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貴重な生物の宝庫である男里川河口
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自然干潟と人工干潟で形作る
大阪湾の干潟の生物多様性
和田太一

NPO 法人南港ウェットランドグループ

瀬戸内海の東端に位置する大阪湾は、古くか
ら干拓や埋め立てが進み、現在では全国で最も
干潟が少ない海域とも言われています。埋立地
ばかりの大阪湾には干潟などもう残っていない
と思われている方も多いでしょう。しかし大阪
湾周辺には干潟の研究者や愛好家が多いことも

には、河口から矢倉海岸、海老江干潟、十三干

あり、干潟が最もよく調べられている海域でも

潟、柴島干潟などの小さな干潟が点在していま

あります。本稿では全国的にもあまり知られて

す。とくに淀川区十三干潟には淀川汽水域では

いないであろう現在の大阪湾の干潟を生物とと

最も広い干潟とヨシ原があります。背後に高層

もに紹介します。

ビル群が立ち並ぶ大都会のど真ん中の干潟には

1．西宮市周辺

ヤマトシジミやカワゴカイ類など汽水域を代表
する生物が数多く生息しています。大阪湾では

兵庫県西宮市の甲子園球場のすぐそばにある

淀川汽水域にしか生息していない貴重な巻貝カ

浜甲子園は、国設鳥獣保護区に指定されている

ワグチツボも多く見られます。ヨシ原にはカワ

シギ・チドリ類の飛来地として有名で、干潟に

ザンショウガイやクロベンケイガニが多く、ウ

はアサリやイソガニ類も多産し、貝掘りや子供

ラギクやシオクグなどの貴重な塩生植物群落も

たちが身近な自然と親しむ場としても利用され

見られます。そして希少なヒヌマイトトンボの

ています。浜甲子園の少し西側に位置する香櫨

生息地としても知られています。

園浜にはスナガニ類が生息する砂泥質干潟と、大阪

10 年ほど前に淀川のヤマトシジミがテレビ

湾では他に見られないカキ礁があり、カキの隙

報道されて有名になり、その後は干潮時に狭い

間にはウネナシトマヤガイが多産しています。

干潟にシジミ採りの人間が絶えず立ち入る状態

2．淀川汽水域
大阪湾に流入する最も大きな河川である淀川

市民の憩いの場でもある浜甲子園の干潟
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が続いていて、鳥たちが安心して採餌すること
ができなくなりました。そんな中で 2004 年に
福島区海老江と東淀川区柴島に実験干潟が造成

ヤマトシジミがたくさんいる十三干潟

ほか、ハクセンシオマネキの湾内最大の個体群
が存在し、ヘナタリ、シオマネキ、ウモレベン
ケイガニ、トビハゼなど湾内ではほぼここでし
か見られない希少種も生息しています。同市田
山川河口は河口部に昔ながらの貴重な自然の土
手が残っていて、ハマガニが多く生息していま
す。岬町落合川河口は小規模ですが非常に良好
な干潟環境が保存されており、とくにホソウミ
ニナ・ウミニナが多く生息している場所はここ
南港野鳥園展望塔から見た北池干潟

だけです。
また、最近になって淡路島南東部にある由良
湾と成ヶ島で貝類を中心とした市民調査が行わ

され、現在はシギ・チドリ類やカモ類など多く

れ、潮下帯の種も含めて 455 種もの多様な貝類

の野鳥が観察されています。海老江ではハクセ

相が報告されています。その中にはハイガイや

ンシオマネキも定着してきています。

イセシラガイの生貝など驚くべき種類も含まれ

3．南港野鳥園
南港埋立地に造成された 12.8 ha の人工干潟

ています。

5．大阪湾全体で見る生物多様性とその保全

ですが、開園から 20 年以上が経ち、様々な保

現在の大阪湾には小さな干潟が点々としか

全活動が行われてきたこともあって、多種多様

残っていませんが、様々な生物の視点から見る

な野鳥や底生生物が生息できる環境が整ってき

と、どの干潟もちゃんとそれぞれ固有の生物相

ました。干潟の表層部にトンガリドロクダムシ

を持っていることがわかります。そして湾内の

などのヨコエビ類が豊富に生息していて、それ

すべての干潟の生物相を併せれば他の海域にも

を好む小型シギ・チドリ類は全国でも有数の数

劣らないぐらいの生物多様性があると言えるで

が飛来しています。普段は野鳥保護のために干

しょう。生物多様性の保全とは、主な干潟さえ

潟への立ち入りが禁止されていることもあり、

守ればよいのではなく、個々の小さな干潟をしっ

底質の撹乱に弱く全国的にも貴重なオオノガイ

かり守っていかなければならないのです。

が多く生息しています。

4．大阪湾南東部

干潟面積が極端に少ない大阪湾では、人間の
オーバーユースによって干潟の生物たちの生息
が脅かされている場所もあります。しかし逆に

泉大津市から岬町にかけて、大津川河口、近

人工干潟が特有の底質や人の立ち入り制限など

木川河口、樫井川河口、男里川河口（表紙写真

の要因から生物たちの貴重な生息地となってい

参照）
、落合川河口などに小規模の自然干潟が

る例もあります。残された自然干潟のこれ以上

あり、シギ・チドリ類の飛来地となっています。

の消失や環境悪化を防ぎながら、南港野鳥園や

貝塚市近木川河口には塩生植物イセウキヤガラ

淀川の実験干潟の事例のように人工干潟での生

の大阪湾で唯一の群生地があります。干潟には

物相の回復・補助をしていくことが大阪湾全体

ハクセンシオマネキが多数生息し、隣接する二

の生物多様性の保全につながっていくことでしょ

色浜ではウモレマメガニなどの貴重なカニ類の

う。 最近ではウミニナやフトヘナタリ、ハク

生息も確認されています。泉佐野市のりんくう

センシオマネキなど全国でも減少している干潟

公園内海は人工干潟ですが、他では見られない

の生物が、逆に大阪湾では個体数が増加し、分

ような非常に柔らかい砂地であり、大阪湾では

布も拡大傾向にあるという嬉しい話題もありま

とても数の少ないコメツキガニが群棲している

す。自然干潟と人工干潟とで形作られた大阪湾

貴重な場所になっています。阪南市男里川河口

の干潟の生物多様性が今後どうなっていくのか

はズグロカモメの定期的な飛来地になっている

をこれからも見守り続けたいと思います。
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韓日の湿地保全とラムサール COP10
小林聡史
1．アフリカから再びアジアへ

釧路公立大学教授

境大臣が、初めての締約国会議運営となった第
4 代ラムサール条約事務局長と握手をする。会

韓国昌原市で開催されるラムサール条約

場からは大きな拍手が。新しい戦略計画が採択

COP 10 を考える時、アジアで 2 回目というこ

されそれにふさわしい予算案が可決する。会議

ともあり、釧路会議（COP5）との関係で語ら

参加者はこれまでで最大となり、韓国政府は新

れることが多いかも知れない。

しく国内の湿地の調査を進めることを宣言す

釧路会議の担当者としては光栄だが、忘れて

る。日本政府は新たに 3 カ所の条約湿地を指定

ならないのは COP 9 とのつながりだ。ウガンダ

し、次期会議までに 7 カ所指定することを目標

で開催された COP 9 には、日韓合わせて 100 名

とする。会議場通路では多くの展示がされてお

近い参加者が政府、企業、NGO 等から出かけ

り、日本国内 20 カ所近い自然再生事業の掲示

ていった。残念ながらそれでも日本国内でアフ

や多くの取り組み、もちろん展示ブースの中に

リカ地域における湿地破壊の状況はあまり伝

はセマングム、諫早の展示もある。日本からは

わってこない。その一方で、COP10 参加者に

報道陣も訪れそれなりの記事も掲載された。し

日本や韓国の湿地がおかれている状況を理解し

かし、会議前に韓国で配布されていたパンフに

てほしいと言うだけでは片手落ち。決議 14 に

いみじくも書かれていたように、COP 10 は『環

あったように貧困対策としてアフリカの人々が

境オリンピック』となってしまわないか。大事

湿地保全とワイズユースに取り組むお手伝いが

な問いかけはつねに同じはずだ。我々は湿地を

出来ないものだろうか。例えばアフリカからの

保全するために何をしたのか。何をするべきな

NGO が COP 10 に参加できるよう情報提供に協

のか。

力したり、支援の道も考えられるのではないだ
ろうか。アジア以上にアフリカでは困難なこと

2．湿地保全に関わる NGO の役割

が多い。東アフリカだけではなく、アフリカ全

せっかくのチャンスに何とか現状を訴えたい

体でも治安維持の優等生だったケニアにおいて

という気持ちは多くの NGO 関係者がもってい

も、2007 年末の大統領選以来混乱が続き、多

るだろう。しかし、どう訴えるのが効果的かも

くの罪なき人々が殺され、住む家を追われ逃げ

考えなくてはならない。

まどっている。COP9 の頃、ウガンダの少年兵

1992 年、釧路会議の開催の 8 カ月前、 大津

が現状を訴えるワークショップが首都圏でも行

（後半は釧路で）で第 1 回目のアジア湿地シン

われていた。
（JAWAN 通信 84 号の記事参照）

ポジウムが開催された。中国、インド、マレー
シア、ベトナム、各国からの政府関係者や研究

締約国会議は基本的に政府間の会議だ。次の

者が来ている中で、環境庁（当時）野生生物課

3 年間の優先事項、6 年分の戦略計画、それら

長の発言後、日本 NGO が各地の現状を訴え始

に見合う予算が話し合われる。主催国政府が十

めた。10 カ所近い湿地の話をされてもアジア

分な場所を提供し、会議運営のための予算や人

の人々には覚えきれないし、何が危急なのか理

員が確保されれば、会議自体はどこでやっても

解が難しい。会議の前に国内でできる議論はす

何とかなる。

ませて、論点を整理しなければならない。それ

昌原会議（COP 10）の閉会式を想像してみ
よう。8 日間にわたり議長をやってきた韓国環
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が明らかになっただけでもシンポを開催した意
義はあった。

1 月にタイで開催されたラムサール条約アジア地域会合にて。
韓国 NGO と条約の新事務局長アナダ・ティエガ氏やイラン政
府代表。（柏木実氏提供）

釜山国際空港のCOP10掲示（2006年からこういっ
た準備が行われてきた）。

日本の NGO は結集し、議論をし、COP5 で訴

大の干潟、諫早湾。その 10 倍の面積で、世界

えるべき話を干潟に絞り、具体例を4カ所に絞っ

最大の干潟干拓セマングム。どのような国家要

た。その経験を韓国 NGO に伝えることが必要

請があり、環境への影響はどう判断されていた

だ。2007 年 10 月に開催された第 1 回日韓 NGO

のか。政府であれ NGO であれ、それぞれの意

フォーラムでは、韓国内の NGO ネットワーク

見を英語で端的に報告できるのが望ましい。議

の脆弱さ、論点が整理されていないことがわ

論がかみ合わないということであれば、国際

かった。改めてネットワークも作られたが、残

NGO の協力を得るべく努力して、国際調査委

り 10 カ月での戦略が必要だ。

員会を設けて、COP 11 に第三者からの報告を

さて、韓国側がうまくいったとして日本では？
現役の条約事務局長が懸念を持ち、日本政府
に情報提供を求めた湿地が 2 カ所ある。

してもらえるよう訴えるのがベストだろう。

3.

国際協力と友情に

諫早湾と泡瀬干潟だ。97 年 8 月の新聞記事に

アジアには湿地に関する国際協力がいくつか

よれば、当時の環境庁と農水省がそれぞれ条約

ある。条約の中できちんと位置づけられた正式

事務局に返答している、
「
（諫早湾干拓は）渡り

な枠組みとしても代表的なものにフライウェイ

鳥には影響しない」
。国際条約事務局の日本関

ネットワークがある。ガンカモ、シギチドリ、

係の記録の中で、諫早に関する記録の最後がこ

ツルとそれぞれ関係者たちも頑張っている。個

れでいいのだろうか。一方、泡瀬干潟に関して

別にもインドとバングラデシュにまたがる広大

は知られている限り、日本政府は返事もしてい

な湿地（世界遺産でもある）
、メコン川流域、

ないのではないか。

インドネシアとパプアニューギニアとオースト

同様に、COP 9 の決議 15 では、セマングム

ラリア、最近ではヒマラヤ関連の協力、黄海周

の問題が言及されていた。政府や NGO がこの

辺（WWF）がある。心配なのは北朝鮮と韓国

一文を無視するのか、きちんと議論していくの

の間の協力が COP10 で言及、展開されるかど

か、日本の NGO としても注目していかなけれ

うかだ。もちろん日本や中国も巻き込んだ協力

ばならない。

の可能性もある。北京オリンピックの 2 カ月後

諫早、泡瀬、セマングム、これらの問題を
COP に持ち込み、一から議論をしようとする

の、ラムサール COP 10。韓国の課題だけで盛
り上がっても十分ではないだろう。

のは困難だ。ましてや政府と NGO 間で非難し
あっても通訳者が困るだけだ。他の国々はおい

立場の異なる意見であっても、相手を尊重し

ていかれてしまう。どんなに遅くても議論は

つつ議論するのが国際社会の礼儀だ。誤解を招

COP 前の NGO 会議で済ませておき、本会議で

かないよう話すのは技術がいるし、ましてや日

総合的な報告をすることが望ましい。日本で最

本語や韓国語からの翻訳には困難が伴う。また、
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国際会議には国際会議の、ラムサール条約には

いる人々をともに湿地生態系は支えてきた。そ

ラムサールのやり方もある。これらを踏まえて

れらをまとめて守ろうとしてきたはずだ。であ

意見を出していくことは技術も必要だが、それ

れば、そのために長年努力してきた韓国の湿地

以上に勇気と決断も必要だ。すったもんだもあ

関係者に心から感謝したい。これまでの努力に

るのかも知れないが、我々がなぜ湿地保全を考

JAWAN から感謝状でも出したい気持ちだし、

えるのか、もう一度原点に返って考えてほしい。

困難にあるときこそ何よりも日本からの友情を

湿地にすむ生き物たち、それを生活の糧として

その方たちに伝えてあげたい。

ラムサール条約湿地の登録要件から
辻
常々感じていることだが、ラムサール条約の
理念が、社会にどこまで通じているかという不
安が、やはりそうだったのだと、厳しい現実と
して突きつけられることがある。

淳夫

日本湿地ネットワーク共同代表

誤解その１、
「ラムサール条約は水鳥を守る
国際条約である」
誤解その２、
「条約湿地として登録した湿地
以外の湿地は保全しなくても良い」

最近、「六条潟埋め立てを回避、検討委人工

近くには藤前干潟に劣らぬ渡り鳥渡来地、汐

島造成を提言」と、
“良かった”と思わせる見

川干潟があるが、六条潟はそれほど鳥が多いわ

出しと論調の新聞記事が出た。地元紙には「六

けではない。また今のところ条約湿地として登

条潟守られる」という表現さえあった。

録されてはいないので、先の記事を書いた記者

中身は、やはり拡張埋め立て分 40 ha と人工

も、見出しをつけたデスクも、「よくある誤解」

島造成 160 ha を進めることが決まったというの

をされていたとしたら、むりもない。現実の三

に。アサリの幼生が浮遊する経路を「調査」し

河湾の状況や、埋め立てに反対をしてきている

た結果、人工島が邪魔をせず、影響はないこと

漁民や市民の声を聴くなど、必要な取材をして

が分かったからというのである。

いない点で、公器としての新聞の責任は問われ

70 年代までの浚渫埋め立てで、それまで日

るとしても。

本一ゆたかな海といわれた三河湾が、いまは春
から夏にかけての赤潮、赤潮プランクトンが死

もちろん［誤解］は誤解であって、ラムサー

んで酸素を消費して、夏場の底層部が貧酸素水

ル条約は湿地生態系の保全とその特質を活かし

塊となり、秋口の大風で引き出されて苦潮（東

た利用（ワイズ・ユース）をめざし、それは登

京湾では青潮と呼ぶ）となってアサリや魚介類

録湿地に限らないと、全部で 12 条しかない条

が大量死するような海に、あらたな埋め立てが

約の 4 条にはっきり書いてある。湿地の定義か

どんなダメージを与えるか、考えてもいないよ

ら、ここでは最大干潮からマイナス 6 m の浅海

うだ。豊川の源流部には、巨大な設楽ダム計画

域とそれで囲まれる内湾の保全とワイズ・ユー

があって、三河湾の息の根を絶とうともしている。

スが図られるべきなのだが、環境省がどう理解
されているか、一抹の不安がないわけではない。

ラムサール事務局で活躍されていた小林聡史
さんは、その経験から「良くある誤解」から入っ

汐川干潟も六条潟も、国際的に重要な湿地の

て、分かりやすく条約理念ポイントを説明され

基準を満たすとして、ラムサール条約湿地を増

る。いわく

やす市民の会の 18 カ所の候補地として登録促
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進を要望してあるが、環境省は、条約湿地への

この国の登録要件と、そこに現れている基本

登録要件として、いつも次の3点を挙げられる。

的な考え方を変えない限り、希望ある未来への

1．国 際的に重要な湿地であること（9 つの

転換はありえないのではないか、そんな思いが

基準のいずれかを満たす）

三河湾での絶望感の中から生まれている。

2．自然公園法、鳥獣保護法などの国の法律
で保全の担保があること
3．地元住民などから登録への賛意が得られ
ること
結局、地域自治体の意向次第、開発計画があ
ればまず無理というのが実情だった。

韓国会議を前に、日韓双方で湿地 NGO の大
同団結を図る動きが現実化してきた。
この機会にこそ、ラムサール条約発足、つま
り日本の環境行政が始まって以来の、あるいは、
第 3 次生物多様性国家戦略の「100 年計画」と

昨年 11 月に閣議決定した第 3 次生物多様性

して、日本の山河と海がどうなってきたのかを

国家戦略には、日本湿地ネットワークの要請

しっかりと捉えなおし、失ってきたかつてのゆ

も受けて、ラムサール条約のあらたな登録地

たかさを復活させていくために、根本的な転換

を 2011 年までに 10 カ所増やす「数値目標」が

を図っていきたい。

書き込まれ、具体的な記述が少ない生物多様性

その一番の要点は、ラムサール条約がめざす

国家戦略の中で目立つことから、ラムサール

目標と、実現手段をしっかりと捉えなおし、ラ

COP10 チャンウオン会議へ向けての国別報告

ムサール条約湿地の登録要件を緩やかに拡大し

書にも誇らしく書き込まれた。

て、
1．漁場単位、内湾、流域単位でも可能とし、

登録湿地を確実に増やしていくのは、社会の
現状を認めれば取り得る最善策かも知れない。
だが、COP 9 で増やされた登録湿地 20 カ所に
も、これまで JAWAN が長年保全の努力をし

2．対象域の持続的な総合管理をしていく意
思を表明した、
3．協議会などの協働管理体制があること
を付加することを提案したい。

てきた重要湿地の多くが入らず、無駄で自然破
壊の、理不尽な開発も続いたままだ。
諫早、泡瀬、和白、吉野川、三番瀬、渡良瀬

あわせて、陸と海で分断されてきた行政や学
会などを水系のつながりでつなぎなおす発想で、

……なによりも、諫早を止められず、その影響

社会の大転換を可能にするものとして、日本湿

は及ばないとしたアセスメントの予測を超えて、

地学会の発足を歓迎し、期待している。

有明海全体に大異変をもたらしたのに、過ちを
正す機会を逸し、見殺しにしてきた。こうした
日本社会の、
「道理」を直視せず「偽」をはび
こらせてきた根本的体質は、諫早をモデルにそ
の十倍規模の海を締め切った、韓国のセマング
ムにもつながって災いを広げている。
有明海、東京湾、瀬戸内海、伊勢三河湾の豊
かな内湾の、日本人の生存基盤を支えてきた漁
業は漁獲量でも漁師人口からも、数分の 1 以下
に激減していて、将来への希望が見えない。
ラムサール条約こそ、いのちのつながりとは
たらきがあって成り立っている湿地生態系の価
値と重要性を最も良く理解し、その環のなかで
活かされている人類の持続的に生存可能な道を
指し示す唯一の国際条約だ。

JAWAN イベント情報
ラムサール COP10 に向けてのワークショップ

ラムサール条約を知ろう !
韓国 COP10 へ行こう !!
JAWAN では、ラムサール条約について実践的に学
びたい方、今秋、韓国・チャンウォンで開かれる
COP10 への参加を考えている方のための公開ワー
クショップを開催します。日本や東アジアの湿地保
護のために、ラムサール条約や COP10 開催の機会
をどのように活かすべきか検討します。
●日 時：6 月 1 日（日）10:00 ～ 15:00（予定）
●場 所：和洋女子大学（千葉県市川市）
●参加費：500 円（資料代）※要事前申し込み
●申し込み・問い合わせ：TEL.048-845-7177（伊藤）
E メール ito-itoh ＠ s2.dion.ne.jp
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ラムサール条約から学んだこと

〜 NGO は、プラス志向の「事業体」であれ〜
村上

悟

琵琶湖ラムサール研究会代表

知られていません。

●条約が“ワイズユース”されていない！

すなわち、条約自体が“ワイズユース”され

私は講演に招かれると、冒頭で「ラムサール
条約〇×クイズ」をします。
Q1．ラ ムサール条約の目的は、水鳥を守るこ
とである。〇 or ×
Q2．条 約に登録された湿地には利用や開発の

ていないのです。

●私たちの役割は条約文書への
バリアフリー整備
条約がワイズユースされていない要因は、琵
琶湖の CEPA 関係者が条約文書 3） に触れる機

規制がかかる。〇 or ×
Q3．ラ ムサール条約で保全されるのは登録さ
れた湿地のみである。〇 or ×

会がないからだと私たちは考えました。そこで
私たちは 2001 年、当時は印刷物として役所や

条約を正しく理解されている方にはいずれも
簡単な質問ですね。

関係施設に配られていただけの締約国会議の会
議録の和訳を、インターネットで閲覧できるよ

正解は、すべて、×です 1）。

うにしました。しかも、条約事務局のページと

しかし、どの会場でも全問正解者はいつも

同じレイアウトにして、英文、仏文、西文と比

少数派です。琵琶湖の CEPA2）に関わっている

較対照できるようにしたのです（図 1、図 2）
。

NGO、行政関係者、教育関係者でも同様です。

さらに私たちは、条約を理解する入り口とし

琵琶湖の CEPA 関係者の多くは、ラムサール

て、過去の名講演を収集・公開しました（ホー

条約が「ワイズユース」の条約であることをご

ムページの第 1 部参照）
。また、琵琶湖が抱え

存知です。ところが、締約国会議、湿地保全計

る個々の課題に関係の深い文書の紹介（同第 2

画、CEPA プログラムなどのラムサール条約が

部、第 3 部参照）やキーワード集などを作成し、

提供している基本的なアイディアや仕組みは、

多様な関心に応じた条約文書へのアクセス窓口

登録から 15 年目を迎える琵琶湖でもほとんど

を整えてきました。

図1

ラムサール研究会のホームページ…
「ラムサール条約を活用しよう」

−8−

図2

 約事務局のホームページ（右）と同じレイアウトで…
条
条約文書の和訳が閲覧できる（左）

その結果、2008 年 2 月現在のホームページの
累積アクセス数は 4 万 3 千件を数え、ラムサー
ル条約に関するリファレンス（参照）ページと
して琵琶湖のみならず全国の方々に広く利用し
ていただいています。
ホームページ「ラムサール条約を活用しよう」…
（琵琶湖水鳥・湿地センターの HP 内）…
http://www.biwa.ne.jp/~nio/ramsar/projovw.html

●条約からの学び 1：
「イベント」を脱して「事業」を作れ
私たちの活動がスタートした 2001 年、時を
同じくして琵琶湖で大々的な国際会議が開催さ

図3

 ムサール条約の基本構造は「湿地目録」「締約
ラ
国会議」「各湿地での取り組み」の三角関係

れました。第 9 回世界湖沼会議です。1984 年に
琵琶湖で第 1 回が開かれて以来の「里帰り会議」
として、県下挙げてのキャンペーンが繰り広げ
られ、会議の成果は“琵琶湖宣言 2001”とし

●条約からの学び 2：
プラス志向が人をつなぐ

て採択されました。しかしその宣言はその後、

1997 年に京都で開催された第 3 回気候変動枠

琵琶湖や世界の湖沼保全にどれだけの役割を果

組み条約（通称：地球温暖化防止会議）の際、

たしたのでしょうか。

私は学生として条約の CEPA 活動に関わりま

一方、ラムサール条約は 2 回の会議を経なが
ら着実に登録湿地の拡大、決議・勧告の拡充、
締約国や各湿地での取り組みの充実を果たして
きました。
この両者の差は「会議」の性格の違いに象徴
的です。

した。そこで私は、政治的な駆け引きに明け暮
れる会議の姿に落胆しました。
その悪印象を抱いたまま参加した 2002 年の
バレンシアでのラムサール条約締約国会議は、
和やかさとオープンさに溢れており、私は大き
な衝撃を受けました。両条約の会議の実態にこ

世界湖沼会議は各回の会議が自己完結してい

れほどの差が生じるのは、両条約の基本的なス

る「イベント」的なものでした。そのために会

タンスの違いが原因だと私は思います。気候変

議の成果が各地での活動や次回の会議にあまり

動枠組み条約は、「CO2 〇〇％削減」を合言葉

生かされていないようです。一方でラムサール

に、人々の活動を抑制することで環境保全を成

条約の会議は、
「湿地目録の改訂」と「各湿地

し遂げようとしています。このマイナス志向は、

での取り組み」との三者連携による仕組みの中

人々から主体性を奪い、対立構造を生み出します。

で明確な役割を担っている「事業」的なもので

一方、ラムサール条約は、
「登録湿地を増や

す（図 3）
。その事業性ゆえに、会議の成果が

そう」
「各地の取り組みに学び合おう」と、人々

社会に還元されるのです。

の活動を推奨することで環境保全を成し遂げよ

これは NGO の活動にもあてはまる原則では

うとしています。このプラス志向が、人々から

ないでしょうか。人目を引くイベントやキャン

主体性や創造性を引き出し、協調体制を生み出

ペーンには一定の効果もありますが、地味でも

していると思います。

小さくても日常的に機能している「事業」にこ

私たち NGO はときに、利害関係者の活動の

そ社会を変えていく力があることを、ラムサー

規制・制限に取り組まざるを得ないこともあり

ル条約は教えてくれます。また、事業はそれ単

ます。しかしその一方で、利害関係者が湿地の

独で存続するものではなく、他の事業と連携し

保全に意欲的に取り組める仕掛け・仕組みを地

た「仕組み」の中で機能するものであることも

道に作ることの重要性を、ラムサール条約は教

ラムサール条約から学べることです。

えてくれています。
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●韓国 COP の 2008 年、
NGO が社会により根づくために
韓国で COP10 が開催される 2008 年。国内で

関する決議の解説文を、です。
「足跡ノートと
勉強ノートを公開する」という程度の気持ちで
取り組んでいただければ、きっとさまざまな再
発見があると思います。
2008 年、 条 約 CEPA の 取 り 組 み を 通 じ て、

もさまざまな催しや新たな組織作りの準備が始
まっています。この一年を打ち上げ花火のお祭

さまざまな方々との新たな出会いや連携が生ま

り騒ぎで終わらせず、次の時代につながる成果

れることを楽しみにしています。どうぞよろし

を残していくためには、今一度、一つ一つの

くお願いいたします。

NGO が自らの強みと弱みを冷静に見定め、他
の NGO のみならず行政や民間との連携を図っ
ていくことが大切だと思います。
そのための一案として、各 NGO のみなさん
から私たち琵琶湖ラムサール研究会のホーム
ページに得意分野に関する「解説文」をお寄せ
いただくのはいかがでしょうか。JAWAN であ
れば、干潟に関する決議の解説文や泥炭湿地に

1）A1：条約の主目的は「湿地の保全」／ A2：ラムサー
ル条約は強制力をもたない／ A3：条約は締約国に
対して国内領域内すべての湿地の保全促進を求めて
いる。
2）CEPA ＝ Communication, Education and Public
Awareness（対話、教育、普及啓発）
3）条約条文のほか、締約国会議で採択される決議文や
勧告文を総じて、ここでは「ラムサール条約文書」
と称しています。

INFORMATION

「ラムサール条約入門」（ラムサール条約マニュアル第 4 版）を出版しました
☆この本は湿地のワイズユースへと誘導します。
伊藤よしの（JAWAN 出版チーム）



「条約を知っている人って日本にどれくらいいます

よる、東京湾とも博多湾とも見える浮世絵風の絵は、
持続可能な暮らしぶりの再構築を訴える私たちの取り
組みにもぴったりです。

かね？」「ま、数百人というところでしょうか」（笑）。
今回も本作りに積極的に関わっていただいた琵琶湖ラ

☆本書収録「ラムサール条約に助けられて」より
小林聡史（釧路公立大学教授・前ラムサール条約

ムサール研究会の宮林さんとの一昨年の会話です（釧

事務局アジア担当官）

路市民を計算に入れ忘れましたが）。そのとき、この
本の翻訳出版が決まったようなものです。
マニュアル翻訳部分とは別に、小林聡史さん、環境

『……一番新しい決議集を手にしても、その中の決議
では過去の決議を断片的に引用して話を進めるので、

省野生生物課（尼子さん、前担当者守分さん）、辻淳

全体像が理解しにくい。その点マニュアルは使い勝手

夫さんの寄稿による「ラムサール条約日本の取り組み」

がいい。

と、さまざまなタイプの日本の湿地のカラー写真ペー

今回ようやくマニュアルの日本語版が、宮林さんと

ジを加えました。また、習志野市による姉妹都市交流

堀さんの協力の下、NGO の手により、初めて陽の目

の写真提供ほか、たくさんの方々に協力していただき

を見ることになった。お二人に感謝するとともに、こ

ました。

の成果が国内で広く活用されることを祈りたい。さあ

この本のもう一つの目玉が表紙です。湿地の豊かさ

付箋を片手に、ラムサー

や美しさをたたえる絵は多いですが、JAWANの干潟・

ル条約の世界を旅してみ

湿地を守る日のデザインなどで知られる松本悟さんに

てはいかがでしょう。』

●お申し込み方法
本書をご希望の方は、郵便振替用紙の通信欄に、「ラムサール条約入門○冊希望」
と明記の上、送り先のご住所、お名前、電話番号を記入して、下記の郵便振替口座
まで代金をお送りください。送金手数料はご負担ください。
●価格：1 冊 1600 円（送料込み）
●郵便振替口座：00170-8-190060

加入者名：日本湿地ネットワーク

●本書に関するお問い合わせ：E メール book2008@jawan.jp
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諫早湾干拓公金差し止め訴訟で不当な原告敗訴判決
1 月 28 日、諫早湾干拓農地のリース事業に関する公金支
出差し止め訴訟に対する長崎地裁の判決は、残念ながら原
告敗訴となった。不当な判決を受けて、よみがえれ！有明
訴訟弁護団は、同日次の声明を公表した。判決の不当性を
厳しく糾弾するとともに、一日も早く、国は潮受堤防排水
門を開放し、諫早湾の再生への途を拓くべきであると強く
求めていきたい。
堀
－声明－

良一（よみがえれ！有明訴訟弁護団事務局長）

判決当日の集会で報告する堀良一弁護士

諫早湾干拓農地リース事業に関する公金支出差止住民訴訟判決について
2008 年 1 月 28 日
よみがえれ！有明訴訟弁護団

本日，長崎地方裁判所は，財団法人長崎県農業振興公社が諫早湾干拓農地の一括配分を受け，これを
農業者にリースする干拓農地リース事業に対し，被告長崎県は公金を支出してはならないとして，原告
ら長崎県民が提起した公金支出差し止め住民訴訟において，原告ら長崎県民の訴えを不当にもしりぞけ
る判決を言い渡した。
そもそも諫早湾干拓事業は，計画当初から，農地造成目的そのものに合理性のないことが厳しく指摘
されていた。問題となった干拓農地リース事業は，工事が完了したものの，営農をする農業者が集まら
ないことによって，その指摘の正しさが裏付けられることをおそれた農水省と長崎県が，なんとか強引
に農業者を集ようとして考え出した苦肉の策であった。このような策を弄さなければ，農業者を集めら
れない農地造成目的の諫早湾干拓事業には，合理性も公共性もない。
被告長崎県による今回の公金支出の本質をみることのできない本日の判決には，なんらの説得力もな
いといわなければならない。
しかしながら，この不当判決においても，本件公金支出は，
「実施要綱の要求を満たすような使用処
分計画を作成できるのかという疑問が生じる。」とし，営農成立が確実に見込まれるか否かについて，
「被
告の主張は自己に有利な事情を誇張し，自己に不利な事情を軽視しているといわざるを得ず，経営収支
総括表のとおり，営農が成立することが確実に見込まれるといえるかには相応の疑問が残るといわざる
を得ない。「これまでの干拓農地の実績やこれに対する行政監察の結果等に鑑みれば，本件干拓農地に
おける営農が被告および国の現在の想定どおりに実現するとの見込みを信用することができない。
」と
指摘せざるをえなかった。
この公共性なき干拓事業によってもたらされた有明海異変という深刻な環境破壊によって，有明海の
漁民は不漁に苦しみ，自殺者や廃業者が後を絶たない深刻な状況に追い込まれている。
有明海異変の主要な原因は，諫早湾を締め切る潮受堤防である。その排水門を開放して，少しでも被
害を軽減し，国がサボタージュしている中長期開門調査に途を拓くことは，被害者漁民のささやか，か
つ，切実な要求である。
すでに，仮に本件干拓農地全域において営農が行われるとしても，調整池に変わる農業用水の代替水
源が他に存在し，また国が強調する防災効果も，開門方法の工夫によって潮受堤防排水門の開放とは矛
盾しないことすら，明らかになっている。逆に，アオコの大量発生や，いつまでも保全目標を達しえな
い水質のため，調整池は，農業用水として適さないばかりか，今後とも莫大な公金浪費の対象とならざ
るをえない。開門を否定する根拠は，いまや，どこにもない。
本日の判決の不当性を厳しく糾弾するとともに，国は一日も早く，潮受堤防排水門を開放すべきであ
ると，改めて強く訴えるものである。
以上
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JAWAN と IUCN と生物多様性条約
道家哲平
JAWAN（日本湿地ネットワーク）の会員の

IUCN 日本委員会事務局（日本自然保護協会）

る唯一の組織でもあるのです。

皆さんのなかで、JAWAN が IUCN の会員団体

IUCN は、 現 在、84 の 国、108 の 省 庁、857

であることをご存知の方はどれだけおられるで

の NGO が加盟しており、予算規模 80 億円超、

しょうか？

スタッフは世界各国に約 1100 名を抱えるとい

IUCN は 1948 年に設立された国際団体です。

う想像もつかないような大きさの組織です。

正式 名 称 は 国 際 自然保護連合（International
Union for Conservation of Nature and Natural
Resources）です。
日本では、世界の絶滅危惧種のリスト（レッ
ドリスト）を作っている団体、あるいは、世界

あらためまして、JAWAN はそんな IUCN の
会員団体の一つです。では、IUCN の会員であ
るということは、その利点も含めてどういう意
味があるのでしょうか。

自然遺産の審査をする団体としてその名前を聞

一つの答えは、地球規模の生物多様性保全を

くことが多いように思います。しかし、それ

進める一員になるということでしょう。IUCN

以上に世界的な自然保護を進めていく上で多

にとって会員は、会費という形で IUCN を財政

様な役割を演じているのですが、そのことは、

的にも応援してくれる存在ですし、世界中の

IUCN の会員団体であっても十分には知られて

様々な組織に支えられて活動している IUCN に

いません。もちろん、IUCN と湿地保全の関わ

とっては「JAWAN のような日本の湿地のスペ

りもとても深く、それこそ、ラムサール条約の

シャリストが仲間である」ということは大きな

事務局が、スイス・グラン市にある IUCN 事務

強みなのです。

局本部の建物の中にあることがそれを象徴的に
物語っています。
その活動を大きく分けていうと、レッドリス
トのように「世界中の専門家や NGO の情報を
集め分析することで、新たな知識（グローバル

では、逆に私達にとって IUCN は何なのか。
誤解を恐れずにいえば、「使ってなんぼ」とい
う存在のようです。逆にいうと、使いこなせる
と非常に便利な存在ともいえます。
些細なことですが、自然保護の国際会議で

スタンダードやグローバルトレンド）を生み出

「IUCN の日本のメンバーです」というだけで、

す」という活動があります。世界の保護地域（鳥

ちょっとした仲間意識を抱いてくれるようです。

獣保護区や自然公園）などのデータベースの作

周りに誰も知り合いがいないという状況にあっ

成も行っています。

ては、これは大変心強いのです。

それから、世界遺産条約やラムサール条約を

また、IUCN は、科学面と政策面の双方と

はじめとする国際条約に科学的情報の提供を

ネットワークがあり、それを利用することも

しています。ラムサール条約、ワシントン条

で き ま す。IUCN-J は、2007 年 に、IUCN の 後

約、世界遺産条約、生物多様性条約といった自

押しを得つつ、生物多様性条約のアーメッド・

然保護にとって重要な条約は条約文の起草の段

ジョグラフ事務局長を日本に呼び、その知見や

階から関わっています。このような科学的知見

影響力を使って、生物多様性国家戦略に自分た

の蓄積や国際条約等への貢献、世界中に広がる

ちの意見を訴え、大きく反映されました。

IUCN 会員とのネットワークを生かして市民社

より世界的なレベルでは、私たちの活動を

会の声を反映していることなどが評価され、
「国

「IUCN の声として」世界全体に訴えるという

連総会」で生物多様性の保全を専門に発言でき

こともできます。4 年に 1 度開催する IUCN 世
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世界自然保護会議

CBD

第３回世界自然保護会議の様子。バルセロナの会議には、自
然保護関係者をはじめ 8000 人の参加が予想されている

GM ツリーの規制を求めている NGO の様子。世界では、遺伝
子組み替え技術を利用したポプラやユーカリといったパルプ
用植樹（GM ツリー）が進んで問題を起こしている。

界自然保護会議では、会員の要請に応じて、

と同時に生まれた条約です。2 年に一度 COP を

IUCN の名で勧告がだされます。愛知万博で問

開催しており、2010 年に開催予定の第 10 回の

題となった海上の森の保全や、沖縄のジュゴン

COP を現在日本政府が名古屋市を開催候補都

などの希少種の保護など、IUCN を動かし、そ

市として誘致しているのです。

の声を使って政府を動かすということを日本の

CBD は別名「地球の生命の条約 Convention

加盟団体はしてきました。ちなみに、今度の世

for life on Earth」と呼ばれるほど、非常に幅

界自然保護会議は、今年 10 月にスペイン・バ

広い領域を対象とする条約で、ラムサール条約

ルセロナで開催されます。

と同じくらい重要な自然保護条約で、IUCN も

もちろん、言葉の壁もあり、一団体でそこま

深く関わっています。

でするのは大変ですが、そこで IUCN との連携

実は、CBD の COP 10 こそ、自然保護の歴史

をはかり、日本の会員団体を支援するために

に残る会議になる（かもしれない）と世界では

IUCN-J が存在するのです。IUCN-J では、ホー

言われています。というのも、COP 10 が 2010

ムページの管理やレッドリストを解説する冊子

年から先の自然保護の大目標を定める会議とな

の製作、勉強会などを開催して、IUCN を始め

るからです。CBD では、「2010 年までに生物多

最新の国際的な情報を会員間で共有しています。

様性の損失速度を顕著に抑える」という目標を
掲げており、加盟国（現在アメリカをのぞく

今回 JAWAN 通信に記事を投稿する機会をい

190 カ国が加盟。ちなみに国連加盟国は 192 カ

ただきましたので、今後の JAWAN の活動に

国）でその目標達成に向けて、様々なプロジェ

も関わる大事な情報提供を一つしたいと思いま

クトが実施されています。この 2010 年目標の

す。それは、COP10が日本に来るという話です。

見直しと新しい目標の設定が、日本の名古屋市

COP と聞いて皆さんが思いつくのが今年 10 月

で決まるかもしれないのです。

に韓国で開催されるラムサール条約の締約国会

2010 年目標だけではなく、
「陸水性物多様性」

議でしょう。それも大事ですが、今回の話題は、

「海洋沿岸生物多様性」
「保護地域」
「持続可能

生物多様性条約（以下 CBD）の方の COP10 で

な利用」「気候変動と生物多様性」「山岳生物多

す。 実 は COP は Conference of Parties（ 締 約

様性」が、COP 10 の集中討議事項となってお

国会議）の略で、ラムサール条約も CBD も、

り、世界レベルのプログラムや基準作りなどが

昨年の暮れバリで開催された気候変動枠組み条

行われるかもしれません。言うまでもなく、ほ

約も COP と呼ぶのです。

ぼすべて「湿地」が関係してきます。

CBD は、1992 年ブラジルで開催された地球
サミットで、最近話題の気候変動枠組み条約

「かもしれない」ということを連呼している
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のは、CBD というのは 190 カ国の全加盟国一
致で物事を決めていくため、なかなか物事が決

ています。
ラ ム サ ー ル 条 約 の COP 10 の 次 は、CBD の

まらないという現実があるからです。ですが、

COP10 が待っています（名古屋が COP10 開催

そんな状況だからこそ、NGO などの市民社会

地として正式に決定するのは、COP 9 が開催さ

の声がとても重視されているのです。国家同

れる 2008 年 5 月です）。JAWAN の今後の活躍

士の利害対立で議論が暗礁に乗り上げたとき、

に期待するとともに、IUCN-J のメンバーとして

NGO の発言が膠着を打開する役割を常に演じ

一緒に活動していきたいと心から願っています。

地球温暖化「不都合な真実」を考える
伊藤昌尚
1．地球温暖化の真実
元米国副大統領アル・ゴア氏の著作「不都合
な真実」を読まれたと思います。

日本湿地ネットワーク事務局長

し私たちは、手を打つことができるのです」と
述べています。そして世界各国が、
「今、行動
を起こす」ことを提言し、世界が政策転換を行
えばまだ間に合うと私たちを励ましています。

「不都合な真実」では 1970 年のキリマンジャ

私はアル・ゴア氏や志の高い科学者たちの発信

ロの氷冠とその 30 年後の姿やアルプス、パタ

した「気候システムの温暖化は疑う余地がない」、

ゴニア、ペルー、ヒマラヤの山岳氷河が溶けて

そして「今ならまだ間に合う」というメッセー

なくなっていく姿が説明されています。写真に

ジの両方を確かなものとして信頼しようと思い

よる過去と近年の対比がわかりやすく衝撃的で

ます。

した。
私は、南極半島ラーセン B 棚氷の衛星画像 4

2．共通ではあるが差異ある責任

枚に目を見張りました。海に突き出していた長

地球環境の温暖化の主たる責任は先進国にあ

さ 240 km、幅 50 km、厚さ 200m の氷の板が崩

ることは認めざるを得ません。世界の温暖化ガ

壊していく様子が示されていました。科学者た

ス排出量の大部分を先進国が排出しています。

ちがこれから 100 年は保つと予想していた棚氷

日本もその中の一員です。先進国は産業革命以

は、わずか35日間で無くなってしまったのです。

来、経済発展のために環境への配慮という倫理

同じようなことが北極海やグリーンランドの氷

条件を犠牲にしつつ現在の文明を築いたと言え

床に起きているのです。

ます。その過去の負債（累積排出量）を弱い立

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）は
2007 年公表の第 4 次報告書で「気候システムの
温暖化に疑う余地がない。20 世紀半ば以降に

場の発展途上国や貧困に苦しむ国に押しつける
わけにはいかないでしょう。
「環境と開発に関するリオ宣言」（1992 年）

観測された世界平均気温の上昇のほとんどは、

にはその第 7 原則で「各国は、地球の生態系の

人為的起源の温室効果ガスの増加が温暖化の原

健全性及び一体性を保全、保護及び回復のため

因であった可能性が高い」と断定しています。

に、地球規模のパートナーシップの精神によっ

アル・ゴア氏は「温暖化に関するもうひとつ

て協力しなければならない。地球環境の悪化に

の問題は、否認から一挙に絶望へと、その中間

対する異なった寄与という観点から、各国は共

点で足を止めることなく飛んでいってしまう人々

通ではあるが差異ある責任を負う」と述べてい

が多いことです。確かに危機はあります。しか

ます。「共通ではあるが差異ある責任」の考え
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方は環境重視の先進国と開発途上国の激しい議

界一」、「日本は既に削減努力をしてしまってい

論の結果から出てきたものと言われます。全て

るので削減余地がない」と主張しています。米

の国が納得する万能の論理ではないかも知れま

国の主張に同調することは国益と言えるかも知

せんが、過去の行いに対する責任を負うととも

れませんが、サミット議長国の存在感を示すに

に排出量の総量削減を目指す公平な基準と考え

は温室効果ガスを確実に削減し、低炭素社会へ

ます。みなさんはどのように考えられますか。

の道筋を洞爺湖サミット開催前に打ち出すこと

3．日本政府の温暖化対策
昨 年 12 月、 気 候 変 動 枠 組 み 条 約 バ リ 会 議

が不可欠です。

4．この地球をどんな地球にしたいのか

（COP 13）が開催され、ポスト京都議定書に関

私たちはこの地球をどんな地球にしたいので

するバリ・ロードマップを採択しました。日本

しょう。私たちの地球は本当に美しい星ですね。

は 7 月のアジア太平洋会議と同様に数値目標の

人類は今、岐路に立っていると思います。人類

設定に反対する米国に同調しました。米国や中

生存にふさわしい地球を次の世代に本当に手渡

国、インドなどの温暖化ガスの主要排出国に枠

せるのか心配になります。

組みの参加を求めるためという理由によります

「地球温暖化は私たちの予測をこえて進行し、

が、EU（欧州連合）や途上国からは強い反発

既に限界をこえてしまった」（ジェームス・ラ

を受けました。

ブロック）とする悲観的意見も表明されていま

鴨下環境大臣のバリ会議での発言は全く評

す。
「この 10 年に変化を起こさなければ、人類

価されなかったようです。参加した国際環境

の滅亡につながります。残された時間はあと

NGO 100 人が選ぶ「化石賞」に日本は 1 位から

10 年もない」
（ジェームズ・ハンセン）という

3 位まですべて受賞しました。1 位は「将来の

怖いような警告も発せられています。テレビや

自国の絶対的な削減目標を明らかにしない国」
、

新聞で地球温暖化の報道記事を毎日のように見

2 位は「京都議定書の精神をないがしろにする

かけ豊富な話題が提供されています。温暖化防

国」
、3 位は「途上国への技術移転を妨害して

止についての議論が活発になっていくことは迫

いる日本、米国、カナダ」の共同受賞でした。

りくる温暖化危機に向きあう第一歩になります。

しかし鴨下環境大臣は 1 月 12 日、テレビインタ

日本社会の温暖化への認識は 1 年前とは別世界

ヴュー（日本の明日）に答えて「今、行動しな

のように異なり飛躍的に高まっていると思いま

ければならない」とアル・ゴア氏と同じ意見を

す。メディアがこの緊急性と重大性に注目して

よどみなく答えています。地球温暖化への理解

いることは望ましいことです。

力は十分にあったが、日本の環境大臣としてバ

地球温暖化に対して科学的議論をする余地は

リ会議では発言ができなかったということなの

今後もあるでしょうが、日本を含め国際社会が

でしょう。

温暖化対策と適応策を決意する以外に道はない

日本政府は 2007 年 2 月、
「21 世紀環境立国戦

ことは明らかです。地球温暖化の危機に向き合

略」を策定し終え、今年7月北海道洞爺湖サミッ

い、この地球を保全するという共通の決意の下

トの議長国として地球温暖化対策にリーダー

に結束し行動しなければならないと思います。

シップを発揮すると意気込んでいます。しかし

今 年 10 月 末 に 開 催 さ れ る ラ ム サ ー ル 条 約

今年 1 月のダボス会議でも先導役を先送りして

COP10（韓国チャンウォン市）では「湿地」

しまいました。アル・ゴア氏は「これから 2 ～

の保全と持続可能な利用の重要性、そして湿地

3 年が最後の決断の時になる」とノーベル平和

の重要性と地球温暖化との視点を強調すべきで

賞の授賞式で述べていますが、日本政府はなか

す。日本湿地ネットワークはチャンウォン市の

なか踏み切れないようです。

会議場に沢山の方が参加されることをお願いし

日本国内の最大の抵抗勢力は経団連の鉄鋼業

たいと思います。ラムサール条約の今後 10 年

界や電力業界などとされます。国別の削減目標

の新たな課題が提起され、地球規模での挑戦が

導入に反対し、「日本の省エネルギー技術は世

始まるものと期待しています。
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JAWAN からのお知らせ
■ COP10 に向けた賛助金ご協力のお礼

■カンパありがとうございます！

COP 10 に向けた【第三期】特別賛助金及び賛助

2007年3月から2008年2月までの間に、以下の方々

金に 2 月 29 日までにご応募いただいた方々です。み

からカンパをいただきました。今後とも皆様の温か

なさまのご支援に厚く御礼申し上げます。（敬称略）
●特別賛助金 辻淳夫、堀良一、浅野正富（3 件）
●賛 助 金 （NPO）アサザ基金、牛久の自然を
守る会、立花一晃、嶋田久夫、山本英司、三宅
武、福田正夫、村上悟、原戸眞視、匿名（男性）、
森本義雄、武石全慈、茂見定信、田久保晴孝、馬
場浩子、高松健比古、黒田こずえ、宮澤廣幸、松
本設子、伊藤昌尚（20 件）

いご支援をお願い致します。
（順不同・敬称略）
林正人、ハーヴィ・シャピロ、板子文夫・まさ子、
藤倉眞、鈴木晃子、山本英司、三谷親子、高田直
俊、羽生洋三、平井清治、片寄俊英、伊藤よしの、
浅野正富、安部斎、宮林泰彦、森山紀美子、井上美
智子、池田愛美、鈴木マギー、島田美恵子、亀井浩
次、環瀬戸内海会議、唐津の海を守ろう会、大野千
矢子、後藤哲子、若松國光、笹木智恵子、沢田文
夫、橋口日出夫、村上宣雄、村上悟、鎮西清高、三
觜創枝子、姫野雅義、原戸眞視、富谷健三、三好俊
介、佐藤ひろみ、田原悦子、曽根干潟を守る会、竹
内壮一、ほかに匿名希望の方々。

■ 2008 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。みなさまの会費が
JAWAN の活動の推進力となります。2008 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、今月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
ださいませ。
●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

             海の健康診断報告書
山本茂雄編、伊勢・三河湾流域ネットワーク発行
「海の健康診断 in 藤前干潟」
（2007.8.12 実施）と
「プレ海の健康診断 in 六条潟」の報告書ができま
した。伊勢三河湾の酸欠によるアサリの大量斃死
など、干潟浅海域を破壊された内湾の瀕死の状況
をしっかりと見据え、かつてあった海のゆたかさ
を取り戻していくための思いと診断のアイデアが
満載の力作になっています。スーパーにある身近
な海の幸に向けられたまなざしと、五感によるわ
かりやすい評価の仕方に親しみを感じます。写真
や参考資料が豊富で、環境学習の手引きとしてお

■干潟・湿地を守る日 2008 が始まります
JAWAN 主催による湿地保護全国キャンペーン
「干潟・湿地を守る日 2008」が、4 月から 5 月にかけ
て開催されます。今年は約 40 団体が参加し、各地
で観察会やシンポジウムなどのイベントが実施され
ます。詳しい情報は JAWAN ホームページ（http://
www.jawan.jp/）にありますのでご覧ください。

すすめです。
購入ご希望の方は郵便振
替票にセット数と送付先住
所、 電 話 番 号 を 記 入 の 上、
お振り込みください。
◎頒布セット価格：
1500 円（送料サービス）
◎郵便振替口座：
00890 - 3 - 93343
加入者名：伊勢・三河湾流域ネットワーク
◎問い合せ先：藤前干潟を守る会
TEL/FAX 052-735-0106
E メール atsuo_t ＠ yk.commufa.jp

どと、人におすすめする前に、JAWAN の英語版ホーム
ページをもっと充実させなければいけませんね。（矢）
◆春一番が吹いて我が家の箱庭にクロッカスが咲きまし
◆ WWF と IUCN がノキアの支援を得て、環境問題の情

た。桜の開花の季節も近くなりました。まだ、冷たい雨

報共有サイト「コネクト・トゥ・アース」（http://www.

も春の嵐もくるでしょうが、風邪など召さぬようお気を

connect2earth.org/）を開設しました。文章や動画を携

つけてお出かけください。お近くの「干潟・湿地を守る

帯電話から投稿できます。英語に堪能な方は、日本の環

日」のイベントにご参加ください。次号通信は 7 月中旬

境情報を世界に発信してみてはいかがでしょうか……な

発行をめざしています。（昌＆恵）
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