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日本の干潟で初のラムサール条約湿地となった谷津干潟｡泥の流出やアオサの堆積､シギ゜チドリ類

の減少が深刻な問題になっている＝中山敏則撮影
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ラムサール皇晨約湿地

谷津干潟の危機打開策で議しあし、
～環境省関東地方環境事務所･習志野市と～
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やつ

ラムサーノレ条約湿地の谷津干潟(千葉県

習志野市)がピンチにおちいっています。

泥の流出やアオサの堆積などによって干潟

環境が悪化しているのです。

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立てるこ

とができませんでした｡周囲の埋め立てによ

って､谷津干潟は長方形の干潟(約40ha)と

して残りました。
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におよびます。そのうち約70種は水鳥です。

干潟を代表するシギ･チドリ類は約50種と､水

鳥の大半を占めます。

しかし､シギ･チドリ類は減少の一途をたど

っています(下図)。「千葉の干潟を守る会｣の

田久勵保晴孝副代表(ＪＡＷＡＮアドバイザー）

によると､減少の主な要因は4つです。

①泥が流出しつづけている。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。

その後、習志野市が住宅用地などとして谷

津干潟を埋め立てることを計画しました｡これ

にたいし、「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)、市民などが共同で埋め立て反対運動を

くりひろげました｡その結果､市は1984年に埋

め立てを断念しました｡そして1993年､ラムサ

ール条約湿地となりました。日本で7番目、干

潟としては初のラムサール条約登録です。

谷津干潟は都会の真ん中に残る貴重なオ

アシスです。谷津干潟自然観察センターによ

ると、谷津干潟で観察される野鳥は約110種

谷津干潟におけるシギ・チドリ類個体数の推移
閉I5YOIO
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②春と秋にアオサが干潟

の表面を覆う。これは淡

水が流入しなくなったこ

とに起因する。

③外来種のホンピノスガイ

が増え､ゴカイやカニの

生息場所をうばってい

る。

④東日本大震災によって

１０ｃｍぐらい地螺沈下し１０ｃｍぐらい地盤沈卜し習志野市環境政策課(左)と話しあい＝７月３日

た゜干潟の西側はほと

んど千出しなくなり、シギ・チドリ類にやっています。ところが、干潟の保全は

がエサをとりづらくなった。環境省にまかせっぱなしです。２団体は、

そこで､谷津干潟を管理する環境省関東「市民が誇りとしている谷津干潟の環境改

地方環境事務所は､干潟の環境保全事業を善に市も積極的に動いてほしい」と要望し

2010年度から実施しています。これまで実ました。同課は｢できるかぎりのことをし

施した事業は、底質改良、かさ上げ、杭設たい｣と前向きに回答しました。

置､堆積物除去などの試験です。翌４日は環境省関東地方環境事務所の野

これらはまだ試験段階です。そのため、生生物課と話しあいです。

環境悪化の進行を心配する声が高まってい同事務所は環境保全事業の進捗状況や展

ます。「干潟環境が悪化している最大の要望などをていねいに説明してくれました。

因は淡水が流入しなくなったことだ。下水２団体は｢淡水導入も検討してほしい」と要

処理水の導入などをなぜ検討しないのか」望しました。行徳湿地（行徳鳥獣保護区＝

という声もあがっています。千葉県市川市）の実例を示してです｡行徳

そこで､ＪＡＷＡＮに加盟の｢千葉の干潟を湿地では、丸浜川の家庭排水をポンプアッ

守る会｣(近藤弘代表）と｢千葉県野鳥の会」プして湿地の環境改善に活用しました。

(富谷健三会長）は､谷津干潟の環境改善策事務所はこう答えました。

について関係機関と話しあいました。「たとえば下水処理水の導入について

７月３日は習志野市環境政策課です。市は、下水道を所管する機関の協力が必要に

は、自然観察センターの維持・運営は熱心なる。とりあえずは環境省だけでできるこ

とを優先的にすすめる」

ようするに､縦割り行政

がネックになっていると

いうことです。

環境省の環境保全事業

を注視し、今後も話しあい

をつづけることになりま

した。

（文・写真／編集部）

環境省関東地方環境事務所(手前右)と話しあい＝７月４Ｒ
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三番瀬の利用ルール化を実現
～ふなばし三番瀬環境学習館もオープン～
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東京湾奥部の干潟･浅瀬｢三番瀬｣で

は､船橋側の利用ルール化が実現しまし

た｡船橋市と市川市が共同で管理している

区域について、船橋市が｢利用に関する

行政指導指針｣を制定し、７月１日に施行

したからです。

行政指導指針ではこんな行為を禁止し

ています｡①花火、たき火､バーベキュー

など火気を用いること。②ゴルフ、ドロー

ン、ラジコン機、モーターパラグライダー、

カイトサーフィン､水上オートバイの使用、

犬の放し飼いなど、他の利用者の身体に

た｡モーターパラグライダーなどによって野鳥

が追い散らされることもありました。日本有数

の渡り鳥の飛来地なのに､野鳥が干潟や浅瀬

に飛来することができない。そういうことも起き

ていたのです。

そこで、三番瀬を守る会、県野鳥の会、県

自然保護連合など三番瀬保全7団体は利用

ルールづくりを県や船橋市にもとめました。

危害を及ぼすおそれのある行為をすること。

閉運動の成果

三番瀬は利用ルールのないことが問題にな

っていました｡水上オートバイ、モーターパラ

グライダー､ゴルフなどの危険な行為がやりた

い放題になっていたのです｡そのため、潮干

狩りなどの利用客は危険にさらされていまし

Nｂ

呵

一＝雫

三番瀬の利用ルールづくりで船橋市の商エ振興課長など(手前)と話しあい＝2017年４月271:１
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昨年以降、船橋市と３回

交渉しました。

最初､船橋市は利用ル

ールの制度化に否定的

でした｡そこで7団体は明

石海岸における人身事故

の例をあげて危険行為を

禁止するよう申し入れまし

た｡兵庫県明石市の人工

砂浜陥没で女児が生き埋

めになって死亡した事故

です。この事故では、人

工砂浜を管理している国

土交通省と明石市の職員

4人が業務上過失致死罪

に問われて有罪となりまし

l議霧iiiiiiillli
｢ふなばし三番瀬環境学習館｣のオープニングイベント｡後方の鉄筋

コンクリート造り二階建てが環境学習館

た。禁固刑となったので､４人の職員は懲戒

免職です｡そのような事態がおこらないように

してほしい、と申し入れました｡その結果､ル

ール化を早急に検討する、と船橋市が回答し

ました。制定された行政指導指針の内容は、

7団体の要望をほぼ100パーセント受けいれる

かたちになっています。

閑環境学習館も７月１日オープン

７月１日は、「ふなばし三番瀬環境学習館」

１Ｍ－－プンしました。

環境学習館は､船橋市が｢ふなばし三番瀬

海浜公園｣のなかに新設しました｡鉄筋コンク

リート造り二階建てです。「知る」｢考える」｢学

ぶ｣の3つのゾーンで構成されています｡芝生

･噴水広場や三番瀬を一望できる鉄骨造り二

階建ての展望デッキも新設されました。総事

業費は22億5700万円です｡環境学習館は有

料(一般400円)。展望デッキと広場は入場無

料です。

高さ10メートルの展望デッキ。三番瀬を一望できる

５ＪＡＷＡＮ通信No.1２０２０１７．８．３０
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蒲生干潟と防潮堤
蒲生を守る会中'１１鳥||慎一
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蒲生干潟では現在､堤防工事が行われて

います｡工事事業者は宮城県です｡河川課と

港湾課によってそれぞれ計画と工事が進んで

います。

蒲生を守る会は2012年時点の堤防計画段

階から工事の問題点などを指摘していまし

た。当初の計画では､堤防の一部が干潟内に

設計されていました｡震災後の生物の回復状

況からみても干潟内に堤防を建築するのは生

態系への決定的な破壊になることから、計画

位置を内陸側へ移動するように県河川課へ要

望しました。要望は受け入れられ､全体的に

堤防の位置が内陸側(西側)へ数十メートル

変更になりました。

しかし､堤防が数十メートル内陸側へ移動

した程度ですと、蒲生干潟の生態系にとって

重要な後背地(アシ原)を失うことになります。

私たちは後背地も含めた保護を要望してきま

したが、それは受け入れられませんでした。

て堤防は国指定鳥獣保護区特別保護地区内

に計画されていました。蒲生を守る会は県河

川課に対し､位置をこれ以上変えられないの

ならば､堤防の形状を変更して用地幅を狭く

し環境負荷を少なくするように要望してきまし

た。ところが、それは認められませんでした。

当初は向洋駐車場のある高台まで河川課

が堤防を建築する計画でしたが､駐車場付近

は港湾課の事業となりました｡港湾課の計画

は私たちの要望も一部受け入れ､堤防位置が

保護区の外になるように変更しました(図１）。

また､用地幅の狭い形状のものを採用しまし

た｡破壊する面積が小さい分､希少な環境で

は負荷が少なく済むと考えられます。

しかし当初は、その構造上、堤防の下(地

下部分)をセメント系材料で深さ4～5メートル

程度固める工法を採用していました｡そのよう

な工法では陸側から干潟への地下水のやりと

りに悪影響がおよぶ恐れがあることから､地下

部分の工法変更を要望しました。

工事費が安いセメント攪枠工法を採用して

いた県側は、高価な杭打ち工法への変更に

△し干潟北西部

年月が過ぎるにしたがい､仙台湾の工事に

よる自然破壊が進むなかで、回復してゆく蒲

生干潟の自然環境の重要性が増していきまし

た。とくに干潟の北西部(『蒲生を守る会だよ

り』No.66,9ページ参照)は植物の回復が著し

く、ヨシ群落の中には巻貝のフトヘナタリ(宮

城県レッドリスト:絶滅危'膜Ⅱ類)も確認するこ

とができました｡付近の汽水域では､生まれて

1～2年と思われるとても小さなアリアケモドキ

(宮城県レッドリスト:準絶滅危』膜)の個体も多

数確認することができました。このように北西

部では生態系の回復が良好でした。

しかし、内|塵に変更したとはいえ、依然とし

６ ＪＡＷＡＮ通信Ｘｏ､1２０２０１７．８．３０



難色を示していました｡しかし､蒲生干潟の環

境への配慮から、工事費が割高ではあります

が杭打ち工法に変更することが決まりました。

行政側でも環境へ配慮して予算を投入する

判断を下した例と歓迎されます｡今後も北西

部の自然環境を壊されないように、協議して

いかなくてはなりません。

一方､堤防の予定地に個人の建物がありま

す。震災で家族を含めとても多くを失った笹

谷さんは､思い出の自宅跡地に慰霊のために

庵を立て､立派な観音様を建立されました｡し

かし現在､これらの土地や,思い出はすべて行

政に強制的に奪いとられようとしています。

堤防の位置変更は､この笹谷さんの救済に

もつながる問題です。震災後、地元企業ソニ

ー仙台テクノロジーセンターと協働で開催して

いる干潟観察会などでも､笹谷さんの施設(舟

要の館)をお借りしています。

▲受け継がれる思い

行政はたくさんの問題を一度に決めていき

ます。関係部署もたくさんあります。私たちは

震災の後、さまざまな行政機関と話し合いをし

ました｡これらの話し合いはすべて市民活動と

してです｡一方の行政は仕事でやっています

ので、平日の日中に話し合うことは当然です。

ところが、私たちは仕事を休んで臨まなくては

なりません。そして休日は調査に励む人たち

がいます。その方々のデータは行政と話し合

うための貴重な資料となります。

行政の人にも理解する人はいます。しかし

彼らも最後は｢仕事ですので……」となりま

す｡結局､私たちは仕事で安易に自然を破壊

する仕組みに対して身を削って話し合いをし

ているのです｡環境問題で運動している人た

ちの多くは｢思い｣によって､忙しくまた時には

苦しいことを続けています。

誰でも他人ともめごとを起こすのは嫌なもの

です。しかし､私たち人類の未来にとって本当

に必要な自然は､黙っていると恐ろしいスピー

ドと規模で失われていきます。このままでは私

たちの子孫は苦しむことでしょう。真に明るい

私たちの未来のために､この｢思い｣は受け継

がれて、そして続けていかなくてはなりませ

ん。

△干潟南西部

蒲生干潟の南西部は､七北田川と潟湖状の

干潟の水の出入り口の交わる部分です

(図2)。ここは､そのような地形的特徴から生

物の営みに満ちたところです｡春先は､ヤマト

カワゴカイが繁殖のために夜の浅瀬に大集結

します｡生殖群泳という行動です｡見事なまで

にゴカイがうじゃうじゃと泳ぎ回ります。８月の

中旬は、カニたちの産卵(幼生の放出)行動

が盛んです。蒲生干潟では震災後、東北で

絶滅が心配されているアカテガニの産卵行動

を南西部でのみ確認しています。

この南西部の堤防位腫は、当初設計から変

わることなく建築されます。蒲生を守る会はこ

れらの計画について､環境負荷の低減を要望

しています。

南西部では堤防の位置を内陸側へ移動さ

せることで川と干潟の交わる水際の自然環境

を保護しようと訴え、要望書を宮城県知事に

提出しました(平成28年８月１７日）。しかし知

事は対応せず、土木部河川課が要望書を受

けとりました。私たちの要望に対し、聞き入れ

ることはできないと即答されました。

この南西部は川側の中洲にコクガンが越冬

します｡工事は冬期も行われますが､少しでも

内陸側へ位置をずらせばストレスは低減する

でしょう。

現在､南西部で土地を所有しているのはお

もに仙台市です。堤防建築は宮城県ですの

で、行政間のやりとりでなんとでもなるはずで

す。
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天草と辺野古の海を守ろう
～辺野古土砂搬出反対熊本県連絡協議会が水俣市で講演会～
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「天草と辺野古の海を守る｣と題した講演会

が６月１７日、熊本県の水俣市公民館でひらか

れました。主催は辺野古土砂搬出反対熊本

県連絡協議含吟参加者は50人です。
天草の御所浦島では1997(平成9)年に恐

竜の歯の化石が発見されました｡2009年は日

本ジオパークに認定されました｡地元は｢恐竜

の島｣として観光に力をいれています｡最近は

観光客も徐々にふえているそうです。

その｢恐竜の島｣でたいへんなことがおきて

います｡御所浦島の南部にある採石場では、

採石跡に巨大な穴ができています｡そこに製

鋼スラグとヘドロ(海底竣喋土砂)が投棄され

ているのです｡製鋼スラグは健康被害の危険

性も問題視されています。また､辺野古埋め

立て用として御所浦島から約300万トンの土砂

を搬出する計画ももちあがっています。

御所浦まちづくり協議会などは県と何回も

交渉し､製鋼スラグなどの投棄をやめさせ､採

市

石認可更新申請を認可しないよう申し入れて

います。しかし県は｢問題ない｣と言いつづけ

ています｡このままでは､漁業と観光でなりた
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沖縄･辺野古埋め立て用土砂搬出の候補地にあげられている御所浦島(熊本県天草)の採石場｡御所

浦の人たちは採石認可更新や製鋼スラグ搬入などに地域ぐるみで猛反対している＝大嶽弥生さん提供
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講師の話に耳を傾ける参加者

つ御所浦は｢産業廃棄物の島｣になってしまい

ます｡また､辺野古埋め立て用の採石によって

環境破壊がさらにすすみます｡不知火海の漁

業にも大きな影響をあたえます。

識演会の開会あいさつは、辺野古土砂搬

出反対熊本連絡協議会の共同代表をしてい

る板井優弁護士です｡板井さんはこう話し

ました。

「辺野古の周辺は昔からの貴重な環境が

かなり残されている。辺野古の海にはジュ

ゴンもやってくる。そういうところに基地

をつくろうとしている。みんなで力をあわ

せて基地建設を食い止めたい」

講瑚巌懲所浦まちづくり協議会の森恵慈
会長と芦北町の漁師緒方正人さんです｡森さ

んと緒方さんは､御所浦島と不知火海の危機

的状況や､御所浦住民の地域ぐるみのたたか

いをわかりやすく話してくれました。

森さんは､製鋼スラグの持ち込みを容認

し、採石認可更新申請を認可しようとして

いる県の姿勢をきびしく批判しました。そ

して、「私たちはここで引くわけにはいかな

い｡御所浦の採石が一日でも早く終掘するよ

うにがんばりたい｣と決意をのべました。

緒方さんはこんなことを話しました。
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辺野古土砂搬出反対熊本県連絡協議会

共同代表の板井優さん

「御所浦島の採石場の沖は不知火海で最も

豊かな場所であった。ところが、今年はさっぱ

りである。とりわけ採石場付近では、長年獲れ

ていたタチウオがさっぱり獲れなくなった」

「山が壊されている、島が壊されている、とい

うことだけにとどまらず、私たちの愛する世界

が壊されようとしている。海や山の世界が壊さ

れようとしている。私も、非力ながらみなさんと

いっしょに参加させていただきたい」

（文・写真／中山敏則）

１１ＪＡＷＡＮ通信No.1202017.8.30



r２．=..~｡.~.｡~..~..~｡.~..~..~..~..~`.~..~..~｡.~..~..~｡.~..~..~..~..~｡｡~｡.~……~｡.~..~.､－－'￣－－－－一.-..-..-~~-.-----、

1国｢天草と辺野古の海を守る講演会｣の講演要旨
了Ｌｋラら

ｌｊｉｉ$W読濾を守るため最後までたたかう
御所浦まちづくり協議会会長森恵慈さん；
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てきた。その文書に地図が添付されている。

地図のなかに､これまで私たちがまったく気づ

かなかった｢湖」（巨大な穴)ができている。こ

れをみて私たちはビックリした｡しかも、「湖｣の

なかには不知火海の竣喋土砂(ヘドロ)と製鋼

スラグが入れられている。それを聞いて、私た

ちはさらに驚いた。

＊７割以上の2000人が反対署名

これらの問題をめぐって､私たちは昨年から

いろいろとりくんできた。

昨年５月１７日の天草市からの話を受けて６

月８日、御所浦まちづくり協議会の第１回会合

をひらき、山口海運の岩石採取計画について

意見を交換した。出席者の全員が｢絶対反

対｣という意見だった。「採石はもうダメだ｣｢製

鋼スラグを入れるなんてもってのほかだ｣という

声もだされた。６月１９日は御所浦地区行政区

長会の研修会において意見交換がおこなわ

れた｡ここでも全員が｢絶対反対｣だった。

６月２４日、私たちにたいして県から説明が

あった｡採石許可を担当するエネルギー政策

課である。説明を聞くと、県は"許可ありき''で

ある。採石絶対反対の私たちと話があうわけ

がない｡話は平行線におわった。

６月２７日、私たちは天草市の中村五木市

長と面談し､採石に反対する意見書を提出し

てほしい旨の要望書を提出した。

７月４日、天草市長が現場を視察した｡私た

ちも同行した｡市長も私たちもはじめて現場に

足を踏み入れた｡採石跡には緑化がされてい

ない。巨大な穴が掘ってある。

県の説明では､この穴は幅が約200ｍある。

深さは、いちばん深いところで37ｍぐらい、と

のことだった。それくらい大きく掘った穴のな

かにヘドロと製鋼スラグが入っている。市長も

御所浦町は熊本県で唯一の離島の町であ

る。３つの有人島(御所浦島、牧島､横7i1丁島）

を含む18の島々からなる｡不知火海(八代海）

に浮かぶ､たいへん景色のいいところである。

御所浦町の人口は平成27年国勢調査結果

で2735人である。町は2006(平成18)年に本

渡市や牛深市､天草町などと合併し､天草市

となった。主な産業は漁業である。最近は｢恐

竜の島｣をうたい文句にし､恐竜によってまち

おこしをしている｡そのような自然豊かな御所

浦町に、ふってわいたように採石場問題がで

てきた。

＊採石業者のやりたい放震

私たちが採石場の現状を知るきっかけにな

ったのは昨年５月１７日である。天草市から話

があった。３月３１日付けで有限会社１１｣ロ海運

から県に採石認可の更新申請がだされ､その

件で市に意見照会があった、とのことである。

御所浦での採石は昭和52年からはじまっ

た｡その後40年つづいている。現在は､稼働

している採石場が2カ所、廃業した跡地が１

カ所ある。

これらの採石場は御所浦島の南東部、つま

り水俣側にある｡御所浦島の住民からは採石

場がみえない。したがって、業者のやりたい放

題という状況で採石がおこなわれてきた。

水俣にいる私の親戚からこう言われた。

「御所浦はなんだ！島を売らなければメシ

を食えんとかい」

いま問題になっているのは山口海運の採石

場である。山口海運は昭和53年から約40年に

わたって採石をつづけている。

熊本県天草広域本部(天草地域振興局)か

ら｢土砂災害防止法に基づく現地調査のお願

い|という文書が御所浦町の全世帯に送られ
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｢これはひどいな｣という感想をもらした。

７月１５日、県のエネルギー政策課と循環社

会推進課がふたたび説明にきた｡循環社会推

進課は､ヘドロも製鋼スラグも｢問題ない｣と言

う。私たちと話がおりあうわけがない。

７月２５日、私たちは中村市長と面談した｡天

草市から提出する意見書に｢反対｣を明記して

ほしい、と要望した｡ところが市長は｢反対の意

見書はだせない｣と言う。理由を聞いても答え

ない。ほかから圧力がかかったのでないか、と

私たちは感じた。「ではどうするのか｣と聞いた

ら、「地元の意見を尊重する、ということで意見

書を提出する｣という返事だった。

私たちはすぐ御所浦に帰り、対策会議を

ひらいた。議論の結果、署名活動をすすめる

ことをきめた。翌２６日から1週間で御所浦町の

2000人から署名をもらった。町民の7割以上で

ある｡区長さんたちにお願いし､一軒一軒まわ

って署名を集めた。

＊誓約書をまったく無視

採石場勾零sIFJま､天草市の指定文化財と
なっている帆柱石がある。

漁師はこう証言している｡かつては､帆柱石

と陸地の間は船舶が航行可能であった。しか

し業者が勝手に土砂を押しやったため、そこ

がl塵つづきになり、航行できなくなってしまっ

た。業者は帆柱石も壊そうとした。それを漁師

がそれをみつけて破壊を止めた－と。

採石場の沖は､かつてはクルマエビなどの

漁場としてとてもいいところだった。ところが、

最近はまったく獲れなくなった、と漁師さんた

ちは嘆いている｡その原因は士砂流出ではな

いか、と私たちはみている。天草市に調査を

要請している。

８月５日、御所浦町民2000人の反対署名を

持って｢(有)山口海運の岩石採取計画の認可

申請に関する申入書｣を県に提出した。提出

後、意見のやりとりをした。県は｢計画が適法

であれば認可する｣と言う。私たちは、「この数

十年間、山口海運は定められた方法で採掘し

ていない。約束事も守っていない。そういうも

のに許可していいのか｣と主張した。ところが
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森恵慈さん

県は、自分たちの都合が悪くなるとだまってし

まう。

山口海運は平成14年、当時の御所浦町に

誓約書を提出した｡①上部尾根を越えない。

②採取計画の採掘面は計画にそって安定な

斜面を成形する。③掘削後は順次植樹をお

こない、緑化をはかる。④汚濁水の流出に

注意して調整池の管理につとめる。⑤地元

との協調をはかりながら、採掘につとめる

－というものである。

ところが、この５項目の誓約を山口海運

はまったく守っていない。それを県も知っ

ている。それなのに許可をだせるのか。私

たちは県の姿勢を追及した。しかし、県は

｢適法であれば認可する」と言いつづけた。

話が先にすすまないので、私たちは引か

なかった｡そうこうするうちに､局長が｢こ

の問題は検討する」と言った。それでやっ

と、私たちも引きさがった。

＊「わあ、13.5pHもある」

８月８日、天草選挙区の３人の県議会議員

に現場を視察してもらった。県もそれに同

行したので、現地で県と話しあった。県は

｢認可する」と言う。私たちは｢認可はダメ
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だ｣と主張する。ここでも平行線だった。と

ころが、間にはいった３県議はだまったま

ま何も言わない。

山口海運の採石場には、製鋼スラグが４

日おきぐらいに700㎡程度ずつ入ってい

る。３月３０日から８月２６日まで41回、この時

点で２万9000㎡の製鋼スラグが入った。そ

れを、私たちは山の上から観察している。

ところが、このように製鋼スラグを搬入す

るのを県は１回もみていない。

８月３０日は環境省九州地方環境事務所に

行った。状況を説明したら、「これはちょっ

とひどいな」と答えた。ただ、「一般廃棄物

は市町村､産業廃棄物は県に権限があるの

で、私たちは言えない」とのことだった。

｢最終的には､科学的証拠をみつけて裁判

あるいは刑事告訴しかない」という話をさ

れた。私たちは、その日のまちづくり協議

会でこの問題を協議した。「提訴もやむを

得ない」という話になった。基金をとりく

ずしてでも裁判やむなし、ということにな

った。

まちづくり協議会は300万円の基金をも

っていた。そのうち200万円はこの活動資

金に使ってもいい。ただし地域住民への説

明をしてほしい。そして御所浦町の内外に

寄付を募る－.そういうことをきめてい

ただいた。

９月５日、山の上と船の両方から現場をみ

た。「湖｣から流れている水を調べたら、や

はり強アルカリである。１０～ｌｌＰＨだった。

保健所にすぐ電話し、「保健所で測ってほ

しい｣と要請した。しかし､'保健所は検査を

したくないようだった。「検査機器は私た

ちが用意する。私たちが船で迎えにいくの

で､すぐに現場にきてほしい」と言った。そ

うしたら、迎えの船で職員がやってきた。

職員が測ったら、やはり１０～11ｐＨという

結果だった。その後、私たちは水質検査を５

回おこなった。つねにｐＨの値がｉｆ}iい゜その

つど保健所に連絡しているが、県はなんの

対策も講じない。

私たちは、８月３０日のまちづくり協議会

でだされた要請にもとづき、９月１２日から

11月４日まで9回､御所浦地区を説明してま

わった。住民からは｢寄付するからがんば

って」という声も寄せられた。

９月２３日、県による環境調査がおこなわ

れた。私たちも立ち会った。アルカリを調

べた県は、「わあ、１３．５ｐＨもある」と、びっ

くりしたような声をだした。県も、まさか

そこまででるとは思っていなかった。

その後、県は環境調査を7回おこなった。

ところが県は、つねに｢人に有害な環境基

準を超えていない」「強アルカリを薄めて

流せば問題ない」というような説明をす

る。私たちは｢ふざけるな」と言うが、県は

そういう説明をする。

「湖｣の周囲には鳥が１羽も来ない。普通

だったら、冬はカモ類などがたくさんやっ

てくる。ところがここには１羽も来ない。

イノシシも寄りつかない｡そういう状況なのに、

県は｢なにも問題ない｣と言う。「ではなぜそう

いうふうに動物が寄りつかないのか｣ということ

を、私たちはつねに県に言っている。そういう

話になると、県はなにもしゃべらなくなる。だま

ってしまう。

９月２９日は熊本県議会経済環境常任委員

会で請願趣旨を説明した。翌３０日は、地元漁

協の役員会でスライドをみせながら説明した。

漁協の役員も13.5pl-lという調査結果にびっく

りしたようだった。「環境調査がすむまで桟橋

の使用を止めようか｣という話もでた。

１１月２２日、採石事業にかんする住民説明

会があった｡説明者は県である｡354人の住民

が参加した｡住民の関心は非常に高かった。

このときも､･住民と県のやりとりは聞いていてお

かしいぐらいだった。強アルカリについて、

県は｢潟.泉も強アルカリですよ｣と言う｡御所浦

の町民は怒った。「それなら、あんたはあそこ

で泳いでみろ｣という意見もでた。話があうわ

けがない。地元は｢反対｣、県は｢問題ない｣と

言いつづけている。

「なんかあったとき、あんたたちが責任を負

うのか｣と聞いても、県は｢責任を負う｣とは言

わない。だまったままである。
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でいるはずだ。県や県議にたいしてもつと有

利に話ができたのではないか、と思う。

県も、自分たちの責任問題にならないよう

に､業者サイドで､業者といっしょになって､悪

いところは隠して問題を表にださないようにし

ているように思う。製鋼スラグは暴露状態にな

っている｡それを私たちが指摘しても、業者に

たいしてなにも言わない。

そして天草選挙区の３県議である。口では

｢私たちは地元のみなさんの味方です｣と言

う。ところが、そのような行動はまったくみえな

い。私たちが県議会に提出している請願書

は､これまで3回､継続審議になっている。

最近は御所浦H1Tの票が減っているので､御

所浦を軽くみているのではないか、と思う。や

はり力をもたなければいけない、という思いを

強くしている。

私たちはここで引くわけにはいかない。これ

からも活動していくし､た械已｢ていきたい｡御
所浦の採石が一日も早く終掘するようにがん

ばりたい。みなさんの応援をよろしくお願いし

ます。

（文･写真／中山敏則）

＊一日も早く終堀するよう

がんばりたい

今年も､私たちはいろいろと動いている｡最

近になって県は､なんとか話しあいで解決した

いと思ってきたようだ。このまえは副知事がで

てきた。

私たちはこう言った。「話しあうためには条

件が種｡埋め戻しのために製鋼ｽﾗｸﾞやヘド
ロを他所からもってきたらダメだ｡それをさせな

いということであれば、話しあいに応じてもい

い｣と。「一日も早く修復させることを県も考え

てほしい｣とも言った。

「いまの現場をみて､これ以上掘るところが

あるのか。県はどこを掘らせるつもりなのか｣。

私たちはそう主張している。

県も、いままでのようには私たちに対応しな

い。業者をおさえる立場になってきたような感

じもする。

最後に、私たちがこの活動をつづけて感じ

たことだが、天草市は地元の住民を守る立場

でありながら積極性に欠ける。「御所浦は天草

市ではないのか｣と言いたい。合併前の御所

浦町であれば､町をあげてこの問題にとりくん

「｡.=･￣－．.~..~..~...~.｡~….｡.~.￣.~－．.~..~……~.￣……~..~､－．．－……-....….~……~..~………･…~｡.~..~－．.~…...~..~…．……－，

１回｢天草と辺野古の海を守る講演会｣の講演要旨
ｉごしようら

ｌ１鋪》f薦の採石場を見つめつづけて思うこと!
熊本県芦北町の漁師緒方正人さん;

し｡･-..--..--回一・､-..-…～－－－－……_……-..--.-..-……_……-..-..-..-..-｡｡_……-..----…_.ｊ
おしきたまちめし表

私は芦北町の女島で生まれ育ち、いまもそ私がﾉ1,学校5,6年のころ､つまり東京オリン

こに住んでいる｡芦北町は御所浦島の対岸にビック開催の前後のころはまだほとんど手がつ

位置する｡緒方家のルーツは天草の出身であけられていなかった。きれいなところだった。
る｡だから、天草にたいしてはもともと愛着といそのあと､採石がすごい勢いですすんだ。

うか､親しみがある。対-岸にある私の家からは採石の状況がよくみ

えた。どんどん削られていった。「天草の人た
ぁ採石場沖は好漁場だった

ちの背中が削られおる｣と思った。「なして怒ら

この50年､御所浦島はものすごい勢いで山んとか｣と思った。

が削られてきた｡それ以前の自然の姿をみた採石がはじ可輔『の稚'wlii猿島は､水俣のほ
ら、「ここにはもう絶対に手をつけるな｣と言いうからみるとお釈迦様の浬盤のようなかたちを
たくなるはずだ｡そんなにきれいな､絵はがきしていた。

に使えそうな風景だった。私は、御所浦島のすぐ近くの海でタチウオ
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やアジを獲っていた。漁はいまもつづけてい

る｡御所浦島の採石場のあるところは､私が漁

師白」し`;て好きな場所である｡というのは､ここに
は潮目（速さの違う潮の流れがぶつかりあう場

所)ができる。だからプランクトンがよくわく。そ

れをもとめてカタクチイワシやタチウオ､イワシ

など､いろいろな魚がやってくる。

ほんとうは､御所浦島の採石場の沖は不知

火海で最も豊かな場所であった｡かって、私

はここで何百万円も稼いでいた。ところが、今

年はさっぱりである。ほかの漁師もこう言って

いる。「去年あたりからおかしくなった。天草

の海域ではよう獲れんようになった｣。

採石場の前面海域は水深が深い。しぜん

に深くなっていくのではなく、海岸線から４０

ｍ､５０ｍといっきに深くなる。深いところは60ｍ

を超える。水深が深くて､潮の流れも速い。そ

ういう場所である。

かつては、ここにアシアカエピ、イシエピ、ク

ルマエビなどがいた。ここは砂地だった。エビ

は砂地のきれいなところを選ぶ｡もともとはヘド

ロがたまるような海ではなかった。

ところが最近はエビがだんだん獲れなくな

った。不知火海の生産力が弱まっているの

は､採石場の問題だけではない。ほかにも原

因がいくつかあるとは思っているが。とりわけ

採石場付近では、長年渡れていたタチウオが

さっぱり護れなくなった。

芦北のほうからみると、西日が沈むのは採

石場のあたりである。私たちを－日照らし､そ

の帰りに沈む方角が採石場のところである。そ

のように､夕陽には世話になっている｡場所に

も恩義がある。漁師だから海にも恩義がある。

そW,霞らしがなりたってきた｡そういう意味で
は他人事ではない｡採石の状況をみて、わが

身を削られるような痛みを覚えてきた。

鉾自治が踏みにじられている
～御所浦､沖縄､水俣病事件～

2015年12月、沖縄の辺野古に行った｡米軍

基地建設反対･運動に参加するためである。な

ぜかというと、状況をみていて日本政府や警

察や米軍のやり方に腹が立ったからだ｡理屈

NNJif1. 可̄

p･冒沙＝＝

噂_鰯'Nl蓬騨

籔ii-

霧認
緒方正人さん

抜きでじっとしておれない気持ちになった。

辺野古の海を埋め立てて､そこに大きなヘ

リポート基地や大型船が係留できる岸壁をつ

くる。その埋め立てに御所浦の石が使われる

ということは、沖縄に行ってはじめて知った。

瀬戸内海や鹿児島などからも辺野古に土砂

を持ってくる、と聞いた。天草からも土砂を持

ってくる、と書いてあったので､ひょっとしたら

御所浦ではないか､と思った｡たずねたら､案

の定だった。私のなかで御所浦の採石場問

題と辺野古の基地建設問題の二つがぴったり

重なった。「どぎやんかして止めんぱいかん｣と

思った。

そのあと聞いた話では､御所浦では製鋼ス

ラグやヘドロを採石跡に入れているという。二

重三重の危険な行為がやられている｡私はず

っと腹立たしい思いをしてきた。

御所浦の採石場問題で県や地元県議会議

員の対応などをみていると､そこに暮らしてい

る人たちの自治が無視され､踏みにじられて

いる｡この点で沖縄と共通している。

沖縄では､戦後ずっと自治が踏みにじられ

てきた｡これは水俣病事件にもあてはまる。

水俣病事件は､水轤俣という地域の自治が踏
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どう関連づけて考えてもらうか｡それが必要に

なっている。むずかしいテーマ性をもっている

が。

たとえば’四、五年前になるが、水俣で産

業廃棄物埋め立ての問題がおこった｡そのと

き、反対運動がかってない広がりをもって展

開された。たたかいは何年かつづいた。その

結果､業者は白紙撤回に追いこまれた。

私もその反対運動を加勢した。自分の2トン

トラックにトトロの絵を描いてもらい、トトロのテ

ーマ音楽を流しながら反対をとなえた。

産廃業者が取り引きしている銀行にも行き、

｢銀行から圧力をかけてほしい」と申し入れ

た｡そうやって撤回をせまった。

銘豊かな海と山を守るために

４０年ぐらい前､パイプラインを使って水俣か

ら御所浦に水が送られるようになった。そのと

き漁師たちは､パイプラインが網に引っかかる

のではないか､と心配した。しかし、「天草の人

たちはみんな水不足で困っている。なんとか

協力してほしい｣という要請があった｡それで、

漁師たちも同意した。

不知火海は外海とちがうところがある。いち

ばんちがうのは、沿岸の人たちが向きあって

暮らしていることだ｡お互いが気になる関係で

ある。嫁に行ったり来たりという関係もある。そ

の意味では､熊本県を超えた生活圏のなかに

ある。お互いがもやって生きていくという世界

がここにある。

山が壊されている、島が壊されている、とい

うことだけにとどまらず､私たちの愛する世界

が壊されようとしている｡海や山の世界が壊さ

れようとしている。私も、非力ながらみなさんと

いっしょに参加させていただきたいと患って

いる。

不知火海は豊かな海である。私たち漁師は

個人的な思いでものを言っているのではな

い。長い歴史のうえにたって、採石問題で声

をあげている－．そういうことに自信を深め

ていただきたい。

（文･写真／中山敏則）

みにじられた事件である。不知火海周辺の人

びとのいのちと暮らしが脅かされてきた。ある

いは犠牲にされてきた｡それが国策としておこ

なわれる場合は、とんでもない、めちゃくちゃ

な状況がつくられてしまう。

米軍基地建設が予定されている辺野古の

大浦湾の海底にはサンゴ礁が広がっている。

非常にきれいな湾である｡そこを埋め立てよう

としている。私は､海を埋め立てること自体に

抵抗感がある。申し訳ないという気持ちがあ

る。ましてや米軍基地をつくるという。

北朝鮮は、日本にある米軍基地をねらうと

言っている｡名護市に住んでいる人たちは標

的にされかねない。現に、そのことがものすご

いニュース量で伝えられている。核兵器を搭

載した弾道弾(ミサイル)がとんでくるかもしれ

ない。沖縄の人たちは、そのような危険ととな

りあわせの生活を強いられている。

鯵「どぎやんか止められんとか」

御所浦に住んでいる私の知りあいがこんな

ことを言った。

「子どもや親戚が盆や正月に水俣のほうから

船で御所浦に帰ってくるとき、御所浦島が採

石で削られ､壊れていく姿がよくみえる｡『どぎ

やんか止められんとか｣といつも言われる｡『情

けんなか』と言われる」

御所浦はそれぞれの人びとの郷土であり、

いのちの故郷である。私は、そういう人たちの

残念な思いがよくわかる。

先ほど話隠繍うに､芦北のほうからみると
御所浦島は浬盤像によく似ている。

御所浦にある化石には、何億年か前の白

亜紀の生き物たちが眠っている。先祖のかた

がたも島鳫1膳ている｡そういう意味では､御
所浦島は寝床である。そんな寝床を削って毒

を埋めるとはなんということか。

私たちはけっして人として独立しているわけ

ではない。ほかの生き物とつながって生きて

いる｡そうM裏意味で､山肌が削られることに
ついては身･体が削られるのと同じ思いをもつ。

採石場の問題と辺野古の米軍基地建設の

問題を、天草や芦北町や水俣市の人たちに
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、ぐりぐりくりぐりぐりぐりぐりくしくりぐりぐりｑしぐりぐりｑしくしくしくしく、＜ＤｑＤｑＤｑＤｑＤくじ割、ぐりぐり。、ぐりぐりくじくレゴレゴ＞ぐりぐり司り＜

鉄鋼スラグ使用で役立たずになったダム
ニおり

～千葉県営の郡ダム～

、司りくじく、ぐりぐりくりぐりぐり＜しくしく、ぐりぐりくじく、くしｑＤｑ、ぐりぐりぐりぐりぐりぐり＜レコレゴレ到りぐりぐりぐりぐりぐりぐりぐりぐりぐりぐり。

全国のあちこちで鉄鋼スラグ（鉱津）を使った藻場

造成の実証実験がすすんでいる。ところが、群馬県長

野原町では八シ場ダムの移転代替地造成に使われた鉄

鋼スラグから六価クロムやフッ素などの有害物質が検

出され､大きな問題になった。

そんな危険な鉄鋼スラグを藻場造成に使うことにつ

いて､環境省はこう回答した。「実証実験は環境への影

響を調べながらおこなわれているので問題ない｣。日本

の環境省はほんとうにいい加減である。
こおり

千葉県君津市の郡ダムは鉄鋼スラグを禾|｣用してつ

くられた。郡ダムは、八幡製鉄（現在の新日鉄住金）

君津製鉄所に工業用水を供給するために千葉県がつく

った｡場所は君津市郡､完成は1972年12月である。導水

管を用い、二級河川の湊川から水をひいている。工業月

われる。

ところが完成後、このダムは使いものにならないこ

工業用水は冷却、洗浄、温度調節などに使

ところが完成後、このダムは使いものにならないことがわかった。ダムにたまった水は

工業用水に猿えなかったのである｡原因は君津製鉄所から出る鉄鋼スラグを使ったことだ
った｡魚も棲めない。大失敗である。以来45年たつが､郡ダムはまったく使われていない。

千葉県水道局工業用水部のホームページに'詮鍜L(木更津南部地区工業用水道事業の）
水源は､県内河川のIjW発による工業用水専用の豊英ダム及び郡ダムによりまかなわれてい

ます｣と書かれている。しかし、同事業でじっさいに使われているのは豊英ダムだけであ

る。郡ダムは､貯水しているものの使い道がない。郡ダムは"無駄なダム,,の典型となって

いる。

千葉県工業用水道条例

は、工業用水の水質基準

として次の３項目をかか

げている。①水温:常温、

②濁度:15度以下､③ｐＨ：

6.0以上8.5以下。鉄鋼ス

ラグを使ったダムの水

は、この条件を満たすこ

とができない。

（文・写真／中山敏剛）

i§蕊謝~;;…P冨頃ｐｗ７－…参原－－■－－

藝議 ￣§辱壁一。Ｗ刑、‐蕪Ｙ
ｂ

■､｡ｑ甦型・遇遮ゴヱ邑品 一二ＬＬ ￣

I

Ｖ
■
し

鉄鋼スラグを使ったため､無用の長物となった郡ダム

＝2015年１月１８Ｒ撮影
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図説日本の湿地
～人と自然と多様な水辺～

日本湿地学会藍･修／朝倉書店5000円十税

本書は日本の湿地をテーマに、多彩な角

度から湿地の生態系や人間との関わりを体系

的･横断的･包括的に扱った書籍で､おそらく

このような本はこれまでなかったと思います。

大きな特徴は、写真や図を豊富に使い視

覚を通して湿地を知ってもらうことと、各分野

の専門家や取り組みの最前線にいる方が､で

きるだけ平易にそれぞれのテーマを解説し、

見開きで１テーマ読み切り形式としてわかり

やすい内容となっていることです｡また本文記

事のほか､コラム､用語解説､本書で取り上げ

た湿地位慨図、さらに参考となる図書とウェブ

サイトも褐蔵しています。

研究者･企業･団体の方のみならず、行政

担当者や地域で活動される方など湿地に関

心を寄せる方、さらには湿地のことを知る入り

口を探している高校生･大学生･教育関係者

など、幅広い方々に入門書または事典として

使ってもらうことを目指した本です。

内容は大きく以下の４部から構成されてい

ます。

第１部｢湿地の恵みを受ける｣では、湿地

が身近なところで人の暮らしや生業を支えて

いることを感じてもらうため、人が湿地から受け

る様々な恵みに関する事例を紹介していま

す。

第Ⅱ部｢湿地を彩る個性派たち｣では、湿

地という生態系の構成メンバーであり、特異な

環境で命をつないでいく様々な生き物たちの

懸命で不思議な暮らしぶりを紹介しています。

第Ⅲ部｢湿地の姿としくみ｣では、地形など

の環境に応じて様々な姿と形をもった湿地を

タイプ別に紹介するとともに､長い年月をかけ

て獲得されてき

た湿地ならでは

の機能と効用

について紹介

しています。

第Ⅳ部「湿

地を活かす仕

組みと人々」で

は、湿地の変

遷や課題を紹

介した上で､湿

地を守る仕組

み、担い手の回

国……

lEizi三のi録i地
人と自然と多様な水辺

＝子ニーピ
＝

￣

零簔鑿i露尋雲

;iii鑿iiililii1lil鑿
み、担い手の重要性、企業とのかかわり、国

際的な広がりなど､湿地の未来に向けての解

説と様々な事例を紹介しています。

湿地はなぜ大切なのか、守らなければなら

ないのかについて、湿地のもつ機能や､人間

との.切っても切れない関わりなど、多面的なヒ

ントを与えてくれるとともに、保全の取り組みの

大切さと、人間と湿地が持続的に共存し続け

る姿(ワイズユース)について理解を深めても

らう１冊になると思います。

なお執筆者と目次については､以下の朝倉

書店のホームページに詳しく掲載されていま

すのでご覧ください。お知り合いの執筆者が

いましたら、執筆者を通して割引購入も可能

です。

https://www・asakura・cojp/books/isbn/978-

4-254-18052-7／

(法政大学人間環境学部教授高田雅之）
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東京湾干潟サミットin千葉のご案内
～９月１６日開催～

;il農と篁筆宇烹;il農と篁筆宇烹;il農と篁筆宇烹
「東京湾干潟サミットin千葉｣と題したシンポ

ジウムが９月１６日に千葉県弁護士会館でひら

かれます｡主催は千葉県弁護士会､共`催は日

本弁護士連合会などです｡くわしくは同封の

チラシをごらんください。

「昔の日本人は自然を愛していた｣という論

調がみられます｡論拠として､『万葉集』や｢古
,た

今集｣では自然を詠ったものが多いことなどが

あげられています。しかし､この見方はまちが

いです｡たとえば､『万葉集』の歌人嘉鰔詠
っていた時期に奈良の大仏(東大寺虚舎那仏

像)が造立されました｡東大寺の建立と大仏の

造立にともないmiYl;i2i状規模に伐採されま
した。また､大仏の鍍金に50トンもの水銀が用

いられたため、甚大な水銀汚染が発生しまし

た｡水銀を含んだ水が川に流れこみ､平城京

内の堀川や井戸を汚染したのです｡若草山に

木が生えなくなったのはそのせい、という説も

あります。しかし､こうした森林破壊や水銀汚

染に抵抗する者はいませんでした。

日本で自然保護運動が起こったのは1900
みなかたくまぐ1.

年代になってからです｡南JX熊楠は､森林伐
採の国策で絶滅の危機に瀕していた熊野の

森(紀伊半島)を守るため、身体を張ってたた

かいました。それを民俗学者の柳田国男らが

支援し､熊野の森は守られました。1918(大正

7)年のことです｡これが日本初の自然保護運

動とされています。

東京湾では1604年ごろ、徳川家康が干潟

や砂州を大規模に埋め立てました｡それに反

対する者はだれもいません。明治期以降､東

京と神奈川の東京湾岸は工業用地などとして

どんどん埋め立てられました。戦後の高度成

長期には、千葉の東京湾岸も片つばしから埋

め立てです。千葉県は東京湾内湾の干潟･浅

瀬をすべて埋め立てる計画を策定しましﾌﾟﾐ｣?､
こうしたなかで1967年､千葉県市川市で｢新

I嵯

浜を守る会｣が結成され､新浜(市)Ⅱ市行徳）

i1fjIlIIi1fjIlII収爪liii収爪liii
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の埋め立てに反対する運動が起こりました｡こ

れは日本初の干潟保護運動とされています。

1970年代に入ると、「東京湾の干潟をこれ以

上埋めるな｣という運動が千葉で高まります。

この埋め立て反対運動によって、谷津干潟と

三番瀬､盤洲干潟が残ったのです。

９月１６日の｢東京湾干潟サミットin千葉｣で

は､東京湾に残った干潟の保全運動や現状・

課題などを報告します。開会は午後１時30分

です。基調講演は千葉県弁護士会の中丸素

明弁護士。各干潟の報告は次の４本です。

①谷津干潟＝千葉の干潟を守る会の田久保

晴孝副代表､②三番瀬=三番i瀞鴦守る連絡
会の中山敏則代表世話人、③盤洲干潟＝小

櫃川河口･盤洲干潟を童負淳絡会の御簾紬
照雄事務局長､④葛西二枚洲＝日本野鳥の

会東京の飯田陳也幹事｡千葉県自然保護課

の竹重貴志主幹による｢三番瀬自然環境総合

解析結果｣と法政大学人間環境学部高田ゼミ

生による｢東京湾をテーマにした自主学習の

紹介｣の報告もあります｡そのあとは会場から

の発言です。（編集部）
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