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　大嶺海岸は、那覇空港のすぐ西側、大嶺崎
にある那覇市唯一の自然海岸です。大嶺崎か
ら瀬長島に連なる海岸線の沖合には、礁池干
潟が分布しています。面積は約 410ha、広
大な海草場とサンゴ礁を擁しています。今日
はこの干潟をご案内します。

　出発地点は瀬長島。
　まずは空港施設に沿って、大潮の干潮時に
しかあらわれない砂浜を大嶺崎の突端目指し
て歩きます。晴れた日には、海岸植物の濃い
緑と白い砂のコントラストが眩しいです。砂
浜の下層には砂岩があって、一部が海底に露
出しています。この砂岩には生きものたちの
住処である様々な穴がたくさんあいていて、
貝が棲んでいるのか、はたまたゴカイの仲間
かと、想像をかきたてます。また、この付近
では砂浜と砂岩層の境界から浸み出す水の流
れがいく筋も見られます。海辺の湧水はスポ
ット的に塩分の低い場所を生み出し、生物多

様性に大きく関わっているそうです。
　龍宮神が祀られている大嶺崎で一休みした
ら、いよいよ沖のリーフ（サンゴ礁域）に向
かいましょう。サンゴ礫がごろごろしている
ところを通り過ぎると、足下からブツブツ、
プチプチとたくさんの音が聞こえます。貝や
エビ・カニ、ゴカイの仲間たち。それぞれが
それぞれのいのちの音を響かせています。
　海草場の海草も元気で、水が澄んでいて気
持ちがよいです。ここにも様々な生きものた
ちがかくれんぼ。ある冬の夜、ウミホタルが
とてもきれいでした。その日は友人たちと、
寒さに動きが鈍った小魚を手づかみで捕った
りもしました。春先にはモズクもたくさん採
れます。
　海草場より一段高くなっているリーフに到
着です。潮だまりには色とりどりのマイクロ
アトールがたくさんあります。30 万都市・
那覇を護るサンゴ礁は、生きているのです！
付近には、やっぱり生きものたちがいっぱ
い。

沖 縄「大
お お み ね

嶺海岸」案内
～那覇空港拡張予定地になっている干潟のこと～

水間八重　（泡瀬の干潟で遊ぶ会）

那覇空港拡張予定地（大嶺海岸）

生きている大嶺のサンゴ礁

生き物がいっぱい。シラヒゲウニを獲る人
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　カラフルな魚たち。奇抜な色・柄・形のウ
ミウシたち。縞模様のウミヘビ。赤や黄色の
イソギンチャクもゆらゆら揺れて、何を見て
もワクワクします。
　以前ここでシラヒゲウニを獲っている人と
会いました。１時間程でトロ箱がいっぱいに
なったそうです。そのまま持ち帰ると重いの
で、殻の一部を割り、食用にならない部分を
洗い落としているところでした。
　生き物観察に夢中になっていると、あっと
いう間に時間が過ぎます。静かだったリーフ
エッジで、急に大きく波の砕ける音がしま
す。潮が満ちはじめた瞬間です。生物たちに
とってはつらく乾燥した時間のおわり。わた
したちは岸にもどる時間です。
　リーフを離れて、帰りは直接、瀬長島を目
指しましょう。海草場を抜けると細かい砂地
になりました。くるくると回りながら砂に潜
るミナミコメツキガニが棲んでいます。
　左手、大嶺崎の奥に白く輝いて見えるのは
那覇空港のターミナルビル。着陸態勢に入っ
た飛行機が、干潟に向かってくるように見え
ます。新設の滑走路はまさにリーフと海草場
を縦断して建設される予定です。　
　今日も那覇空港にはたくさんの観光客が到
着していますが、同じ海へ行くのなら、人工
ビーチではなく生きている本物の海を見てほ
しい。空港の目の前には、こんなに素晴しい
海が広がっているのに……！　
　ご案内したとおり、大嶺では海岸から沖合

まで連続した環境が存在しています。
　変化に富んだ底質環境は、リーフに護られ
安定的に存続してきました。だからこそ多
様な生物がいるのです。例えば貝類は、179
種の生息が確認されています ( ※）。滑走路
が建設されれば、貝類に限らず種の多様性は
大きく低下するでしょう。
　那覇空港における全発着回数の約２割は自
衛隊機が占めています。自衛隊機の緊急発進
やトラブルによる民間航空機の発着遅延や空
港閉鎖、またニアミスも発生しています。

　那覇市議会が国の関係当局に度々意見書を
提出しているように、那覇空港を民間専用に
すれば、定刻運行・安全確保の他に、滑走路
増設の目的である「観光ピーク時の混雑緩
和」も図れます。大規模な埋立を伴う滑走路
増設よりも良案と思われますが、いかがでし
ょう。

※名和純．2009．琉球列島の干潟貝類相（2）沖縄お

よび宮古・八重山諸島．西宮市貝類館研究報告第６号

生き物がいっぱい。シラヒゲウニを獲る人

着陸航空機が向かう那覇空港
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　2005 年、広島県竹原市ハチの干潟の埋め
立て計画が持ち上がりました。
　自分の生まれ育ったふるさとの海がなくな
るというのは、表現しようがない悲しさがあ
りました。そして何としても、自分たちの世
代で受け継ぎたいと、決心しました。
　ハチの干潟での生物調査や、観察会などを
通して干潟の大切さと埋め立ての危機を地元
の人達に伝えていきました。2 年半の中で、
取り組みは地元の人たちにも広がり、埋め立
てを反対する署名は、1 カ月で市の人口の半
数を上回りました。
　その民意を持ち、県や市に陳情し、地元市
議会では「埋め立て反対意見書」が可決しま
した。そして、県もハチの干潟での埋め立て
計画に難色を示し、計画は中止になり、私た
ちの世代がハチの干潟の豊かな自然環境を受
け継ぐことができたのです。
　今も、ハチの干潟には、「海のゆりかご」
と称される広大なアマモ場やガラモ場が広が

り、賀茂川の河口域から沖にかけて、砂と泥
の干潟が続いています。約 80 年以上も前に
撮影されたハチの干潟の写真からは、高度経
済成長期を経てなお、同じ姿を留めているこ
とがわかります。干潟の豊かな生物相は、
様々な研究者からも注目され、地元の人々も
潮干狩りや漁りなどを細々と続け、海と人の
つながりが残されています。
　これまで、瀬戸内海では、古くから埋め立
てや護岸工事が進められてきました。海岸線
はほとんどがコンクリートになり、人々が海
に接する機会も減っています。そんな中、ハ
チの干潟のような手つかずの自然を残してい
くことが、生物多様性の確保という面からだ
けではなく、失ってしまった自然を再生して
いく上でも重要です。
　ハチの干潟の近くでも、エココースト事業
として、自然再生工事が行われましたが、
10 年近く経つ中、生物相は再生されていま
せん。ハチの干潟を見れば、その事業がいか
に、自然と相いれないものかが、一目瞭然な
のです。一度失われた自然は元に戻すことは
できないでしょう。だからこそ、手つかずの
まま残していかなくてはならないのです。
　ハチの干潟の埋め立て計画が中止になって
からも、地元の子どもたちを中心に観察会を
開き、ハチの干潟の大切や自然との接し方を
知ってもらう取り組みを続けています。その
中で、次の世代へと、自然のままのハチの干
潟を受け継いでいけたらと思っています。
　また、自然だけではなく自然と密接につな
がってきた人の営みも受け継いできたいと
思っています。一つに、アマモやホンダワラ

我 がふるさとを受け継ぐ
「ハチの干潟のその後」

　　　　　　　　　　岡田和樹
　　　　　　　　　　　　（ハチの干潟調査隊代表）

「観察会」子どもたちと一緒に押し網

船いっぱいの石風呂用アマモ
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などを利用した農業があります。一昔前は当
たり前のように、瀬戸内沿岸の農業者は磯や
海にでてアマモやホンダワラなどを採り、そ
れを肥料に作物を作ってきました。
　瀬戸内海にわずかに残る段々畑も、かつて
は至るところにあり、山の頂上まで達してい
ました。その農作物を育んだのが、瀬戸内の
恵みだったのです。山から流れ出た養分は、
川を流れて海に溜まっていきます。それをア
マモが吸収し、「海のゆりかご」となり、生
き物を育み、それを農業者が刈り取って、山
の山頂に至る畑に堆肥として入れていまし
た。　
　近年では、能率化が図られ、それらの堆肥
は化学肥料にとって代わられ、段々畑の畑も
荒廃し姿を消しています。かつては、人も自
然から多くの恵みを受けて、物質の循環の一
役を担っていました。そして、恵みを受ける
自然や物質の循環に敬意や畏敬の念を持ち、
自然を大切にしてきたのです。わずかになっ

ていますが、アマモを利用した農業をされて
いた農業者が伝承してくださいます。
　また、ハチの干潟の近くには、アマモを利
用した日本で最後の、「石風呂」という瀬戸
内独特の入浴文化が残っています。このよう
な、自然とうまく折り合いをつけてきた人の
文化が失われつつある今、ハチの干潟の近く
で「瀬戸ふるさと農園」をたちあげました。
そして、伝承通りにアマモや広島特産の牡蠣
の貝殻などを利用した有機農業に取り組んで
います。
　このことは、地域の自然にあった循環・生
態系とのつながりを受け継ぐことでもありま
す。まだ始まったばかりですが、ハチの干潟
をはじめとした、大きな輪の中で取り組みを
続けたいと思います。
　しかし、大きな問題もあります。瀬戸内海
にある原子力発電所です。すでに伊方原子力
発電所は稼働してきました。また、上関原発
計画はフクシマ以降も続けられています。
　ハチの干潟を手つかずのまま受け継いで
も、これらの問題がある以上は本当の意味で
受け継いだ事にはならないと思います。私た
ちには、将来のいのちに対する責任があるか
らです。本当の意味で、ふるさとを受け継ぐ
日まで絶え間なく努力し続けていきたいと思
います。

アマモ場とハチ岩（右手奥）

船いっぱいの石風呂用アマモ
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ヨシ葺き屋根を受け継ぐ

　１月から３月。指先が凍るような寒い時期
に、私たちはヨシの刈取りをします。
　琵琶湖に残る内湖のうち、最も大きな「西
の湖」には、広いヨシ原が広がっています。
一年分の材料を確保するため、トラクターを
使って刈取りをし、刈取りをしたものの中か
らヨシだけを抜き取り、束にして倉庫に運び
ます。背中と腰と足にカイロを入れていて
も、一日終えると体は冷え切ってしまい、お
天気も安定しない時期なので、雪が降ってき
たりすると厳しい作業です。
　でも周りを見渡して見ると、美しいヨシ原
が広がり、みんな寒い中でも文句も言わず細
い体でスラリと立っていて、風が吹くまま、
右に左に素直に揺れて、まるで踊っているか
のようです。このヨシのおかげで屋根の仕事

ができるのだと思うと、また力が湧いてくる
のです。
　ヨシ葺きの屋根の修理には、多くのヨシが
必要であり、ヨシの特性を生かし、美しさを
生かせる一番いい方法だと思います。使う当
てがないのに、刈取り、火入れをしてヨシ原
を管理していくことは、刈取りにかかる手間
を考えると不可能です。
　ヨシを必要とし、そのために刈取りをす
る。そのことにより美しいヨシ原を守ること
ができる。長い長い間続いてきた人とヨシ原
の関わりをこれからも続けていかなくてはい
けません。だからこそ、一軒でも多くヨシ葺
きの屋根を残してほしい、次の世代に繋いで
ほしいと思うのです。そして、ヨシ葺き屋根
がそこにある意味を、皆さんに知ってほしい
のです。

ヨシ葺き屋根は自然の叡智

　ヨシ葺きの屋根は１本 1 本のヨシが寄り
集まり厚みとなってできていて、家を風や雨
から守っていくうちに、１本 1 本が少しず
つ短くなり、屋根の厚みが減っていき、やが
て修理の時期を迎えます。
　修理する前の屋根に上がり、ヨシの先っぽ
を手で触ると、風化していてポロポロと折れ
てしまいます。葺かれてから長い年月が経っ
ている屋根や、日当たりや風通しの悪い屋根
では、ヨシは土のようになり、上に苔が生え
ていることもあります。　
　これを初めて見た時に、私は自然の仕組み

琵 琶湖ヨシとヨシ葺き屋根の伝統を受け継ぐ

真田陽子　（葭留勤務、一級建築士）

ヨシ刈取り作業（琵琶湖西の湖）

よしとめ
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の素晴らしさに強い感動を覚えました。ヨシ
は時間とともに屋根材としての役割を終え
て、地に還ろうとしているのだと。人間の作
る多くのモノは使われなくなった後ゴミと
なってしまいます。
　便利なモノがたくさんあり、それらに囲ま
れて自分が生活していることは確かなのだけ
れど、そのモノが作られるまでにどれだけの
エネルギーを必要とし、自然に負荷をかけて
いるのだろう。また使われなくなった後、そ
のモノはどうなるのだろう。私たちの生活は
余りに多くの地に還ることのできないモノを
作りすぎているのではないかと。
　ヨシは春に芽を出し、夏に向かってぐんぐ
ん成長し、西の湖のヨシの場合３～４ｍにも
なります。寒くなると枯れて葉を落し、刈取
られ、材料として出番を待っています。　
　屋根の修理に必要な材料は、必要になる時
には自然から与えられているのです。しかも
太陽からのエネルギーだけで、その上、湿地

に根を張って私たちの汚した水や土をきれい
にし、二酸化炭素を酸素に変えながら成長し
ているのです。
　竪穴式住居の時代から日本には茅葺の屋根
がありました。身の回りにある木材を使い、
身の回りにある茅で雨露をしのぐ。ごくごく
自然なことであり、でもそのことでお互いに
守り合って人と自然は生きてきたのです。

ヨシ原とヨシ葺き屋根を守るために

　瓦屋根や金属板などが普及するつい一昔前
までは、民家の屋根はほとんどが茅葺で、葺
く材料や気候風土に合わせて、長い年月をか
けて地方ごとに特色のある屋根が形作られて
きました。
　滋賀県には身近にとれるヨシで葺いた民家
がたくさんありましたが、残念なことに、
年々その数は減少しています。屋根はその家

完成間近のヨシ葺き屋根（滋賀県）
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のものでありながら、町や村の景色であり、
田畑や山並みとともに風景となります。　
　ヨシ葺きの民家が一つなくなると、周りの
方から寂しくなったというお声を聞きます。
ただその屋根がなくなってしまうことは、単
に寂しいということでは済まされず、ヨシ原
が失われることに繋がってしまいます。
　ヨシ原は、毎年刈取りをし、火入れをしな
ければどんどん荒れてしまいます。琵琶湖や
西の湖のヨシ原は、ヨシ条例やラムサール条
約湿地登録の後押しもあり、ヨシが水質浄化
に役立っていること、ヨシ原が多くの生物に
とってなくてはならない棲家であることは、
皆さんに知っていただけるようになりまし
た。
　ヨシ刈ボランティアやヨシ紙などの新たな
活用を通して、多くの方々がヨシに目を向け
て下さっています。ただ、刈取りが進まず荒
れてしまうヨシ原があるのも事実です。今あ
るヨシ原の刈取りを続けていくこと、屋根材
として生かしていくことが私たちの役割なの
です。
　ヨシ葺きの屋根は、置かれる環境にもより
ますが、葺いた後 15 年から 30 年経つと「差
しヨシ」という 3 尺位に切ったヨシを厚み
の減った分だけ差して全体を整える修理が必
要になります。
　多くの場合、その後 10 年から 20 年おき
に差しヨシを繰り返し、差しヨシができなく
なるほど全体のヨシが短くなると「葺き替
え」といって、古い材料を一度めくり、新た
な材料で葺き直す修理をします。ほとんど全
てが手作業で、修理には時間がかかります。
　でも、次の修理に向けてと準備をし、強い
風や大雪の日には傷んでいないかと屋根を見
上げ、屋根の下で生活をしていて下さるお客
さんの多くは、先祖から受け継いだものだと
その屋根を大切に思い、誇りに思って下さ
る。ある方が教えて下さいました。「家を大
切にすると、家が私たちを守ってくれるので

す」と。家と人との関わり方が変わってきて
いる中で、こういう思いを持った人たちのお
かげで、西の湖のヨシ原が守られているのだ
と、改めて感じた瞬間でした。
　毎日、屋根の仕事を終えて西の湖のほとり
にある倉庫に戻ると、西の湖とヨシ原が「お
かえり」と迎えていてくれるように感じ、私
は「ただいま。今日もみんなのおかげで仕事
ができたよ」と応えます。
　ヨシ葺きの屋根を大切にして下さっている
お客さんとともに、ヨシ葺き屋根を、このヨ
シ原を守っていきたい、次の世代に伝えてい
きたいと願い、長年西の湖のヨシ原を守り、
ヨシ屋根葺きを守ってこられた親方である竹
田勝博さんのもと、仲間とともに、一人前の
屋根葺き職人になれるよう、日々精進してい
きたいと思います。　

風
が
吹
く
ま
ま
、
右
に
左
に
揺
れ
る
ヨ
シ
た
ち
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1. ラムサール条約 COP11 を振り返って

　2012年7月、前回のCOP10（韓国昌原市、
2008 年）から 4 年を経て、ラムサール条約
第 11 回締約国会議（COP11) が開催された。
今回の日本政府代表団は外務省、環境省、そ
して農水省による構成だった。　
　日本政府は締約国会議に合わせて、新規ラ
ムサール条約の申請を実施している。昨年は
新たに 9 箇所の条約湿地が登録された。
　北海道の「大沼」、茨城県・栃木県、群馬
県、埼玉県にまたがる「渡良瀬遊水地」、富
山県の「立山弥陀ヶ原・大日平」、福井県の
「中池見湿地」、愛知県の「東海丘陵湧水湿
地群」、兵庫県の「円山川下流域・周辺水
田」、広島県の「宮島」、熊本県の「荒尾干
潟」、沖縄県の「与那覇湾」である。
　環境省主催で行われた登録認定証授与式を
含めたサイドイベントでは、敦賀市長、豊田
市長、豊岡市長、宮古島市長、立山町長が出
席し、アナダ・ティエガ事務局長より直接認
定証が手渡された。また、「渡良瀬遊水地を

ラムサール条約登録地にする会」と「わたら
せ未来基金」の代表が、それぞれ小山市、
栃木市の公認 NGO として認定証を受け取っ
た。
　ティエガ事務局長は 2010 年に名古屋市で
開催された「生物多様性条約 COP10」に参
加した後、東京で超党派議連「ラムサール条
約登録湿地を増やす議員の会」メンバーと
会って感銘を受けたと述べていた。
　この数日後、会議の最中に、認定証を授与
されたばかり（登録日は 7 月 3 日付け）の
中池見湿地の登録エリアを、6 月 29 日に認
可された北陸新幹線ルートが通ることが地元
で報道されたと伝わってきた。昼食を食べて
いたり、コーヒーを飲んでいるとあちこちか
ら質問をされる。
　ラムサール条約湿地には、湿地の生態学的
特徴に変化を与えかねない影響に対して、国
際的な注意を喚起するという目的でモント
ルー ･ レコードというリストがある。1990
年にスイスのモントルーで開催された COP4
で作られたものだ。登録の数日前にモント
ルー・レコード掲載要件を満たしていたなん
て、世界記録じゃあないかとも言われた。
　会議運営のためにボランティア等で参加し
ているルーマニア人がどれくらいいたかは不
明だが、登録参加者数ではおそらく日本から
の参加者が一番多かったと思われる。少なく
とも展示ブースでは日本からのものが一番多
かった。
　また、会議全体のオープニングでは辻井達
一さん（北海道環境財団理事長、日本湿地学
会会長）が日本人としては二人目、科学部門

ムサール条約 COP11 の成果と今後の展望
～ COP5（釧路会議）から 20 年目を迎えて～

小林聡史　（釧路公立大学環境地理学、JAWAN アドバイザー）

ラ

COP11（ブカレスト）認定証授与式
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では初めて、「ラムサール湿地保全賞」を授
与された。
　会議で採択された決議には、「決議 7：観
光、リクリエーションと湿地」のように現場
での湿地保全にこれからヒントを与えてくれ
そうなもの、「決議10：湿地とエネルギー」、
「決議 14：気候変動と湿地」のように、世
界的な環境問題と湿地とのつながりを理解す
るために重要なもの、予算や条約運営に関す
る事務的なものなどがあった。　
　COP10 からの流れで「決議 5：農業と湿
地の相互作用：水田と害虫管理」では日本政
府も積極的に関与した（環境省野生生物課の
柳谷さんが、『湿地研究』第 3 巻に掲載予
定の記事にこの点に関して説明している）。
特に今回は懸念材料だった、条約事務局がこ
れまでのように IUCN 傘下で続けるのか、他
の生物多様性関連条約のようにまとまって
UNEP 傘下となるのかという議論（『JAWAN
通信』No.102 関連記事参照）に、時間をと
られた。
　個別湿地の話が本会議でほとんど話し合わ
れることがなく、その結果、各国の NGO か
らも発言の機会がなかった点は残念だ。　
　一方で、日本と同じアジア地域のアラブ諸
国からは、「不法に占拠された領域における
湿地」という文言（の挿入）について何度も
提案があり、国連での議論を含めた世界情勢
の影響は今後も湿地保全の議論を脅かすだろ
う。

　会議の最後に、ウルグアイ大使が次回
開催国代表として 2015 年にウルグアイで
COP12 を開催することをアナウンスした。

2. 釧路会議から 20周年

　国内の条約湿地の数も 46 となり、50 箇
所も目前となった。今後は個別湿地の保全と
管理の充実、そして世界へ向けての情報発信
が課題となる。
　ラムサール条約の公式 HP を見ると、締約
国ごとに個別ラムサール条約湿地へのリンク
が張られている。しかし、日本 (Japan) の項
を見ると、名前があるのは「厚岸湖・別寒辺
牛湿原」、「宍道湖・中海」（それぞれが独
立して登録されているのだが）、そして「谷
津干潟」のみだ（下図参照）。

　しかし、厚岸湖・別寒辺牛湿原と宍道湖・
中海はリンク切れ、谷津干潟のみリンク先に
サイトがある。日本ではやむを得ないだろう
が、サイトは英語のみだ。
　ルーマニアの COP11 で採択された決議に
個別条約湿地に関するものがあり、その付属
文書 1b には「優先事項として『ラムサール
条約情報シート（RIS)』の更新が必要な湿地
を持つ締約国」が挙げてある。
　新たな 9 箇所の条約湿地は登録の際に情
報を提供しているので問題ないが、これまで
の 37 の条約湿地のうち、新しい情報シート
が提供された条約湿地の数は 3 箇所のみで、
情報シートが古いと考えられる条約湿地の数
が 32 箇所となっている。充実した情報発信
には湿地ごとに行政と NGO、企業の協力が
必要だろう。
　日本の湿地保全の転換点となったラムサー

COP5 釧路会議（1993 年）本会議で決議を審議中（7 月 9 日）
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ル条約第 5 回締約国会議が開催されてから
2013 年で 20 年となる。
　この釧路会議の前までは、国内の条約湿地
は 4 箇所のみだったのだから、隔世の感が
ある。歴代の環境省担当者の苦労、そして何
よりも全国各地の湿地を抱える自治体、そし
て地元住民の努力の賜物であろう。
　釧路会議では国内の条約湿地（当時は登
録湿地と呼んでいた）の数を一気に倍増させ
た。会議中に指定されたのは、琵琶湖（滋賀
県）、厚岸湖・別寒辺牛湿原（北海道厚岸
町）、霧多布湿原（北海道浜中町）、谷津干
潟（千葉県習志野市）、片野鴨池（石川県加
賀市）の 5 箇所である。
　いずれも今年登録から 20 周年を迎えるこ
とになる。成人の日にこの原稿を書いている
せいもあるが、20 年というのは地域の取り
組みを総括するにはちょうどいい年月ではな

いかと思う。地域に湿地保全へ取り組んでい
く体制が整っているかどうか、新しい問題が
出てきても対応できるようになっているか、
検証していきたい。
　また、釧路会議で NGO 代表として唯一公
式に発表の機会を与えられた、JAWAN の辻
代表が総括した日本の干潟保全の問題、すな
わち諌早、和白、藤前、三番瀬の問題。この
中で保全の取り組みが進み、条約湿地となっ
たのが藤前干潟だけであることは残念だ。
　これだけ「環境」が叫ばれている時代に
あっても、自然保護というのは何十年も前か
ら、「総論賛成、各論反対」のままであるこ
とに愕然とする思いだ。新しい時代への突破
口を作るのは、地道な努力だと信じている。

※参考

・笹木智惠子 (2012)「ラムサール条約湿地『中

池見湿地』～ 念願の登録実現と今後の問題点～」

『JAWAN 通信』No.103

・小林聡史 (2012)「ラムサール条約ブカレスト

会議に向けて」『JAWAN 通信』No.102

・ 柳 谷 牧 子（2013）「 ラ ム サ ー ル 条 約 第 11

回 締 約 国 会 議 の 内 容 」『 湿 地 研 究 (Wetland 

Research)』第 3 巻（印刷中）

・古今書院『地理』2011 年 7 月号：特集「ラムサー

ル条約と琵琶湖」

COP5 釧路会議（1993 年）
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■コンクリートから人へは頓挫

　2009 年 8 月、政権交代が実現したときは
「コンクリートから人へ」の道が開けると私
も喜んだ。水源連の分野でいうならば、「ム
ダなダム事業の徹底見直しがやっと実現す
る」という期待である。それは「出来るだけ
ダムにたよらない治水・利水」という河川行
政の路線転換である。
　私が水源連に関わっている一番の動機は、
さしたる必要性もないダム事業によって生活
と地域社会が破壊されることを拒否するダム
予定地住民の悲痛な叫びである。ダム事業が
まともに見直されるのであれば、「ダム事業

中止」という結果に至るはずである。「ダ
ム予定地住民が長年の苦しみから解放され
る！」、これを現実のものにするには政権交
代は不可欠であった。
　鳩山内閣発足直後は「川辺川ダム中止、
八ッ場ダム中止、全ダム事業凍結して見直
し！」と勢いがあった。この目標に向かって
実務作業に入るや、見直しへの勢いは減速ど
ころか逆

さか

さまへと舵が切られていった。当時
の国土交通大臣・前原誠司氏の真意がどこに
あったのだろうか？

■有識者会議の発足

　前原国交大臣は「出来るだけダムにたよら
ない治水・利水」を目指すとして、「今後の
治水対策のあり方に関する有識者会議」（以
下、有識者会議と記す）を立ち上げた。なん
とこの会議は法的裏付けのない大臣の諮問機
関に過ぎないのである。
　しかも明確なダム疑問派を、委員構成から
除外していたのであるから、「出来るだけダ
ムにたよらない治水・利水」が論議されるわ
けがない。
　その上、会議はマスコミ以外には非公開な
のである。国会議員も傍聴を許されなかっ
た。もうこれでは過去への逆行を宣言したの
も同然のことである。
　私たちは全国百を超える住民団体の皆さん
とともに、「有識者会議委員の再人選」、
「会議の全面公開」を前原国交大臣に何度も
求めたが一顧だにされなかった。複数の与党
議員も前原国交大臣に「有識者会議委員の再
構成」、「会議の全面公開」を何度となく上
申されたが、その都度、最後は「私を信用し
てください」で終わっている。
　これまでの河川行政のあり方を根底から変
えるには一大臣の諮問機関ではなく、公的機
関として公開が義務づけられている社会資本
審議会河川部会がふさわしかった。

有
識
者
会
議
に
よ
る

遠
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■ダム検証システムの欺瞞

　時間の経過に従って問題は顕著になる。
2010 年に国土交通省がダム事業者に求めた
検証検討は、国土交通省が作成・配布した「ダ
ム事業の検証に係る検討に関する再評価実施
要領細目」に基づく検証検討であった。

第１ 目的

本細目は、「国土交通省所管公共事業の再評価実

施要領（以下「実施要領」という。）」に基づき、

平成 22 年９月から臨時的にかつ一斉に行うダム

事業の再評価を実施するための運用を定めること

を目的とする。

　その細目には上の囲みに示すように、検証
検討本来の目的「『できるだけダムにたよら
ない治水』への政策転換」が一切記されてい
なかった。①事業の必要性を検証した上で、
②ダムなしの代替案をいくつか立てて、③従
前のダム事業案と複数の代替案それぞれの実
現性、事業費等の経済性などを踏まえ、④そ
れぞれの総体的な評価をおこない、⑤その中
で最も有利な事業を選択して国土交通省に報
告する旨が手順として記載されていた。
　事業費等の経済性の評価にあたっては、現
事業の残事業費と代替案事業費との比較とさ
れているので、進捗度が高い事業が高い評価
を受けるに決っていた。検証検討の手法とし
てダム事業の関係自治体と事業者による検討
の場での意見聴取に重きが置かれた身内での
見直しであること、整備目標水準が河川整備
計画程度とされていたことなどから、事業の
必要性については「既に確認済み」とされ、
「早期完成」の合唱の場になった。
「破堤しにくい堤防」という選択肢は全ての
事業体が「実現性なし」として切り捨てた。
これまでの方向に批判的な意見が委員から出
されても、それがきちんと審理されることは

なかった。各事業者から国土交通省に報告さ
れた検証結果は、中止・継続共に事業者のそ
れまでの方向性を踏襲したものばかりであっ
た。事業者がダム推進であれば、「見直した
がやはりダム」という検証結果報告が相次い
だ。
　再評価実施要領細目では住民の意見・有識
者の意見を聞くことも事業者に求めてはい
た。事業者による検証検討結果報告素案に対
する流域住民からのパブリックコメント募
集、ダム予定地住民等関係者の意見発表（公
聴会開催）等を実施した。
　しかし、ともに事業者は、「細目に書かれ
ていることはやりました」、「流域住民・関
係者からのご意見はいただきました」に終始
し、すべてが「聞き置く」という扱いになっ
ている。
　この検証検討作業は国土交通省の公共事業
の再評価実施要領に基づくとされていたこと
から、各事業者はそれぞれの事業評価監視委
員会に検証検討結果を報告し、了解をもらう
仕組みになっている。
　それぞれの事業評価監視委員会で、委員が
事業者の報告に異論を出しても審議されるこ
とはなく、委員長が再調査等を求めることも
なく、事業者の報告を追認するかたちでまと
めるのみであった。各事業評価監視委員会も
事業者が委員を選任する構造なので追認機関
として機能し、チェックがかかることはあり
得ないのである。
　事業者からの検証検討結果が、国交省に報
告されると、国土交通大臣は①事業者から受
けた報告を有識者会議にかけ、②有識者会議
の意見を受けて直轄ダムと水資源機構事業ダ
ムについては今後の方針を、補助ダムについ
ては補助金交付継続か中止を、決めている。
有識者会議が検証したのは「有識者会議が示
した共通的な考え方に沿った検証がなされて
いるか否か」のみであった。
「検証方式妥当」を受けた国土交通大臣は
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「継続」もしくは「中止」「再検証」等の判
断をくだす。事業者からの報告が「継続」で
有識者会議が「検証方式妥当　継続」と答え
れば、「今後の治水対策のあり方に関する有
識者会議のご意見を踏まえ、検討内容は、パ
ブリックコメントを行った際に有識者会議が
示した考え方に沿って検討されたものである
と認められる。
　事業者の方針決定が「中止」である場合
は、国交大臣の決定とその理由は上記の「継
続」が「中止」に置換されているだけである。
（島根県の矢原ダムと波積ダムについては、
有識者会議が再検証を事業者に求めた。）

■事業者追認の象徴「石木ダム事業」

「事業者追認」を象徴したのは、石木ダム事
業がかけられた昨年 2 月 23 日の有識者会議
であった。石木ダム事業はその完遂を図るた
めに事業認定申請が長崎県から九州地方整備
局に 2009 年に出されている。　
　有識者会議の進行次第では土地を奪われる
ことに道を開かれてしまう反対派地権者がそ
の進行を見届けようと現地長崎から傍聴に駆
けつけた。しかし有識者会議は反対派地権者
とその支援者を会議室に近づかせぬために職
員を大動員して館内廊下にピケを張ったので
ある。
　この日の有識者会議では鈴木雅一委員が、
「石木ダムの検証は有識者会議が示した共通
的な考え方で評価されていない＝土地所有者
等の協力の見通しが明らかにされていない」
と当然の異論を呈したが、「石木ダムについ
てはあわせて長崎県に『石木ダムに関して
は、事業に関して様々な意見があることに鑑
み、地域の方々の理解が得られるよう努力す
ることを希望する』旨を通知する」としなが
らも、事業者の検証報告「石木ダム事業推
進」に追認を与えた。
　こんなことでは「できるだけダムに依存し

ない治水・利水」は望む可くもない。大きな
世論を盛り上げて、徹底検証を勝ち取るのが
私たちの喫緊の使命である。

■「公共事業徹底見直し実現」に向けて
の市民運動

　民主党政権が自公政権に換わった。財源は
消費税増税による増収を当て込み、その内容
は 3.11 東日本大震災につけ込んだ「国土強
靱化法」が閣法として国会に再上程されるの
は時間の問題である。
　既存施設の補修・更新が新たに盛込まれる
としても、その本質は公共事業バラマキであ
る。私たちにはこの「国土強靱化法」に対抗
する運動を早急に構築することが求められて
いる。
　この 1 月に、これまで公共事業問題に関
わってきた諸団体が結束して「公共事業改革
市民会議」を結成した。公共事業のあるべき
姿、すなわちその内容と手続きについて検討
し、成案ができ次第ひろく提案してその実現
を目指すことにしている。
「もはや新たな公共事業はあり得ない」「国
民の意思を反映した事業決定と見直し」を中
心に据え、「公共事業徹底見直し実現」に向
けて結集しようではないか !!
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豊田市自然観察の森

　
　愛知県豊田市の中心地から約 4 ㎞のとこ
ろに自然観察の森があり、コナラ、アベマキ
の落葉広葉樹などが生育するかつての里山環
境です。
　自然観察の森（面積 28.8ha）は、平成 2
年に日本で 8 番目の自然観察の森事業とし
て環境庁（当時）が指定し国、県、市の三者
により整備され、その後の運営は豊田市が
行っています。現在は、指定管理者制度対象
施設として、公募により平成 18 年度より公
益財団法人日本野鳥の会が管理運営を担って
います。ネイチャーセンターなどの施設があ
り年間四万人ほどの利用者があります。
　平成 15 年度より「豊田市自然観察の森及
び周辺地域整備事業」がはじまり、周辺地域
の 124.5ha も豊田市が地権者と賃貸契約を
結ぶ形で保全を計っています。その一角に
矢
や な み

並湿地があります。

東海丘陵要素植物と湧水湿地

　愛知県、三重県などの伊勢湾周辺から岐阜
県の東濃地方にかけては、シデコブシやヒト
ツバタゴと言った固有種や隔離分布種などの
植物が生育し、現在 15 種類が東

とうかいきゅうりょう

海 丘 陵要
素植物群として知られています。生育環境は
丘陵地の湿地やその周辺の荒地など土壌が発
達していない場所で、湧水は低温、弱酸性、

貧栄養で他の植物が入れない厳しい環境に適
応したと考えられています。
　湧水湿地は、斜面が崩壊した場所や土砂が
堆積した谷底等に湧水が涵養されてできた場
所などにできます。水を通しづらい粘土層や
花崗岩などの上に地下水脈が露出し湧水とな
ります。泥炭が無いか乏しいのが特徴です。
主に西日本の丘陵地に小規模な面積で点在し
ています。
　前述以外に東海丘陵要素植物としてシラタ
マホシクサ、ミカワシオガマ、トウカイコモ
ウセンゴケ、ヘビノボラズ、クロミノニシゴ
リ、フモトミズナラ、マメナシ、ハナノキ、
ナガボナツハゼ、ナガバノイシモチソウ、ヒ
メミミカキグサがあります。

ムサール条約湿地「東海丘陸湧水湿地群」
～小さな湿地が織りなす東海地方固有の自然～

大畑孝二　（（公財）日本野鳥の会チーフレンジャー）

ラ

シラタマホシクサとミカワシオガマ（矢並湿地）
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ラムサール条約湿地を目指して

　日本野鳥の会が、豊田市自然観察の森の運
営に平成 15 年度から関わり、その年に「豊
田市自然観察の森周辺地域整備事業」がはじ
まり、市より当会が委託を受けその中の保全
計画で、はじめて矢並湿地をラムサール条約
湿地とすることを提案しまし
た。
　しかし、ラムサール条約が
野鳥だけを対象としたもので
あるという誤解とあのような
狭い湿地が国際的な条約の対
象地になるとは考えられない
と言うことでしばらく進展は
ありませんでした。
　それでも毎年地元の豊田市
自然愛護協会は、登録の要望
書を提出し続け、自然観察の
森として湿地の研究者らを講
師に学習会を継続しました。
日本野鳥の会の柳生博会長や
日本湿地学会の辻井達一会長
らを招き、市民向けの講演会
を開くなど少しずつ関心も高

まってきました。
　また、地元選出の八木哲也
市議会議員が登録に関して深
い理解を示され、平成 20 年 9
月の豊田市議会で矢並湿地を
ラムサール条約湿地にという
提案があり、市を動かしてい
くことになりました。
　そして、市による積極的な
活動により、環境省が平成 22
年 9 月に発表した潜在候補地
に登録基準の 3 を満たしてい

るとの判断で「東海丘陵湧水湿地群」の名称
で選定されました。そして、平成 24 年 5 月
に開かれた中央環境審議会において了承さ
れ、新規登録 9 か所のうちの一つとなるこ
とが決まりました。

登録湿地名「東海丘陵湧水湿地群（矢
や な み

並湿
地、上

か み た か

高湿地、恩
お ん し ん じ

真寺湿地）」

恩真寺湿地とシデコブシ群落

自然観察の森（矢並湿地）
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　矢並湿地は、面積約 0.58ha で、集水面積
は、8.72ha あります。希少植物としては、
ヘビノボラズ、トウカイコモウセンゴケ、ク
ロミノニシゴリ、ミカワシオガマ、ミカワバ
イケイソウ、シラタマホシクサなどが記録さ
れています。
　地元には矢並湿地保存会があり冬季に草刈
りを行い、富栄養化を防ぐために刈った草を
持ち出す作業を行っています。豊田市自然
愛護協会、市環境政策課、自然観察の森の 4
者で矢並湿地連絡会を設け、協議を持ちなが
ら保全活動を進めています。
　上高湿地は、約 0.34ha あります。集水域
は、6.5ha あります。希少植物としては、シ
デコブシ、トウカイコモウセンゴケ、ミカワ
シオガマ、シラタマホシクサなどあります。
平成 23 年度より地域住民を中心に上高湿地
を守る会が結成されています。
　恩真寺湿地は、面積が約 0.3ha あり、集水
域は、11.94ha あります。希少植物は、シデ
コブシ、ミカワシオガマなどがあります。こ

この湿地管理は、地元山中町の自治区が受け
持ち、寺の管理とともに行っています。
　集水域まで含めた地域と湿地群という考え
方での登録は、日本では初めてです。

東海地方全体の湿地保護へ

　もともとは、矢並湿地の保全の方法の一つ
としてラムサール条約の登録を思いついたの
ですが、登録によって豊田市全域の湿地はも
ちろん、東海地方全体に広がる湧水湿地の保
全につながることを願っての提案でもありま
した。東濃地方でもかつて多くあった湿地が
次々に開発等で無くなってしまっています。
　今回の登録をきっかけにより一層、東海地
方の湧水湿地の調査、保全が進むことを願っ
ています。

東海地方の固有種「シデコブシ」（上高湿地）
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石原環境相へ「中池見湿地」内の北陸新幹線建設計画に関する要望書を提出

　敦賀市「中池見湿地」は長年の保全運動が実り、2012 年７月、ラムサール条約登録湿地となりました。その

念願の登録実現直後に、ラムサール条約登録地「中池見湿地」内を、貫通する北陸新幹線路線計画の認可が公表

された。極めて遺憾な事態です。

　日本湿地ネットワークは、この路線計画認可の変更などを求めて、1 月 7 日付要望書を石原環境相あてに提出

しました。併せて、同内容を国土交通省、鉄道建設・運輸施設整備支援機構本社及び北陸新幹線建設局、敦賀市長、

福井県知事宛に郵送しました。

2013 年 1 月 7 日

環境大臣 石原伸晃 殿

日本湿地ネットワーク

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  代表　辻　淳夫

　福井県敦賀市「中池見湿地」は 2011 年 12 月に越前加賀海岸国定公園に編入され、更に 2012 年 7 月にラ

ムサール条約の登録湿地として認定されました。

　しかし、昨年、6 月に発表された北陸新幹線の新たな計画路線図が 8 月に公表され、条約登録湿地内を北陸

新幹線路線が地下通過することが明らかとなりました。今回明らかとなった計画路線は、以前に発表された路

線計画よりさらに湿地の内側に変更されていることは不適切であり真に遺憾であります。この路線計画は、中

池見湿地の保全にとって致命的な悪影響を及ぼすものと憂慮されます。

　ラムサール条約登録湿地は、国際的に重要な湿地であり、将来にわたっての保全を国際社会に約束した湿地

です。ラムサール条約では、「締約国は、人間とその環境とが相互に依存して」、「湿地の進行性の浸食及び

湿地の喪失を現在及び将来とも阻止し」、「将来に対する見通しを有する国内政策と調整の図られた国際行動

とを結びつけることにより確保」と述べています。にもかかわらず登録実現の直後に登録湿地内を貫通する新

幹線計画が発表され、条約事務局をはじめ他の条約加盟国の日本国への信用・信頼を大きく損ねています。

　計画路線は、中池見湿地を取り巻く山地を貫通するものであり、水系や地下水脈などを絶ち切り、水環境、

水供給に確実に影響を及ぼし、このため湿地全体の良好な自然環境に致命的な影響を与えるものと予測されま

す。

　また、中池見湿地は、「袋状埋積谷」という地形に 10 数万年もの歴史をもつ泥炭層を有する特異な湿地で

あり、路線のトンネル北側出入口が計画されている後谷（うしろだに。地元では「おしゃたん」と呼ばれる）

地区は、絶滅危惧種をはじめ生物多様性の保全上重要な地域であり、ここを破壊する計画は生態系、景観上か

らも湿地全体の保全に悪影響を及ぼすものと予測せざるを得ません。

　石原伸晃環境大臣殿、環境省は、「中池見湿地」をラムサール条約事務局へ条約湿地の登録申請を行なった

責任窓口であり、貴職は登録実現後も、当該湿地の保全の確保と監視を行なう責務があると考えます。

　つきましては、ラムサール条約締約国として国際的な責務を遵守し、現在の北陸新幹線路線計画のすみやか

な変更を強く要望いたします。計画路線変更は、ラムサール条約登録地「中池見湿地」の水循環、生態系、景

観、騒音、振動の影響など自然環境に特段に配慮し、周辺地域に影響が及ばないよう重ねて要望いたします。

ラムサール条約登録地「中池見湿地」内の
北陸新幹線建設計画に関する要望書
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「2013 年干潟・湿地を守る日」宣言

　私たちは、長崎県諫早湾が閉め切られた 1997 年「4 月 14 日」を忘れずに、全国の干潟・湿

地の保全に取り組んできました。今年は 16 年目になります。あの 293 枚のギロチンは、諫早

湾の命を絶ちきっただけでなく、人びとの心と絆を今なお切り裂いたままです。自然を人間の

意のままに動かせるとおごった行為が、有明海大異変という悲劇を生み出しました。

　

　今年は田中正造没後 100 年にあたります。

　田中正造翁は“真の文明とは山を荒らさず、川を荒らさず、村を破らず、人を殺さざるべし”と

説いています。15 回目となる「干潟・湿地を守る日」には、東日本大震災と福島原発事故により、

深く傷ついた海や山を思いおこしたいと思います。

　

　昨年末の政権交代により、新政権は、ムダな公共事業の見直しを求める私たちの声を顧みず、

国土強靱化を打ち出し、自然のままの干潟・湿地を未来に残していこうとする希望は「不安」

へと広がります。敦賀市「中池見湿地」は、ルーマニアで開かれた第 11 回ラムサール条約締約

国会議で、条約湿地の認定を受けました。しかし、登録実現直後に、条約湿地内を貫通する北

陸新幹線工事計画の認可が公表され、多様な動植物が生きるホットスポットに致命的な悪影響

が予測され憂慮されます。

　私たちは、これまで以上に、覚悟を持って、干潟・湿地の保全に取り組み、和白干潟、吉野

川河口干潟、東京湾三番瀬、盤州干潟、泡瀬干潟など日本各地の干潟・湿地の保全を求め、そ

して諫早湾干潟の復活を目指していきます。

　私たちは、今日、ここに集い、干潟や湿地に親しむとともに今ある干潟・湿地の保全を求め、

命あふれる干潟・湿地を未来の世代へつなげていくことを宣言します。

追加宣言（各地の宣言を必要に応じ追加してください）

2013 年 4 月 14 日

日本湿地ネットワーク

2013 干潟・湿地を守る日参加者一同
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■ 2013 年度総会開催のお知らせ
日時：4 月 6 日（土）11：30 ～ 12：30
場所：「和白地域交流センター」
（愛称コミセンわじろ）：２階大会議室　　
福岡市東区和白丘１丁目２２‐２７
TEL:092-608-8480
下車駅　JR 鹿児島本線：福工大前
午後１時 30 分から講演会を開催します。

■講演会「日本の湿地を守ろう」開催のご案内
日時：4 月 6 日（土）13：30 ～ 16：45
場所：「和白地域交流センター」
（愛称コミセンわじろ）：２階大会議室
講演：鹿児島大学・佐藤正典教授
講演：釧路公立大学・小林聡史教授

■ 2013 年度 JAWAN会費納入のお願い
　いつも日本湿地ネットワークにご支援ください
ましてありがとうございます。
　2013 年度会費 (1 ～ 12 月 ) の納入をよろしく
お願い申し上げます。なお、今回は全員の方に郵
便振替票を同封しております。既に納入された方
はなにとぞご容赦ください。
●個人会費：3000 円／団体会費 5000 円
●振込先郵便振替口座：00170-8-190060
●加入者名：日本湿地ネットワーク

■ 2013 年「干潟・湿地を守る日」キャンペーン
　日本湿地ネットワークは、長崎県諫早湾が閉め
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。
 「干潟・湿地を守る日」の全国キャンペーンは
日本湿地ネットワークとみなさんの大切な行事で
す。全国の湿地保全を求め、諫早干潟の復活とい
う趣旨を尊重していただき、「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。
●キャンペーンを実施の際には、「2013 年干潟・
湿地を守る日宣言」をご利用お願いします。宣言
文に各地の文言を必要に応じ追加していただけれ
ば幸いです。 編集協力：東銀座出版社

編集後記

　今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。３
月から始まる干潟・湿地を守る日キャンペーンに
ご参加ご協力ください。今年は雪降りが多いけれ
ど水ぬるむ頃、干潟や湿地にどんどんお出かけく
ださい。自民党政権は、東日本大震災の復興事業
にかこつけ、国土強靱化を打ち出しました。赤字
国債を際限なく利用した公共工事・土木工事が蔓
延するのが心配です。ガンバレ「公共事業改革市
民会議」のみなさん、応援します。次号の通信発
行は、６月中旬の見込みです。（昌＆恵）

●キャンペーン期間：３月～５月
●行事内容：自然観察会、シンポジウム、勉強会、
講習会、写真展、絵画展、コンサート、映画上演
など自由に自主的に開催してください。チラシや
広報に「干潟・湿地を守る日」に参加・協賛と付
記お願いします。未加入団体の参加も歓迎いたし
ます。
●参加イベントについては、事前に所定の様式
（HP に掲載）で JAWAN 事務局にＥ -mail でお知
らせください。ホームページでご紹介できます。
イベント終了後の報告や感想、宣言文などもお送
りください。
（連絡Ｅ -mail：jawan2 ＠ jawan.jp）

■カンパありがとうございます！
　2012 年 1 月から 2012 年 12 月までの間に、
次の方々からカンパをいただきました。どうもあ
りがとうございます。今後とも皆様の暖かいご支
援をお願い申し上げます。　
　池田愛美、荒井剛、山内美登利、鎮西清高、松
本寿光、國井秀伸、伊藤武幸、小林聡史、伊藤昌
尚、田久保晴孝、大野千矢子、加山ひさの、田原
悦子、パンダクラブ北海道、市野和夫、よこはま
川を考える会　礒ちず子、白水悦子、森徹、山内
美登利、松原京子、他に匿名希望の方 （々入金順、
敬称略）

I N F O RMAT I O N


