させた｡会議には住民やサーファーの代表のほかに専門家が加わり、ヘッドランド

エ事の見直しや｢魅力ある海岸づくり」などを議論してきた。

千葉県自然保護連合は県にたし、
２、３号ヘッドランド間(２０００年１月）１へ…１s．＝、，Ｌｓ･〒てI雪迄r1-i卜１－

し、ヘッドランドエ事を中｣｣ﾆして

養浜を進めるよう要請した。養浜

というのは、近くの大東漁港など

に堆積している土砂を搬入すると

いうことである。搬入先は､ヘッド

ランドエ事によって侵食がはげし

くなっている場所である。町民か

らも工事の中止を求める声が強く

あがった。

その結果、県は工事の凍結を決

定した。

今後は、ヘッドランドが完成し

ている２号と３号の間などで養浜だ

けをおこなう。２号・３号間は侵食

がいちばんはげしい場所である。

県自然保護連合などの要請を県が

全面的に受け入れたかたちとなっ

た。

（千葉県自然保護連合に'.111敏則）

２，３号ヘッドランド間(２０１０年２月）

簾=、 ﾓﾆﾛ判■■■

【垂亨巫吾へ－￣

測
麹電

1厘匪翻風

＆Ｒ厘孟＝壼莞謹壼－－=－－鏡1塗

ヘツドランドがほぼ完成した２号と３号。ヘツドランドが

完成形に近づくにしたがい、砂浜の侵食が激しくなって

いった。ヘッドランドは侵食を防ぐどころか侵食を加速

するということが一目瞭然である。
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2017年「干潟･湿地を守る画」キャンペーンのご案内

日本湿地ネットワークは、長崎県諌早湾が閉め切られた４月１４日を｢干潟・湿地を守る

日」とする全国キャンペーンを毎年春に実施しています。このキャンペーンは1999年から

はじまりました｡今年で19回目となります。

「干潟・湿地を守る日」という名称はイベントで自由に使っていただいてかまいません。

例年と同様、「干潟・湿地を守る日｣イベントとして観察会や学習会などを各地で開催して

くださいますようお願いいたします。

①キャンペーンを実施の際には、「2017干潟・湿地を守る日｣宣言文をご利用くださるよ

うお願いします｡必要に応じて各地の文言を宣言文に追加していただければ幸いです。

②行事の期間は３月～５月です。自然観察会、シンポジウム、勉強会､講習会､写真展､絵両

展、コンサート、映画上演などを自由に開催してください。「干潟・湿地を守る日」に参

加や協賛ということをチラシや広報に付記してくださるようお願いします｡未加入団

体の参加も大歓迎です。

-Ｆ LＬ

｢２０１７干潟・湿地を守る日」宣言

私たちは､長崎県の諌早湾が閉め切られた1997年の４月１４日を忘れずに全国の干潟

・湿地の保全にとりくんできました｡４月１４日を｢干潟・湿地を守る日」とするキャン

ペーンは1999年からはじまりました。

「ギロチン｣と呼ばれた諫早湾の閉め切りから20年になります｡有明海では赤潮発生が

続いていて､諌早湾の潮受け堤防水門の開門は待ったなしの状態です。ところが、開門

を求める漁業者側と開門に反対する営農者側がそれぞれ国を相手取って訴訟を起こ

し、「開門命令｣と「開門禁止｣の相反する司法判断が出ています｡国（農林水産省）は

それを口実にし、いまだに開門していません。そればかりか､開門しないことを前提と

して100億円の基金案を提示し､漁業者の分断をはかっています。

全国の干潟・湿地は､その多くが開発の危機にさらされています｡それは､環境省が

昨年４月に発表した重要湿地の調査結果でも明らかです。「再生｣をうたい文句に掲げ

て干潟や浅瀬の人工改変をめざす動きも続いています｡有害物の鉄鋼スラグを利用し

た藻場造成の実験も進んでいます。

そういう状況のなかで､私たちは､干潟や瀞､湿原など､いまある豊かな湿地を後
世に残していかなくてはなりません｡危機に瀕している重要湿地をラムサール条約に

登録することも大事です｡そのために､志を同じくする皆さんと連携し、日本各地の干

潟・湿地を守るために力をあわせて行動することを宣言します。

追加宣言（各地の宣言を必要に応じ追加してください）

２０１７年４月１４日

（日付雪はイベント日にあわせてください）

日本湿地ネットワーク

「２０１７干潟・湿地を守る日｣参加者一同
酉 r『
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日本湿地ネットワーク（ＪＡＷＡＮ）

@°耐|銚壼〕筐)のご案内
◇日時2017年４月１５日(士）１３:１０～15:００

◇会場港勤労福祉会館和室

東京都港区芝5丁目18番2号

電話03-3455-6381

（交通）ＪＲ山手線､京浜東北線

田町駅西口(三田ロ）徒歩5分

◇内容①2016年度活動報告

②2016年度決算報告

③2017年度活動方針

④2017年度予算

⑤2017年度役員

⑥意見交換 至品川

、
〆

的にどういうかたちで管理していくのか

という方針が地域でかたまらないかぎり

はラムサール条約登録について話をする

のは早い」

▼この発言には驚きました｡環境省のホ

ームページには、ラムサール条約登録の

対象となる湿地についてこう明記されて

います。「天然のものであるか人工のもの

であるか､永続的なものであるか一時的

なものであるかを問わず、更には水が滞

っているか滝ii2Lj:Fいるか､淡水であるか
汽水であるか鰔水（海水）であるかを問

わず､沼沢地､湿原､泥炭地又は水域をい

い､低潮時における水深が６メートルを超

えない海域を含む｣と。したがって､葛西

三枚洲の人工干潟も登録の対象になりま

す。しかも422ヘクタールの大半は自然の

浅瀬です｡それなのにどうして｢ラムサー

ル条約登録について話をするのは早い」

という見解がでるのでしょうか｡前号で

も書きましたが、環境省の湿地担当者た

ちの姿勢には首をかしげます。（中）

編黒復毘

▼昨年'２月鰻具､箒,シンポジウム｢東京湾の
再生と葛西二枚洲～ラムサーノレ条約への

登録を目指して～｣が法政大学市ケ谷キ

ャンパスでひらかれました。シンポの目

的は､東京都江戸川区の沖に広がる葛西

三枚洲をラムサール条約に護録すること

です。

▼葛西三枚洲は葛西臨海公園前の人工干

潟と浅海域です｡東京都海上公園条例に

よって海上公園に指定されています。面

積は422ヘクタールです｡国内最大級の水

鳥の飛来地となっています。

▼シンポジウムでは､環境省の湿地保全

専門官がラムサール条約登録の気運に水

をさす発言をしました。こんな発言です。

｢さきほど､葛西臨海公園の干潟は人工的

につくられているので手をかけていかな

ければ環境が変わっていくという話がさ

れた。この点は無視できない。自然(天然）
の干潟とちがって葛西の場合は、半永久

’Ｌ
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