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　日本湿地ネットワークが生まれて２０年、
会報である「ＪＡＷＡＮ通信」が１００号を
迎えました。
　会報は、会と会員、会員と会員を繋ぐ血液
だと私は思っています。ＪＡＷＡＮ通信は大
きな役割を果たしてきました。会の活動方針、
活動内容、活動結果などを伝え、「ＪＡＷＡＮ」
を知っていただくと共に、各地の湿地等の写
真や現状報告を通じて、多くの方と多彩な湿
地の情報を共有できました。
　印象に残っている会報は２００９年の９４
号で、諌早の高城会館で開催された総会での
シンポジウムの基調講演、佐藤正典鹿児島大
学教授の「故山下弘文氏と歩いた諌早湾の美
しい泥干潟」が掲載されています。
　「―諌早湾での出会いと別れ―１９９４年
春、私は初めて山下弘文さんにお会いし、諌
早湾の干潟を案内していただいた。それ以来、
私たちは、何度も干潟に通い、宝探しのよう

に泥を掘り返し、珍しい種を採集した。潮が
引くと、泥干潟は水平線のかなたまで広がっ
た。地元の人が「ガタ」と呼ぶその泥を手に
取ると、ふんわり柔らかく、ソフトクリーム
のような心地よさだった…ついに、１９９７
年４月、湾が完全に閉め切られた。干潟の上
部は干上がり、その下の淡水のよどんだ池（調
整池）になってしまった。おびただしい干潟
生物が、調査不十分のまま全滅した。」　私は
この文章を読み返し、初代代表の山下さんと
諌早干潟を偲んでいます。
　会報は記録になり、また記憶を呼び戻す
ツールにもなるなど、事務的なお知らせだけ
ではなく心にも影響を与えています。大切な
役割を果たす「JAWAN通信」を１００号に
なるまで支えてくださった各地の湿地の皆さ
まをはじめ発行にご尽力いただいた方々に、
心から感謝します。これからもよろしくお願
いいたします。

ＪＡＷＡＮ通信 100号を迎えて
山内美登利（日本湿地ネットワーク副代表）
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　はじめに

　このたびの東日本大震災によって数多くの
方がお亡くなりになり、未だに行方不明の方
や避難されている方もたくさんいらっしゃい
ます。心よりお悔やみとお見舞いを申し上げ
るとともに、1日も早い復旧と復興を祈りま
す。
　また、震災後、蒲生を守る会に対しても、
全国の様々な団体や個人の皆さまから多くの
励ましやお見舞いをいただきました。この場
をお借りして御礼申し上げます。
　蒲生干潟を含む蒲生海岸は、大津波の直撃
を受けて大きく姿が変わり、生態系を構成す
る多くの動植物が消えてしまいました。当初、

地元新聞の一面記事に「蒲生干潟は復元不能」
とまで書かれ（宮城県自然保護課への取材）、
絶望的なイメージが広まっていきました。
　しかし、私たちが実際に調査したところ、
甚大な被害を受けてはいたものの、海岸を
訪れるたびに、確認した生物種は増加し、干
潟周囲の地形も徐々に元の姿へと復元してい
く様子を目にすることができたのです。詳し
くは、「蒲生を守る会だよりNo.63　緊急号」
（2011 6.15 発行）をご覧下さい。本稿は、
その緊急号に掲載した私の文を書き直し、そ
の後のマスコミの報道と私たちの調査結果な
どを付け加えたものです。「蒲生干潟の現状」
を皆さまにお伝えできれば幸いです。

日和山跡地から北をのぞむ（2011 3.27）

蒲
が も う

生干潟の現状～干潟生態系、徐々に復元～

熊谷佳二（蒲生を守る会）
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１．3月 27 日のレポート

　震災後、初めて蒲生海岸を訪れました。自
宅から古びた自転車を引っ張り出し、七北
田川沿いの自転車道に入り、東へとひたすら
ペダルをこぎました。河原や川の中に津波で
流された自動車や家屋の姿が徐々に目に入っ
てきます。やがて道路がふさがれ、通行不
可。進路を変更し、川を横断していよいよ蒲
生が近づいてきました。河口近くのコミュニ
ティーセンターや小学校もひどい状態。周辺
の家々は殆ど全壊か、基礎しか残っていない
惨状で、周囲には、がれきの山。あの蒲生の
町並みは消失していました。様々な思いが混
ざり合い、これ以上とてもコメントできませ
ん。あとは干潟や海岸の状況のみ報告いたし
ます。
　写真やビデオで風景を記録しながら、周囲
を観察しました。やはり日和山は消えていま
した。旧乗馬場の建物もコンクリート基礎だ
け残っている状態。鉄筋コンクリート二階建
ての建物は周囲に見あたりません。旧乗馬場
の前に青々と広がっていた松林も数本の松の
木を残して消失し、えぐられた所に海水がた
まっています。さらに近づくと、うわさ通り、
乗馬場のあった埋め立て地には産業廃棄物が
大量に埋められており、所々むき出しになっ
ていました。

　日和山から松林にかけての防潮堤は案外形
を保っておりましたが、北側の養魚場に向か
う方はかなり損傷していました。干潟北側の
松林もほぼ消失。北側奥の海岸は大きく削ら
れ、おそらく海水が淡水池の方まで流れ込み、
海と池がつながっているのではないかと思わ
れました。淡水池東側土手の竹林は残ってお
り、周囲の松の木も数本以上あるようでした。       
　河口はこれまで見た中で最も大きく広が
り、まっすぐになっており、河口から港の方
まで伸びていた海岸線も数ヶ所、切れて海水
が干潟側に入り込んでいました。干潟は海岸
から押し寄せてきた大量の砂で埋まり、ほぼ
平ら。私が観察したお昼頃は徐々に干潮に向
かう時刻なので、満潮時にはどれだけの面積
が冠水するのか、予想することはできません
でした。青々と干潟周囲を彩っていたアシ原
も完全に砂に埋まり、底生動物が生きている
気配はありません。ヒバリのさえずり、キア
シシギの声は聞こえてきます。あとウミネコ
数羽位。
　今回は北側からの観察はできなかったの
で、干潟の全景や奥や養魚場の様子は分かり
ませんでした。それは次回の課題にして、帰
路につきました。北西の向かい風が強く吹く
中、疲労困憊、何とか自宅にたどりついたの
でした。

２．その後の状況～新聞・TV 報道の推移

　4/1  河北新報　「野鳥の楽園、見る影なく
　一帯に砂、復元不能か　蒲生干潟」
　4/2  河北新報  「蒲生干潟 [ 回復困難 ]　津
波被害 [ 貞観 ] と同規模」
　6/27 毎日新聞　「東日本大震災：仙台の
蒲生干潟、帰ってきた貝やカニ」
　8/3  NHK 全国ニュース・おはよう日本　
「津波被害の干潟　再生の兆し」
　8/16 河北新報　「蒲生干潟復活の息吹　
津波で壊滅、希少動植物確認　仙台」

日和山跡地から南をのぞむ（松林は消失）
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  私たちは 5/15 より月１回の鳥類生息調査
を再開し、海岸を一周して、鳥類だけでなく
底生動物や海浜植物、そして地形変化などを
記録する調査を、現在（８月）まで 4回行っ
てきました。改めて被害の甚大さを痛感する
と同時に、干潟生態系の復元力の強さを実感
し、毎回感動しています。そう、「干潟は死
んでいなかった」のです。
　シギ・チドリの餌である底生動物について
いえば、個体数は激減したものの、カニ類６
種（アシハラガニ、クロベンケイガニ、コメ
ツキガニ、チゴガニ、ヤマトオサガニ、アリ
アケモドキ）、ゴカイ類３種（カワゴカイの
仲間、ミズヒキゴカイ、タマシキゴカイ（巣
穴））、貝類３種（イソシジミ、アサリ、フト
ヘナタリ）などを確認することができました。
海浜植物も大打撃を受けましたが、ハマナ
ス、ハマニンニク、ハマヒルガオなどが少し
ずつ葉や茎を伸ばし始め、環境省レッドデー
タブックの希少種「ハママツナ」１株を発見
することもできました。

３．これからも蒲生干潟と共に

　取りあえず、今はひたすら、生物や環境の
データを記録していきます。定期的な調査を
継続していきます。人々の住む町の復興と並

行して、私たちをやさしく包んでくれる海岸
の自然環境の復元を訴えていきます。人と自
然との共存の必要性を、今改めて強く感じて
います。
　周囲が緑に覆われ、泥の中にたくさんの小
さな生き物たちが息づき、北へあるいは南へ
向かう水鳥たちが数多く立ち寄る場所、蒲生
干潟。その重要性を訴え続けていかなければ、
瀕死の重傷を負った干潟は見捨てられ、その
復元力が押しつぶされてしまうでしょう。気
がついたときには、干潟、アシ原、松林は、
山積みの瓦礫に埋もれ、単なる無機質の砂場
と化してしまう恐れがあります。
　私たちがこの目で確認してきたように、そ
して新聞や TV でも報道されているように、
干潟や海岸の自然は確実に復元しつつありま
す。私たちはこれからも活動を続けていきま
すので、変わらぬご支援をお願いいたします。
　なお、冒頭にあげた「蒲生を守る会No.63  
緊急号」（2011 6.15 発行）をご希望の方は
下記まで、ご連絡下さい。必要な冊数を送付
いたします。

〒 980-0874　仙台市青葉区角五郎 2-4-6  
木村フジ方　蒲生を守る会 
TEL&FAX  022-223-5025

養魚場へ向かう土手（分断されている）
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　我々は本当に能天気でした。原発反対運動
をしてきたつもりの私自身も危機意識が足り
ませんでした。福島で起きた破滅的な事故を
目のあたりにして、改めてマグニチュード７
以上の地震が起きている地震帯の世界分布と
原発立地点の重なりの地図を見て唖然として
いる始末です。
　少々の例外はあるものの、こんな無謀なこ
とをしているのは日本と台湾だけなのです。
しかも 54基もの原発を稼働させています。

　原発事故の確率（リスク）は、隕石が衝突
する程度に小さい（確か 50億炉年に 1回？）
などとまことしやかなウソを並べたのは、マ
サチューセッツ工科大学のラスムッセンが主
査を務めた報告書でした。日本の原発推進勢
力は、この報告書を金科玉条のごとく振り回
して、原発安全神話をばらまき続けてきまし
た。
　しかし考えてみれば、スリーマイル島原
発事故（1979 年）以来、わずか 32 年間で

3回目の破滅的事故が起きたのです。たった
400 余基で 32年間に 6基が破滅事故を起こ
したということもできるでしょう（概算すれ
ば 3000 炉年に 1回）。
　福島では約 10万人の人々がかなりの被曝
をした上に住む場所を失いました。約 200
万人が迷いと不安の中でとどまり続けながら
被曝を続けています。
　思い切って自主避難をした人々には補償
も何もありません。東北と関東を合わせて約
2000 ～ 3000 万人がなんらかの被曝をして
います。東日本の沿岸生態系に対するダメー
ジははかりしれず、汚染した海産物による内
部被曝が日本中で発生するでしょう。
　この惨状にあってもなお、原発推進勢力は
原発と東京電力の存続のためにうごめき、つ
い数日前には北海道・泊原発の運転再開を
高橋知事が承認してしまいました。全国の原
発立地市町村でも、原発再開を求める声が上
がっています。まるで麻薬患者のように、重
い原発依存症にかかっているのです。
　事故後すぐに東京電力は計画停電という名
の無計画停電を演出し、原発続行のための布
石を打ちました。しかし、暑い夏が終わりを
告げそうな今日（8月 20日）までの段階で、
30 数基の原発が停止したままにもかかわら
ず、どこの電力管内でも停電は起きませんで
した。つまり、原発を全部止めても大丈夫だっ
たのです。これまで原発につぎ込まれてきた
膨大な税金を一刻も早く再生可能エネルギー
の開発に振り向けるべきです。

福島原発事故のダメージからの出発

大沼淳一　（生命流域ネットワーク世話人・未来につなげる東海ネット）

世界の地震帯と原発立地点（朝日新聞掲載）
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　幸いにも太陽光でも風力でも、日本の技術
は世界トップ水準ですから、お金のインセン
ティヴさえかけてやれば、数年以内には生産
量も売上高も世界 1位のシェアを獲得でき
るでしょう。
　高速増殖炉・もんじゅを即時廃炉とし、核
燃料サイクルが破たんしたために不要となっ
た六ヶ所村の再処理工場を閉鎖すべきです。
核燃サイクルのために積み立てられてきた
埋蔵金は数兆円もあるのですから、それを今
回の被災者のための補償金として使うべきで
す。
　もちろんうまい話ばかりではありません。
すでに享受してしまった原子力発電の電気
の見返りとして、膨大な量の使用済み核燃料
がたまっているのです。死の灰の塊です。福
島原発の収束方法さえ見つかっていないうえ
に、こんなお荷物を抱えてしまっています。
　我々は核エネルギーを享受して、生じた
毒だけを未来の人々に託そうとしているので
す。さらに、停止した原発には冷却のための
電気が必要です。例えば、停止した浜岡原発
3～ 5 号機の冷却のために、なんと 6万キ
ロワットの電力が送られているのです。
　これらの重い原罪を負いながら、我々は長
い放射能汚染時代を進んでいかなければなり
ません。　　

　福島だけでなく、北は岩手県から南は関東

全域での除染作業が必要です。食品汚染に対
しては、全ての人々とりわけ放射線感受性の
高い子供や妊婦を守るために、全食品の放射
能分析が必要です。政府によるデタラメな暫
定規制値に対抗して、自主基準を提案する必
要があります。同時に、生産者を守る手立て
も必要です。
　もう一つ大切なことがあります。我々がめ
ざす「原発に依存しない社会」は、原発の代
わりに再生可能エネルギーをふんだんに利用
した物質的に豊かな社会ではないということ
です。
　原発の放射能汚染がなくても、物質とエネ
ルギーを浪費するコンビニエンスな社会は、
必ず地球を壊します。無駄な便利さ（コンビ
ニエンス）を棄てて、質素で心豊かな社会だ
と思います。成長しなければ倒れてしまう自
転車のような社会ではありません。
　人権や民主主義が大切にされ、差別や搾取
のない社会でもあると思います。もちろん、
南北問題もありません。
　さらに、近代科学技術が直面している不確
実性をまえにして、予防原則が前提とされる
社会でなければなりません。危ういリスク評
価で不確実の霧を強行突破しようとした挙句
の事故が福島原発事故だったからです。遺伝
子組み換え技術や臓器移植もしかりです。破
滅的な事態を招くかもしれない技術は、安全
が証明されるまでは手を出さないという縛り
が必要なのです。
　また、科学的に証明されないからと言って、
その対策を怠らないというのも予防原則で
す。地球温暖化仮説のように、まだまだ反論
が出ていて科学的に確定しない問題も、もし
それが起きてしまった時に大変なことになる
としたら、対策をとっておこうという立ち位
置です。実はこの原則は、1992 年のリオサ
ミットで確認された原則であり、生物多様性
条約・カルタヘナ議定書にも明記されている
のですが、まだまだ不十分なのが現状です。
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　昨年開催された生物多様性条約締約会議
COP10 の準備段階で誕生したＣＢＤ市民
ネット・生命流域部会は、物質浪費文明が破
壊した流域の循環を再生し、分断されてきた
上流域と下流域の間の不公平や不条理（内な
る南北問題）をなくしていくために下流域都
市圏による上流域支援の仕組みを作ることを
主張しました。
　福島事故からこの列島が再生していくた
めには、「頑張ろうニッポン」の掛け声（ま
たまたバブリーな日本への回帰のにおいが
する）ではなく、まさにこの考え方を具体的
に展開していく必要があると思います。河川
の上下流だけではなく、繁栄する東京圏に対
して、若い労働力を吸い取られ、自由貿易体
制下で安い農林産物が大量に輸入されて苦し
み、疲弊のはてに原発を押し付けられた東北
という南北関係も見えてきます。生命流域部
会は 8月 29 日に、これらの課題を担うため
に後継組織・生命流域ネットワークとして再
出発することになりました。
　やはり今月結成された脱原発社会をめざす

ゆるやかなネットワーク「未
来につなげる・東海ネット」
は、食品中の放射能含有量を
測定して市民に情報提供する
とともに、地方自治体や政府
に測定体制の早急な整備を求
めていくために、市民放射能
測定センターを開設します。
高木仁三郎市民科学基金から
100 万円の助成金をいただ
き、借入金と併せて 500 万
円の測定機を購入したので
す。測定機が品薄で入手まで
時間がかかるということで、
お金が集まらないうちに発注
してしまったので大変です。
　また、測定ボランティアを
募集しています。専門家が講

習をしますから、文化系の方でも大丈夫です。
手軽な安い費用で心配な放射能汚染を測定で
きる体制をつくるためには、お金と多くのボ
ランティア測定者が必要です。専門家に騙さ
れない市民科学の担い手を養成していくとい
う意味合いもあります。高木仁三郎さんの思
いとも重なる活動だと思っています。
　以上は、比較的汚染の少ない東海地方での
動きのご紹介ですが、もちろん、激甚地であ
る福島および疎開している方々も含めた福島
の人々を救援する活動もあります。　
　東海ネットに参加しているチェルノブイリ
救援中部は、福島県の土壌汚染を調査し、除
染方法の提案なども始めています。日本中の
英知を集めて、この列島の上に新しい世の中
を築いていきたいと思います。ともに頑張り
ましょう。

（筆者の連絡先：Ｅmail : nw4j-oonm@asahi-
net.or,jp）
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はじめに

　昨年、名古屋で開催された総会・シンポの
おり、「来年は盤洲で」とお約束し、当会と
共催というスタイルで５月開催の準備を進め
ていた矢先、東日本大震災が発生しました。
木更津港でも２．８３ｍの最大波を観測し、
その波は小櫃川を９．８ｋｍ遡上したとされ
ますが、幸いなことに被害はありませんでし
た。被害に遭われた全国の皆様には心よりお
見舞い申し上げます。
　原発事故や余震の続く中、予定通り開催
すべきか悩みましたが、大震災の復旧や原発
汚染の影響を見極めながら実施を決断しまし
た。やむなく参加できなかった皆様へ、シン
ポ関連の概要と合わせて最近の盤洲を取り巻
く状況を報告します。

前日の盤洲観察会

　総会・シンポを翌日に控えた２１日（土）、
昼食を早めに済ませた全国からの参加者１５
名が車に分乗し、小櫃川河口三角州入り口ま
で行きました。車から降りてゲートをくぐる
と、見渡す限りの湿地・アシ原（４３ヘクター
ル）が広がっています。眼下の湿地は直径、
高さ共に１０cmほどの富士山型をした砂地
のでこぼこが広がっています。これはほとん
どカニの「仕事」によるものです。川崎方面
を右に観ながら１００mほど歩くとクリー
ク（小川）があります。この三角州には数本
のクリークがあり、潮の干満により流れがで

きます。また、
その周辺にはカ
ニがたくさん生
息しています。
今回もそこでは
たくさんのチゴ
ガニが白いハサ
ミを振って私た
ちを歓迎してく
れました。更に
その周辺にはア
シハラガニがた
くさん見られま
した。クリーク
を渡り、シオク
グ群落の中にハママツナが少し見えました。
このあたりには腹が紫色のコメツキガにも見
られました。ここ数年、このカニは釣りエサ
として乱獲されており、稚ガニは多く見られ
ますが大きいものはなかなか見られません。
　アシ原を歩くこと１０分ほどで前浜に出る
と、中潮ではありましたが、そこは見渡す限
りの砂質干潟です。少し沖へ出てステンレス
ざる網で砂を漉してみるとニホンスナモグリ
やアサリをはじめとした貝類がたくさん見ら
れました。また一度は東京湾から絶滅したハ
マグリも捕れました。また残念なことにアサ
リを食う外来のサキグロタマツメタガイも見
られましたが、少しずつ増えているような気
がします。中央クリーク付近は、ここ数年、

２０１１シンポ「日本の湿地を守ろう！」
5 月 22 日、盤州干潟のある千葉県木更津市で

御簾納照雄（小櫃川河口・盤洲干潟を守る連絡会）



10

砂の堆積が続いており、ここでは新たなハマ
マツナ、ハマヒルガオ、ハマエンドウなどの
群落が形成されつつあります。
　参加者からは、「東京湾の原風景としての
河口三角州と連続する盤洲は、存在すること
が奇跡だ。感動した。」、「ラムサール条約湿
地でないのは不思議だ。」などと称賛の声頻
りでした。

シンポジウム基調講演　「干潟・湿地の経済

的価値」　安田八十五教授（関東学院大学） 

　昨日の観察会で久しぶりに盤洲を訪れた
が、ここは東京湾の原風景をとどめる唯一の
場所だ。
　千葉県は、過去に盤洲干潟も埋め立てる計
画であったが、幸いに埋め立ては中止となっ
た。奇跡である。地球上でここにしか生息し
ていない昆虫・キイロホソゴミムシが発見さ
れるなど学術上も貴重な場所である。しかし
ながら干潟を取り巻く環境は変化してきてお
り影響が懸念される。早期に「千葉県自然環
境保全地域指定」を実現する必要がある。そ
して持続可能な漁業と渡り鳥（水鳥）との共
存共栄を図ることが必要だ。また公共事業と
称して人工干潟が各地につくられているが、
生物比較調査結果の分析からそれは自然干
潟とは似て非なるものだ。自然干潟は人間に
よってつくることはできない。開発側のいう
地域再生の基本理念とは経済効果であり、地
域住民の側も長期的視点に立って自然保護に
よる経済効果はより大きいことをデータ等で
論理的に示す必要がある。自然干潟が持つ機
能や価値の評価についても、自然科学的評価
と社会経済的評価を有機的に結びつけ、学際
的統合化を図ることが必要だ。

講演「ラムサール条約ルーマニア会議 COP 

11 に向けて」　小林聡史教授（釧路公立大学）

　来年６月、ルーマニアの首都ブカレストで
ラムサール条約第１１回締約国会議が開催さ

れる予定だ。初めての東ヨーロッパでの開催
は意義深い。
　今年で４０周年となるラムサール条約は、
地球規模の自然環境保全のための環境条約と
して重要な局面を迎えている。生物多様性関
連の環境条約とのシナジー（相乗作用）をど
うするか、また１９００カ所以上となった登
録湿地のネットワークの有効性を検証する必
要性が指摘されている。
　ラムサール条約では、条約が１９７１年イ
ランの町ラムサールで採択された日、２月２
日を記念して、毎年世界各地で「世界湿地の
日」を祝い、湿地の価値と保全の意義の普及
に努めている。２０１２年の「世界湿地の日」
は「湿地、ツーリズムそしてリクリエーショ
ン」をテーマにして、これはそのまま COP 
11 の主要テーマになる予定だ。「リクリエー
ション及びツーリズム」は重要な生態系サー
ビスとして強調されており、登録湿地・世
界遺産でもあり生物圏保護区でもあるルー
マニアのドナウデルタの保護は国際協力が求
められている。このような個別の湿地保全問
題を取り上げる時間が減っているラムサール
COPのあり方を問い直す機会でもある。
　２０１２年５月には「リオ＋２０」として
最初の地球サミットから２０年間の総括をす
る国連会議が予定されている。これまでも地
球サミットへの対応、そして地球サミットに
向けて採択された生物多様性条約及び気候変
動枠組み条約とのシナジーが模索されてきた
が、さらなるステップアップが求められてい
る。特に名古屋で開催された生物多様性条約
COP10 にて採択された戦略目標及び愛知生
物多様性ターゲットへの湿地保全からの貢献
が期待されている。
　2012 年ルーマニア会議まで、まだ 1年あ
る。三番瀬や盤洲もルーマニア会議で登録さ
れるよう、あきらめないで最後まで頑張って
欲しい。
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各地からの報告

　１. 中池見湿地（福井県）
　２. 和白干潟（福岡県）
　３. 鬼泪山国有林からの山砂採取反対運動
　　　（千葉県富津市）
　４. 盤洲干潟（千葉県木更津市）
　５. 三番瀬（千葉県 船橋市・市川市）
　６. 千葉県の液状化被害（習志野市・浦安市）

木更津市および環境省を訪問

　総会・シンポの翌 23日（月）日本湿地ネッ
トと当会は午前、木更津市長を表敬訪問し
ました。前日の総会シンポの報告と盤洲干潟
保全要請書を手渡しながらの話し合いでした
が、市長は終始好意的な対応で、盤洲干潟保
全に積極的に取り組む姿勢であることを確認
しました。午後、三番瀬を守る会の牛野さん
と合流し、環境省を訪問しました。自然環境
局野生生物課登録調査係長が対応してくれま
した。こちらからは三番瀬、盤洲の現状を報
告し、また環境大臣宛ラムサール条約湿地登
録要請書を手渡しながら、ルーマニア会議に
向けて登録の準備状況など聞きましたが、ま
だ全く白紙の状態とのことでした。

最後に

　各地からの報告では、バラエティーに富ん
だ報告を聴くことができました。行政を大き

な味方にして、湿地保全運動が大きくなって
いる中池見湿地（福井県）、国有林（山）を
丸ごと削り、砂を採って売ろうとした業者集
団（県議と結託して）にたいして反対運動を
盛り上げ撤回させた千葉県富津市の市民運動
などです。これからの運動の大きな励みにな
ります。また、講演後の討論で、原発からの
放射性物質の広がりが話題となりましたが、
千葉県内の浄水場の汚泥から放射性セシウム
が高濃度で検出されております。また、私の
住む君津市の産業廃棄物処分場に放射性溶融
飛灰（5.500 ベクレル /kg）が大量に搬入さ
れていることが判明し、これから行動を起こ
さなければならない状況となっております。
本来であれば、遮断型最終処分場でなければ
処分できなかったはずですが、現政権が7月、
8.000（ベクレル /kg）以下は管理型処分場
に処分できるとしたためです。
　東京湾の底質も同物質が蓄積していること
が予想されますので、湾内で捕れたカレイ、
ヒラメ、コチなど底生の魚は食べて安全な
のか心配されています。近くのスーパーでは
その魚類は値段も相当安く売っているのです
が、購入を控える人が多い状況です。私たち
の生活スタイルを変えなければならなくなっ
てしまいました。
　シンポジウム終了後の懇親会では、迎えの
バスに乗車し、約 30分かかって到着した「湧
き水による手打そば屋」では、「全国から集
まった客」ということから大歓迎のもてなし
を受けました。そして「呑みながら」ならで
はの自己紹介やら楽しい会話に今後の活動の
ための大きなエネルギーを頂きました。
　盤洲観察会、総会・シンポ、懇親会、そし
て翌日の市長・環境省訪問とテンポよく流れ
た 3日間でした。遠方よりおいで頂き、ご
講演いただいたお二人の先生、全国からお集
まりの皆様本当にありがとうございました。
今後ともご指導のほどよろしくお願いいたし
ます。

木更津市長（左）と要請書を手渡す筆者（右）
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要旨：

　本研究では，自然干潟のもつ９つの機能（生
物生産機能，水質浄化機能，気候緩和機能，
大気浄化機能，渡り鳥の採餌・中継地機能，
レクリエーション提供機能，環境学習・教育
提供機能，文化・伝統継承機能，自然景観機
能）を東京湾・盤洲干潟を事例に整理し，明
確にした。
　一方，干潟の価値評価については，自然科
学的評価と社会経済的評価が考えられるが，
両評価は個別に行われることが多いことか
ら，両評価の学際的統合化を試みる。さらに、
東京湾の干潟・湿地の経済的価値についての
評価と測定を、ことに千葉県木更津市沖の盤
洲干潟を対象事例に実行し、干潟の保全のた
めの政策分析と政策提言を行った。

1. 序論：干潟・湿地の価値の評価と測定

　地球上の生命を産み出す母胎であり，現
在でも地球表面の 3分の 2以上を占める海
洋は，地球環境問題や水産業などの視点か
らも重要性を有している。そのなかでも干潟
(Tidal Flat) は，高い生物生産性に富み，地
球をまたに翔けて渡りをするシギやチドリな
どの渡り鳥の採餌・中継地等としても，極め
て重要な位置を占めている。
　しかし、環境省の調査によると，1945 年
に全国に 8万 4065 ｈａあった干潟面積は，
1992 年には 5 万 1443 ｈａに激減し，この
約半世紀の間に干拓や工業用地造成等のため
に面積で 3万 2662 ｈａ，率で 38.8% と約
4割の自然干潟が消失したことが示されてい

る。しかし，干潟の価値評価については，自
然科学的評価と社会経済的評価が考えられる
が，両評価は個別に行われることが多く，両
評価の学際的統合化が求められている。
　そこで，干潟という自然環境が抱える機能・
価値について，市民生活とのかかわりを視野
に入れながら，東京湾の盤洲干潟を事例に自
然科学的および経済学を主とした社会科学的
視点から明らかにするとともに，激減してい
る自然干潟の第 3ミレニアムにおける保全
政策に寄与することにある。

2. 干潟の価値評価の自然科学的方法

　本研究の対象である盤洲干潟をはじめとす
る干潟は，きわめて高い生物生産性に富み，
ノリ・アサリの養殖場や潮干狩場，シギ・チ
ドリ類などの渡り鳥の採餌・中継地となって
いるばかりでなく，海水（水質）の浄化や気
温調整機能などを備え，人間や生物にとって
重要な役割を果たしている。
　干潟は原則として 1日に 2回，平底が現
れ一時的に陸地化する干出と，平底が海面下
に沈む水没を繰り返している。潮の干満の差
( 潮位差 ) は，干潟にとって本質的なもので
あり，緯度や地形によっても異なる。北日本
や日本海側では大潮でも潮位差が 30㎝程度
しかないために大きな干潟はみられない。
　一方，太平洋側では，盤洲干潟でみられる
ように大潮時に潮位差が 1.5 ～ 2mにも達す
ることから，広大な面積の干潟が存在する。
日本各地の干潟は，場所によって規模や景観，
底質，生息する動植物の種類などがさまざま

　東京湾の干潟・湿地の経済的価値
　についての評価と測定

安田八十五（環境政策学者・関東学院大学経済学部教授）
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である。干潟 ( 自然干潟 ) は，その地形や立
地条件，底質の環境の特性などから大きく前
浜干潟，河口干潟および潟湖干潟の三つのタ
イプに分類できる。その詳細は、表1に示す。

3. 自然科学的視点から見た自然干潟の９つ

の機能

　自然環境は，水，大気，海洋，森林，湖
沼，草原，地質 ( 土壌 )，地形などで構成さ
れている。また，これらに生息するさまざま
な動物，植物，微生物などもすべて自然環境
の一部である。ところで，本研究の対象であ
る盤洲干潟は，面積が 1,400ha の自然干潟
で，東京湾に現存する干潟の約 80% を占め

ている。また , 最近各地で行われている干潟
再生・復元（人工干潟造成）の際のモデル的
な干潟ともなっている。とりわけ盤洲干潟の
心臓部にあたる小櫃川河口干潟は，自然干潟，

ヨシ原，塩水湿地，感潮性クリー
ク，池などの多様な環境からな
り , 昔ながらの東京湾の原風景
を留める唯一の場所となってい
る。また , 地球上でここにしか
生息していないとされるキイロ
ホソゴミムシという昆虫が発見
されなど，学術上も貴重な干潟
である。このため，盤洲干潟を
事例に自然干潟のもつ機能・価
値を明らかにすることは，盤洲
干潟以外にも昭和初期まで東京
都，神奈川県，千葉県側を問わ
ず東京湾沿岸において広大に存
在していた本来自然干潟が備え
ていた多様な機能・価値を考察

することでもある。さらに，ほとんどの自然
干潟を消失してしまった東京都と神奈川県側
にとっては，わずかに残っている貴重な自然
干潟の２１世紀における保全・再生策などに
も貢献するものであり，その意義は大きいも
のと考える。そこで盤洲干潟を事例に，自然
干潟の生態系の持つ機能を主に自然科学的視
点から分類してまとめたのが表 2である。

表２

表１
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4. 社会科学（経済学）的視点からみた自然

干潟の価値・機能とその特徴

　前節で自然科学的視点から検討した盤洲干
潟の生態系が持っている９つの機能を，社会
科学、ことに、経済学的視点から価値・機能
とその特徴について分析する。 自然干潟を含
めた自然環境は，経済理論のなかでどのよう
に位置づけられるのであろうか。
　自然環境は公共財 (public goods) といわれ
る。公共財の経済学的定義は，財やサービス
の性質として非排除性 (non-excludability) と
非競合性 (non-rivalness) とを併せ持つ財や
サービスとされている。これらの公共財とし
ての自然干潟の価値と機能を図に示したのが
図 1 である。

　自然干潟を含めた自然環境の価値の分類
にはまだ確定したものはなく，その価値を
正しく評価することはそう簡単ではない。そ
の理由は，表 3に示すとおり自然環境 ( 自然
干潟 ) の価値を全く利用しなくても価値の発
生する非利用価値 (non use value) である遺
産価値 (bequest value) や代位価値 (vicarious 
value)，存在価値 (existence value) が存在す
ることにある。ところで，自然環境を含め
た環境価値の分類方法については諸説がある
が，本研究の対象である盤洲干潟を例にその
価値を利用形態の観点から分類したものが表
3である。

5. 干潟の価値評価の自然科学的評価と社会

経済的評価の学際的統合化

　環境汚染問題，廃棄物問題，生態系破壊問
題などのいわゆる環境問題は，人間の経済活
動と自然環境とのかかわりから発生する問題
である。したがって，問題解決のためには，水，
大気，海洋，自然干潟，森林，河川，湖沼な
どの現在起きている事態の正しい認識が何よ
りも重要である。このことから，環境問題は
その原因が社会的なものであっても，一種の
自然現象として現れることが多く，自然科学
的知見・評価を抜きにして論ずることはでき
ない。
　しかし一方で，自然環境の劣化や破壊は，
主に人間の経済活動のもたらした結果である

表３

図１



15

ことはいうまでもない。また，環境の社会経
済的評価は，第 3ミレニアムの社会経済構
造を循環型の社会に変えていくための不可欠
な課題でもある。したがって , 経済学を主と
した社会科学的視点から自然環境と経済活動
との相互関係について取り組むことが必要で
ある。 このことは，自然干潟のもつ機能・価
値についての評価・解明にあたっても自然科
学的評価と社会経済的評価が必要であり，か
つ両評価を有機的に結び付け学際的統合化を
図ることの必要性を物語っている。このため，
本節では盤洲干潟を事例に自然干潟のもつ機
能・価値についての評価・解明にあたって，
自然科学的評価と社会経済的評価の学際的統
合化を試みるものである。
　盤洲干潟については自然科学の分野からは
すでに多くの学術調査・研究等の蓄積がなさ
れている。これに対して社会科学（経済学）
の分野からの学術調査・研究は , 川村・安田
等により , 環境価値評価手法の一つである仮
想的市場評価法（CVM）によって ,2000 年
― 2005 年に行われた盤洲干潟の調査・研究
があるのみで，自然科学分野の蓄積に比較す
ると，ほとんどなされていない。
　このことを盤洲干潟にあてはめて考える
と，高い海水の水質浄化機能や大気浄化機能，
レクリエーション提供機能，自然景観保全・
提供機能などの９つの機能を持っている干潟
であるが，多くの場合，それらの機能には社
会経済的評価が与えられていないということ
である。
　これらのことを , 盤洲干潟を例にとり見て
みよう。干潟はアサリやノリの養殖，稚魚
の育成などの漁業資源の生産かつ供給地と
して，あるいは潮干狩や簀立などのレクレー
ションサイトとしての経済的機能をもつ限り
において，それは社会経済システムのなかに
組みこまれ内部化されている。しかし，この
他にも，干潟にはすでにみたとおり海水 ( 水
質 ) 浄化機能，渡り鳥の採餌・中継地機能は

もとより，自然景観保全・提供などのアメニ
ティ機能などをもっているが，これらの機能
は社会経済システムのなかに組みこまれてお
らず，内部化されていない。このことは開発
等のため干潟が埋立ての対象となった場合に
漁業者は漁業補償の対象になるのに対し，干
潟の観察や散策等で干潟を利用している沿岸
住民はその対象から除外されていることに顕
著に現れている。このことは，海水 ( 水質 )
浄化機能，渡り鳥の採餌・中継地機能，自然
景観保全･提供機能などのアメニティ機能等
は補償の対象にならないことを示している。
　この点を具体的な例でみると，東京湾横断
道路建設の際には漁業補償金として金田漁業
協同組合に 247 億円が日本道路公団から支
払われ，漁協から組合員に分配されている。
しかし，干潟のもつ海水 ( 水質 ) 浄化機能，
渡り鳥の採餌・中継地機能，気候調整機能，
大気浄化機能，環境学習・教育提供機能，自
然景観保全・提供機能により，住民が直接・
間接に恩恵を受けているにもかかわらず，こ
れらの機能は補償の対象にならず補償金が支
払われていないことからも明らかである。
　もともと環境を内部化するという作業が，
環境の利用を社会経済制度あるいは社会経済
システムの中に組み込むことにほかならず，
この内部化が同時に環境に対する社会的評価
を下すことになっている。今日における環境
問題への取り組みは，社会経済システムの外
部にあって，その活動を受けている環境を内
部化することを意味している。
　内部化されているものとしては，生物生産
機能があげられる。一部内部化されているも
のとしてレクリエーション提供機能があげら
れる。これに対して外部化されている（内部
化されていない）ものとしては，海水 ( 水質 )
浄化機能，渡り鳥の採餌・中継地機能，気候
緩和機能，大気浄化機能，環境学習・教育提
供機能，文化・伝統継承機能，自然景観保全・
提供機能があげられる。
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6. 盤洲干潟の経済的価値の仮想的市場評価

法による測定と評価

　環境が改善又は悪化されたときを仮想的に
想定し , アンケート調査を利用して , 環境の
経済的価値を評価する手法である仮想的市場
評価法（CVM）を用いて , 東京湾・盤洲干潟
の環境の経済価値を測定・評価したものであ
る。具体的には , 盤洲干潟の地元である木更
津市民を対象に CVM調査を実施して , 自然
干潟の環境価値を測定・評価した。表 4 に
盤洲干潟の環境の経済的価値の評価額の測
定結果を示す。日本全体では、1年間に約
1672 億円の経済的価値と算定されている。
これは、世界遺産に既に指定されている鹿児
島県屋久島の約 2500 億円（京大グループが
試算）に匹敵する価値である。
　盤洲干潟は，東京湾最大の自然干潟である
とともに，循環型の生態系からなり持続可能
な社会を求められている貴重な自然的かつ社
会経済的環境資源であると言える。
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　あれから 10 年経ちました。「三番瀬は今
のままでラムサール条約登録をすることが出
来ます」と、太鼓判を押してくださったのは、
暑いさなか三番瀬に足を運んでくださった当
時ラムサール条約事務局長のデルマー・ブラ
スコさんでした。
　ラムサール条約の国際基準を充分満たして
いるにも関わらず、条約に登録されないのは
何故でしょうか。前号で中山さんが詳しく書
かれています。やはり東京第 2湾岸道路が
秘やかに存在しているからです。
　県は、昨年 12月に情報公開、住民参加で
6年間開催してきた再生会議及び個別の委員
会を終了させました。今後は「県が主体的に
事業を行う」として、事業を助言、評価する
「専門家会議」を 8月 4日に発足させました。
委員は海岸工学、都市計画、底生生物、水産、
海洋環境、河川環境の 6人だけです。地域
住民、漁業関係者、環境保護団体は入ってい
ません。その上、傍聴は出来るものの、発言
は出来ません。
　更に個別のテーマを検討していた「漁場再
生委員会」は「漁場再生事業連絡協議会」と
改称し、知らない間に開催したことが先頃分
かりました。案内はおろか開催結果さえ通知
されないので、構成メンバーも分かりません。
その名の通り県と漁協で連絡を取り合って都
合よくやっていくのでしょうか。
　「護岸委員会」は「護岸整備委員会」と改
称され、傍聴も発言も出来ますが、委員は
21 人から 8人に縮小されました。その中に
は地域住民も 2人選ばれていますが、人工
海浜推進の方々で、県のみえみえの人選です。

　では、一般県民の声はどこで吸い上げられ
るかというと、「三番瀬ミーティング」を開
催すると県はいっています。しかし、年一回
の開催で県民の声を聞いたと言えるのでしょ
うか。
　三番瀬を多くの方に知っていただく目的
で、船橋駅前に「三番瀬サテライトオフィ
ス」が県により設けられています。運営を担
当するのは環境保護団体です。しかし、この
8月に閉じられます。県が一方的に今年 4月
に通知してきました。一般からは閉館は惜し
いとの声があがっています。
　住民を遠ざける行政のやり方は、一昔も二
昔も前に逆戻りです。
　残念なことではありますが、こういった構
図は他の所でも見受けられます。ダム問題が
そうです。ダム事業の是非を客観的・科学的
に検証するためには、ダム事業に異論を持つ
市民と十分に議論が行われなければなりませ
ん。しかし、一般市民は検証作業から排除さ
れているのです。国土交通省が選んだ御用学
者達により、どのように検証しても「ダムは
必要」と行き着くように成っているのです。
このような状態を、衆議院議員の河野太郎さ
んは「原発の事故といい、市民を苦況に追い
込む日本の行政はおかしい。これは犯罪だ」
「市民の力で犯罪を暴いていこう」と仰って
います。
　東京第 2湾岸道路にしろ八ッ場ダムにし
ろ、何十年も前に計画され、現実とかけ離れ
た状況（第 2湾岸道路は人口減少、交通量
減少。八ッ場ダムは人口減少、水余り、治水
に役立たない）にあるにもかかわらず ､先人

まだまだ闘い続く三番瀬
牛野くみ子（千葉県自然保護連合代表）
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がたてた計画を完遂しようとしています。税
金をムダにつかって。
　そこには真摯にものを考える態度は見えま
せん。公共事業はお役人のためのものではあ
りません。
　一般市民を排除した三番瀬の各委員会、そ
してダムの検証。後戻りの状況を打破しな
い限り三番瀬の保全やラムサール条約登録は

おぼつきません。なにか振り出しに戻った感
がいたします。それでもねばり強く闘いを続
けます。河野議員のおっしゃるように、今こ
そ市民の力を発揮し、市民の力で不条理の構
図を暴いていかねばなりません。この社会を
造っているのは一般市民だから。皆さん応援
を宜しくお願いいたします。

　「和白干潟」は博多湾の東部、和白海域
（３００ha）にある砂質干潟で、面積は約
８０ha あります。周辺の博多湾沿岸はほと
んど人工の海岸になっていますが、ここには
砂浜、岩礁地帯からヨシ原、クロマツ林へと
続く貴重な自然海岸が残っています。自然海
岸のある干潟として２００９年「にほんの里
１００選」に選ばれました。
　この海岸線にそって歩く観察会を開催して
います。今夏は７月に「和白干潟の生きもの
やハマボウを見る会」を開催し、７０名が参
加。ハクセンシオマネキなどの生きものや浜
辺の植物を見ながら歩き、牧の鼻では岩場の
生きものを観察。満開のハマボウを愛でまし
た。親木は高さ４ｍ、周囲２２ｍ、５００個
の花が咲いていました。将来はハマボウ園に
なることを夢見ています。
　和白干潟では毎年たくさんの自然観察会が
行われます。５月にはガイドを養成する講習
会を開き、「和白干潟まつり」で人気の「ネ
イチャーゲーム」を学びました。五感を使っ
て自然に気付き、分かちあう。このネイチャー

ゲームを観察会に取り入れたいと思います。
　３月１１日の東日本大震災により大きな被
害を受けた仙台市の「蒲生干潟」の再生支援
の義援金を募り、全国の会員や和白干潟通信
の読者、探鳥会や事務所でのカンパと、和白
干潟を守る会の支援金などを合わせ「蒲生を
守る会」に送りました。多様な生態系が元に
戻るには年月を要しますが、頑張って保全活
動を続けられますよう、心から祈っています。
震災による福島原発事故から、原発の危険

和白干潟の環境保全活動

山本廣子（和白干潟を守る会代表）

和白干潟の生きものやハマボウを見る会
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性が認識されました。一旦事故が起きた場合
の計り知れない被害の大きさに、ドイツ、ス
イス、イタリアが脱原発の方針を明確にしま
した。放射能による汚染は大地も海も大気に
も広がります。「和白干潟を守る会」は、未
来の子どもたちに豊かな自然を伝えたいと活
動してきました。放射能によって汚染されて
いく自然、人の暮らしを見るのは耐え難いこ
とです。日本が脱原発に向けて一刻も早く方
向転換するよう、安心で安全なエネルギー社
会の実現へ向けて取り組むように願っていま
す。
　６月「和白干潟を守る会」は、２３年間の
環境保全活動に対して福岡県から「環境保全
功労者知事表彰」をいただきました。
現在１２月２６日までの間、キヤノン「未来
につなぐふるさとプロジェクト」「クリック

募金」を実施中です。毎日１クリックのご協
力をお願いします。和白干潟を守る会のホー
ムページの「キヤノンクリック募金」から入
り「福岡県の干潟保全」にクリックしてくだ
さい。１円が和白干潟を守る会に、１円は東
日本大震災義援金として寄付されます。
　和白海域は２００３年に「国指定和白干潟
鳥獣保護区」に指定、２００４年には環境省
のラムサール条約登録湿地の候補地になりま
した。博多湾・和白干潟が湿地を保全する国
際条約「ラムサール条約」の登録湿地となり
保全されるように願っています。
　１１月２７日には「和白干潟をラムサール
条約登録地に！」をテーマに「第２３回和白
干潟まつり」を予定しています。これからも
地道な環境保全活動を続けて行きたいと思い
ます。

　97 年、大分県佐伯市大入島（おおにゅう
じま）に佐伯港湾整備（12万トンバース建設）
に伴うしゅんせつ土砂で海面６．１ha を埋め
立て、宅地と緑地を造成する「廃棄物埋立護
岸事業」（1993 年、大分県が計画）なる計
画が国の補助事業として採択された。埋立て
地は地元自治会が長年管理し、アワビ・サザ
エやヒジキなどの採取を入札してきた、いわ
ば ｢海の入会地 ｣。しかし計画は地元住民に
は寝耳に水の話であった。以来、住民は地域
ぐるみで反対運動を続けてきた。県は 03年
と05年に着工を強行したが、住民の体を張っ
ての抗議・実力阻止行動で着工を断念、その

後着工していない。そして事業計画に伴う公
有水面埋め立て免許取消請求訴訟や、大分県
漁協佐伯支部の埋め立て同意決議無効確認訴
訟を闘ってきた。いずれも最高裁まで争った
が、門前払いとなっていた。
　そこでは、事業の起業者の長も、埋め立て
免許権限者も同じ県知事という法律上の不合
理性も、1県 1漁協に合併された大分県漁協
では支部決議をもって一分会の意志を切り捨
てる不合理性も法廷では無視された。
さらに 2008 年 4 月、当該事業への公金支
出差し止めを求める住民監査請求が却下され
たのを受け、住民訴訟を提訴した。原告住民

大分県佐伯市大入島埋め立て反対訴訟　住民側の請求棄却

松本宣崇（環瀬戸内海会議事務局長）
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側は、「事業に経済的合理性がないこと」「09
年の県の代替案では埋め立て土砂量など大
幅な変更は埋め立て免許変更許可が必要であ
り、かつ変更後の経済的合理性の検討が必要」
として、公金支出は違法と訴えてきた。
昨年、住民側証人として出廷した大分大学経
済学部の合田公計教授は「県は埋め立て以外
は高くつくと試算しているが、実際は埋立て
の方が高く、代替案も処分単価を高く見積も
るトリックを使っている」と証言した。対す
る県側の反対尋問は、反論すら全くできない
ものであった。

　2011 年 8月 8日、大分地裁で判決言い渡
しがあり、傍聴に駆け付けた。ところが、判
決理由は驚くべきものであった。「採算割れ
の事業でも必要性の判断や評価は、県知事の
裁量権の範囲内にある政策判断に過ぎない」
と、経済的合理性、費用対効果を事業の可
否の判断基準から排除した。そして「埋め立
てる土砂の発生場所や量が変更になったとし
ても埋め立て免許の変更許可を受ける必要な
い」とした。
　自公政権にあっても無駄な公共事業の廃止
が表明され、「費用対効果１．２以上が望まし
い」と国会答弁されていた。にもかかわらず、
「不採算の事業でも違法とは言えない」とは
時代に逆行する判決であった。
　判決後の報告集会で、住民側弁護団長は「想
像を絶するデタラメな判決。こんなひどい判
決を確定させてはいけない。採算割れでも行
政がやりたいと思えば認め、税金の無駄遣い
をなくすという国の姿勢すら無視している」
と厳しく批判した。そして「同じ司法の場に
身を置くものとして非常に恥ずかしい判決」
とまで断じた。

■ 2011 年度総会議事報告

日時：2011 年 5 月 22 日 ( 日 )：10：00 ～ 12：00

場所：木更津市「木更津市中央公民館」

  2010 年度事業報告、決算報告、監査報告、及び

2011 年度事業計画案、予算案は原案通りに承認さ

れました。また、役員改選の結果、中山委員が退

任し、他の運営委員等は再任となりました。2012

年度総会の開催地について福井県「中池見湿地」

での開催予定が承認されました。

■ 2011 年度会費継続のお願い 

　いつも日本湿地ネットワークの運営に、ご協力

ありがとうございます。会員のみなさんの会費が

湿地・干潟の保全活動の力となっています。

編集協力：東銀座出版社

編集後記

　ＪＡＷＡＮ通信は今号で 100 号になりました。

１９９１年から干潟や川、内陸湿地を含む各地の

活動を紹介し続けてきました。テーマも干潟・湿

地の現況、問題点からラムサール条約、地球温暖

化、生物多様性そして原発問題へと広がりました。

来年６月はいよいよルーマニア会議です。今後と

もご協力、ご支援をお願いいたします。次号発行

は、来年２月下旬の見込みです。（昌＆恵）

2011.8.8　目の前の海が埋め立て計画地

　2011 年度会費 (1 ～ 12 月 )の納入をお済みでな

い方は早めに納入お願い申し上げます。

  ●個人会費　3000 円／団体会費 5000 円

  ●振込み先郵便振替口座：00170-8-190060

  ●加入者名　日本湿地ネットワーク

I N F O R M A T I O N


