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ラムサール条約湿地の荒尾干潟。島原半島の雲仙普賢岳が目の前に見える
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豊かな干潟を未来に残すために
～荒尾干潟のラムサール条約登録をめぐって～

安尾征三郎さんに聞く
⑬浄今轡十÷÷⑭⑭÷ｆ・÷÷⑭⑭⑭⑭⑭心⑭⑭⑭o§､⑭●⑭今⑭⑭⑭⑭d8p⑭⑭⑭÷今冬⑭②⑭⑭｡:。⑭⑭⑭⑪⑭⑭⑭⑭⑭÷ｆｂ⑬⑭･か⑭卍。

拶単一の干潟としては

国内最大

荒尾干潟は2012年７月、

熊本県内で初めてラムサ

ール条約に登録された。

荒尾干潟は有明海の中

央部東側に位置する。諫

早湾の対岸である。海岸

線から沖合に広がる干潟

は南北約9.1ｋｍ、東西の

最大幅は3.2kｍ､総面積は

l656haにおよぶ。単一の

干潟としては国内最大で

ある。

荒尾干潟は日本有数の

シギ・チドリ類の渡来地

い，'とよばれた歴史的な三池争議（三池闘

争）に三池労組青年行動隊として参加し

た｡２０歳のときである。

安尾さんが野鳥にかかわったきっかけは

こうだ。

「三井三池炭鉱は､有明海の海底深くま

で坑道が延びていた。その坑道に新鮮な空

気を送り込むため、有明海に三池島という

名の人工島がつくられていた。その吸気口

から野鳥が吸い込まれ、犠牲となってい

た。私は1993年７月から翌年５月にかけて、

吸気口から吸い込まれて地下520ｍの坑底

で生存している鳥を保護した。野鳥図鑑を

3冊買い､保護した鳥の名前を記録した｡私

が保護にあたったのは10カ月という短い期

間であったが、１６種140羽の野鳥が再び大

空に帰っていった」

「退職直前の1994年１月に日本野鳥の会

に入会した。そして、日本野鳥の会の熊本

県支部と福岡支部は会社に防護柵の設置を

要請した。最初は相手にされなかった。“野

となっている。環境省｢モニタリングサイ

ト1000｣の調査結果によれば、シギ・チド

リ類の飛来数は､2011年度冬期で全国第２

，位を誇る。国際的に絶滅の恐れがあるクロ

ツラヘラサギやズグロカモメも渡来する。

患吸気□に吸い込まれる野鳥を保護

安尾征三郎さん（75）は荒尾干潟ラムサ

ール条約登録の貢献者のひとりである。長

年にわたり、荒尾干潟の渡り鳥や干潟の様

子を見守りつづけてきた。

安尾さんは1939年５月、中国北東部（１日

満州）で生まれた｡敗戦のさい､家族9人で

命からがら日本に引き揚げた。６歳のとき

である。1955年３月、熊本県１日八代郡文政村．

の文政中学校を卒業すると同時に、三井三

池鉱業所の鉱山学校に入学した｡養成工で

ある。鉱山学校を卒業した1958年３月、三井

石炭鉱業(株）（三井鉱山の子会社）に坑内

電気工として入社した。職場は三井三池

炭鉱である。1960年、“総資本対.総労働の闘
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がりを見せはじめた。だが、国際ハブ空港

の整備について、「日本には適当でない｣と

の考え方に百八十度転換する方針が出され

た。2004年には、最終候補地に決定した玄

海東地区（福岡県）も白紙になった。九州

国際ハブ空港建設構想は失速し、2005年に

休止状態になった。そして今、荒尾干潟の

ラムサール条約湿地登録によってi頂挫とな

った。それをいちばん喜んでいるのは鳥た

ちである’

０■Ｈ曹一ﾖｮｰｰｰ
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＊荒尾の宝物

諌早湾が閉め切られた翌月の1997年５

月、日本野鳥の会の４支部（長崎県、佐賀

県､福岡・筑後、熊本県）は合同で｢有明海

水鳥調査｣をはじめた。調査の目的は､諫早

湾閉め切りによる鳥類への影響を調べるこ

とである。また、調査結果を有明海の保全

・再生策に活用することである。安尾さん

もこの調査に参加した。調査は2005年１月

までつづいた。同年６月、調査結果を｢有明

海水鳥調査報告書』としてまとめた。

安尾さんたちはこの年の11月、地元荒尾

市の前畑淳治市長（当時）を訪問し、同報

告書を届けた。環境省の｢モニタリングサ

イト１０００シギ・チドリ類調査｣における荒

尾海岸のデータも添付した。

翌月の庁内定例部課長会議で前畑市長は

こう述べたという。

「『有明海水鳥調査報告書』および『モニ

タリングサイト1000シギ。チドリ類調査」

によれば､2004年の春は荒尾海岸が日本で

2番目に多くシギ・チドリ類が渡来してい

るという。自分は60年間地元に住み、海岸

を毎朝散歩しているが、そのことを知らな

かった。こんなに恥ずかしいことはない。

荒尾海岸は荒尾の宝物である」

市長は定例の記者会見でも同じことを述

べたそうである。安尾さんは言う。

「その後のさまざまな調査結果から、荒

尾干潟はラムサール条約の登録条件を満た

していることがわかった。そこで、荒尾干

潟をラムサール条約湿地にするため、いろ

いろなとりくみをおこなった。干潟の観察

会を定期的に開いた。パードウィーク野鳥

》
】

安尾征三郎さん

烏保護なんかにコストはかけられない”と

けんもほろろだった。しかし、あきらめず

に要請しつづけた。次々と保護される野鳥

のことがマスコミでも話題になり、社会問

題となった。私は同年５月に満55歳で定年

退職した。同５月、宮崎県えびの市で開かれ

た日本野鳥の会全国大会に参加し、三池島

の野鳥保護を訴えることができた。これは

画期的なできごとであった。また大牟田市

議会や参議院環境委員会でもとりあげら

れ、一気に政治問題に発展した。同年７月、

三池島でベニアジサシの繁殖を確認した。
ベニアジサシは奄美大島が繁殖地の北限と

されていた。このときから、日本野鳥の会

熊本県支部と福岡支部は三池島調査をはじ

めた。こうしたとりくみの結果、同年９月に

立坑の吸気口から野鳥が吸い込まれないよ

う、防護柵が会社によって設置された」
とんざ

＊空港建設構想の叩頁挫をいちばん

喜んでいるのは烏たち

1990年､荒尾干潟などを埋め立てて国際

ハブ空港をつくる構想がもちあがった。
「地元の経済界などが中心となって誘致

団体を結成し、九州国際ハブ空港の建設候

補地として名乗りを上げた。荒尾干潟をす

べて埋め立てて空港をつくるというものだ

った｡福岡でも新空港建設の談論が鱗り上

ｊＡＷＡＮ通信No.'102015.2.28 ６



写真展や荒尾
モニタリン

干潟写真展な

どさまざまな

催しを利用
大授祷(佐賀県）

し、荒尾干潟
｜荒尾海岸(熊本県)｜

のすばらしさ
白川河口(熊本県）

をアピーノレし
不知火干潟(熊本県）

た。荒尾市や
氷川(熊本県）熊本県、環境

省への働きか三番瀬(千葉燗
けもつづけ藤前干潟(愛知県）

た。荒尾市議泡議干潟(沖範県）

会でもラムサ球磨川河口(熊本県）

－ﾉﾚ登録推進大阪北港南地区(大阪府）

をとりあげて九十九里浜南部(千葉県）

もらった。日与那覇湾(沖縄県）

本野鳥の会の中津海岸(東濁(大分県）
柳生博会長や 谷津干潟(千葉県）

ＷＷＦジャノミ

ンなどの協力

や支援も得た。その結果、ラムサ

モニタリングサイト1000 2011年度冬期シギ･ﾁﾄﾞﾘ類の渡来状況

個体数（Bi｢｡s）

2,0003DO04，０００5,000620007.00001,000

6,5コ

3,463

ａＯ２７

【
０

露M５

ｉ

荒尾干潟保全･擬明利活H]協議会発行『荒尾干潟』より

生を真剣に考える必要がある。また、干潟

を守るには、海に流れてくる川や、その水

を育む山や森も同時に保全していかねばな

らない。市民全体の運動として盛り上げて

いくことが重要となっている」

（聞き手・編集部）

や支援も得た。その結果、ラムサール登録

の気運が高まり、ついに2012年７月、ラムサ

ール条約第１１回締約国会議で登録が実現し

た」

傘課題

荒尾干潟もいろいろと課題をかかえてい

る。

「課題のひとつはビジターセンターの建

設である。現地にトイレがないため、観察

会などで支障をきたしている。ビジターセ

ンターの用地は確,保されているので、私た

ちはその早期建設を求めている。また､荒

尾市の担当部署が縦割りになっていること

も支障となっている。そこで､荒尾干潟の

保全や利活用を検討する横断的な庁内組織

の設置を求めている。このほかに、行政・

環境団体・観光協会・ボランティア団体な

どの情報共有（ネットワーク）や干潟案内

人の確保・育成､案内板の設置なども求め

ている」

最後に安尾さんはこう述べた。

「有明海は、以前に比べて環境がかなり

悪化している。野鳥が一定の渡来数を保っ

ている今のうちに、有明海の環境保全と再

〆

や亘ｒお辻いきぷろう

安尾征三郎さん

1939年に中国東北部（旧満州）で生まれ、

6歳のときに熊本県１日八代郡文政村（現

八代市）に引き揚げた。1955年３月文政

中学校卒業。1955年４月三井三池鉱業学

校（鉱山学校）入学。1958年３月三池炭

鉱四山坑に坑内電気工として入社。１９６０

年三池争議に三池労組青年行動隊として

参加。1994年１月日本野鳥の会に入会。１９

９４年５月満55歳で定年退職｡2012年､野生

生物･保護の功績を評価され､環境省自然

環境局長賞を受賞。現在は、日本野鳥の

会熊本県支部荒尾玉名地区幹事､三池島

アジサシ類調査委員会委員長をつとめて

いる。熊本県荒尾市在住。
］Ｌ
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近野舌埋め立て用土砂搬出に反対
～環瀬戸内海会議などが環境､防衛両省に申し入れ～

｡○ん。八◆、○《＞◇.:.◆｡｡◇◇Ｕ２◆,。◆`・◇..◆宍◆-$ＯＬ.。｡。ごう゜･_｡◆｡◆｡。◆｡◆。。｡。へ◆◇◆◇．.◇．､◇「･◇《､。.◆。。。.◆｡◆｡｡。◆◇。◆。。（>⑨｡。

「環瀬戸内海会議」と「自然と文化を守る
、のこ

奄美会議｣は２月６日、沖縄・辺野古基地建

設の埋め立て用として瀬戸内海や奄美諸島

などから土砂（岩ズリ）を採取・搬出する

問題で､環境省と防衛省に反対を申し入れ

ました。日本湿地ネットワーク（ＪＡＷＡＮ）

からも牛野くみ子事務局長、中山敏則事務

局次長、細田邦子さんの３人が参加しまし

た。

安倍政権は沖縄県知事選や衆院選で示さ

れた沖縄県民の民意を無視し、名護市の辺

野古の海を埋め立てて米軍新基地を建設し

ようとしています。埋め立てに用いる士砂

は、沖縄県外からも持ち込まれます。

防衛省沖縄防衛局が2013年３月に提出し

た埋め立て申請書には、土砂の大半を占め

る岩ズリ（岩をくだいたもの）の調達先と

して、沖縄に加え九州･瀬戸内の７地区・１３

カ所の採石場が記載されています｡九州で

は奄美大島や天草など、瀬戸内では小豆島

（香川県）や黒髪島（山口県）などです。

埋め立て申請書によれば、東京ドーム１７

個分にあたる2062万㎡の土砂で辺野古の海

を埋め立てます｡構成比は岩ズリ79.7％、

山士17.5％、海砂2.8％です。山士と海砂は

沖縄本島と近海から、岩ズリは半分程度が

）iL外から搬入されるとみられます｡沿岸の

埋め立て工事で遠方からこれだけ大量の土

砂を調達するのは異例です。

両団体は防衛省に対する申入書でこんな

ことを書いています。

「辺野古基地建設のための土砂の奄美群

島・瀬戸内海圏域からの採取・搬出は､持

ち去られる側にあっては人為では復元不可

能な自然破壊･景観破壊、そして所によっ

ては採取地拡大に伴う地域･住民の生命の危

険、健康被害をもたらし、持ち込まれる辺

野古にあっても埋め立てによる環境破壊・

生態系破壊がもたらされることは必定で

す」

「瀬戸内海は国立公園指定第１号の陸海

域であり、奄美群島は国立公園化、自然遣

￣

＝￣￣￣

圧＝￣身、

沖縄・辺野古基地建設の埋め立て用土砂の採取・搬出反対を防衛省に申し入れる｢環瀬戸内
海会議｣と「自然と文化を守る奄美会議｣の人たち＝２月６日．防衛省で
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してし、

産登録が視程にあります。まさに世界に誇

る豊かな自然を今に残す､かけがえのない

地域です｡そして自然公園法や瀬戸内海環

境保全特別措置法に則り環境保全を義務付

けられている地域です。にもかかわらず瀬
とうしＬ

戸内海の島蝋部や奄美大島、北九Ⅲ|を中心

に、採石許可が延々と更新され、これまで

土砂採石が年交拡大してきました。今ま

た、この地域から辺野古基地建設のための

埋め立て土砂を採取・搬出するとは、にわ

かに信じ難いことです」

「昨年、沖縄県では、１月には辺野古が位

置する名談市の市長選挙､名談市議会議員

選挙、１１月の沖縄県知事選挙、そして12月

の衆議院議員選挙と、いずれも辺野古新基

地建設に反対する候補者が当選し、文字通

り『オール沖縄』で辺野古基地反対という

強い意志、沖縄県民の民意が示されまし

た｡それでも政府は､｢辺野古移設を粛銚
進める」と強弁し、沖縄県民の民意を真蟄

に受け止めようとしないばかりか､沖縄県

新知事のたびたびの面談要望も拒否し続け

ズリ｣採取場所|F二一一 <ﾊｰｻﾞ'Ｉ
辺野古埋め立て用｢岩ズリ｣採取場所
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.．。□
３０万rri 香川県･小豆島町(小豆島）瀬戸内

福岡県北九州市門司地区(3カ所）闘司 7４０

山口県防府市

lJi蓋iiiiiIfmilJ；
〃周南市(黒髪島）

長崎県五島市本窯町(椛島）五島 1５０

熊本県天草市御所浦町天草 BIOIO

鹿児島県錦江町佐多岬 7KO

〃奄美市、龍郷町奄美大島 田CIO
震澪￣~臣冒．：２．：：麓：．.：．．：

〃瀬戸内町
辺野古

〃徳之島町徳之島 1０

■
●

ＩＡＷＡＫ通信No.1102015.2.28

採取地区 ストック量 採石場の所在地

瀬戸内

門司

五島

天草

佐多岬

奄美大島

徳之島

３０万㎡

740

1５０

３００

７０

５３０

1０

香川県･小豆島町(小豆島）

福岡県北九州市門司地区(３カ所）

山口県防府市

〃周南市(黒髪島）

長崎県五島市本窯町(椛島）

熊本県天草市御所浦町

鹿児島県錦江町

〃奄美市、龍郷町

〃瀬戸内町

〃徳之島町



水岡俊一参院議員（民主党､兵庫県選挙区､参院環境委員会理事、同予算委員会委員、左端）

に辺野古埋め立ての土砂採取・搬出を中止させるよう要望＝２月６Ｒ、参議院議員会館

ています｡三塁ような政府の態度は､権力
者の横暴・傲慢以外の何ものでもありませ

ん。ましてや、このたびの辺野古基地建設

に伴う土砂採取・搬出は、西日本各地の大

規模な土砂の域外移転を伴う計画であり、
かくはん

動植物の卵・種子の不用意な移動・擬＃|きを

もたらし、その影響は測り知れません」

「加えてこれらの地域の環境影響評価も

する予定さえありません。これらは政府が

うたう地方創生の理念にも反しており、

『法治国家』『民主主義国家』の名前を汚す

行為にほかなりません。さらに平和を切望

する住民に有無を言わせず基地建設に間接

加担を強いようとするものです。また奄美

市住用町の採石地に1嫌接する集落は年々拡

大する採石場が唯一の生活道路に迫って落

石被害をもたらし、通行にさえ危険を伴

い、日々恐女とした暮らしを余催なくされ

ています」

「以上の観点から、私たちは、奄美、瀬戸

内海の破壊と、辺野古基地建設に伴う埋め

立てによる辺野古地区地先はじめ、北限の

ジュゴンのえさ場であり、サンゴが群生す

る大浦湾の環境を破壊し尽くす本件計画に

強く反対し、本件計両の即時白紙撤回を強

＜求めます」

大量の土砂搬出が予想される奄美市住用

町（奄美大島）では、かつて近'灘の集落が

採石による振動や粉じんなどの被害を受け

ていました。石材を積んだ大型トラックが

走る道路は通学路にもなっています｡住民

は、「辺野古への搬出が始まれば､騒音や粉

じん被害が再び拡大しかねない」と危倶し

ています。

△国会議員にも要請

両団体は、国会議員に対しても、土砂採

取・搬出を'Ｉ:j止させるよう要請しました。

水岡俊一参院議員（民主党、兵庫県選挙区、

参院環境委員会理事、同予算委員会委員）

はこう述べました。

「環境破壊という観点でこの問題を国会

でとりあげたい。沖縄の辺野古基地建設の

ために日本国内のいたるところから土砂を

運ぶという実態を明らかにしたい。地域住

民の意向をくんだものであるのかどうかと

いう、そういう観点で政府を問いただすこ

とはできると思うＩ
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強大な梱手とたたかって勝つ方法
～広く人びとに訴え、国民世論を力に～

「よみがえれ！有明訴訟｣弁護団長

馬奈木H召雄弁護士|こ聞く
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ムダで環境破壊の公共事業を止めるための訴訟が各地でとりくまれています。とこ

ろが最近は､法廷外運動（大衆運動）を軽視し、法廷論争を偏重するとりくみも目だ

ちます｡そういう訴訟はほとんどが敗北です｡そこで、いくつもの訴訟で勝利した経

験をもつ馬奈木昭雄弁護士に､諌早湾開門訴訟の状況や裁判闘争の課題などを聞きま

した｡馬奈木弁護士は水俣病訴訟や｢よみがえれ！有明訴訟｣など数々の訴訟の弁護団

長を歴任し､被害者救済や環境保護の運動を先頭に立って続けています。（編集部）

詔諫早琶開門をめぐる訴訟

颪舅嘉鬘晉重願請繍小
をめぐっては、開門調査を求め

る漁業者側と、開門に反対する

営農者側が起こした相反する裁

聲喬襄員|苛碧馳露菱毫
却する決定を出しました。その

結果、国は開門しても、しなく諫早
ても制裁金を支払わなければな

らないという、まったく逆の判Ⅱ
断を示した２件の間接強制決定

が確定しましたね。

【馬奈木】営農者側が起こした裁判では、

開門したくない国が、営農者側の請求にあ

うんの呼吸を合わせ､漁業被害など開門を

必要とする事情をまったく主張・立証しな

い方針をとった。このため、開門の必要`性

は存在しないことになった。一言でいえ

ば、国は自ら転ぶことによって開門禁止判

決を得たということだ。私たちはそれを無

気力相撲と言っている。

国は、開門しない限り漁業者側に制裁金

Ｆ411ｺ!“二::１１
■■■￣■■■■■￣■■■■■■■句■甲■

蕊Ｉ;墓JTiiiJliMfniJ篝慧
諫

１日海岸堤防､o'２CO１年の～￣、
事業再評価で造成中止

を支払い続けなければならない｡逆に開門

すれば、開門反対の農民たちに制裁金を支

払わなければならない。現在は形式上そう

なっている。これは、国（農水官僚）が、

開門したくないという、ただそれだけのた

めに自ら積極的につくりだした仮装の状況

である。

国が漁業者側に支払う制裁金は一日45万

円である。昨年６月12日から、漁業者側の代

表口座に月に－度振り込まれている。今年

：
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の免除を求める請求異議訴訟を国が起こし

た。しかし昨年12月、佐賀地裁は国の異議

理由を一蹴し、漁民原告勝訴の判決を下し

た。私たちはこの訴訟を勝ち抜く決意でい

る。さらに法廷外のたたかいとして、内閣、

財務省、環境省などに対して解決を迫ると

ともに、その要求実現を求める国民的署名

運動を開始した。開門に反対する地元住民

とともに､農業か漁業かのこ者択一ではな

く、両方が共に豊かに前進できる方策の実

現を呼びかける戸別訪問対話活動もはじめ

た。その中で、両者が合意できる対策づく

りなども進めていく。

題たたかいの主戦場は法廷外にあり

~馬奈木さんは､『弁護士馬奈木昭雄』

（合同出版）や『たたかい続けるという

こと』（西日本新聞社）において｢たた

かいの主戦場は法廷の外にあり」と強調

されています。ところが最近は、法廷論

争や理屈勝負に傾倒しすぎる裁判闘争が
１ｔや

流ｲﾃっています。「正論は必ず勝つ」「正

義が負けるはずはない」という言葉も耳

にします。これらについて考えをお聞か

せください。

【馬奈木】「正論は必ず勝つ｣とか｢正義が

負けるはずはない」というのは空理空論

だ。正論で勝てるのなら、住民運動や環境

保護運動は必要ないｄ優秀な弁誰士にまか

せればすむからだ。だが、現実はそうなっ

ていない。とくに国（官僚）が相手の場合

は、裁判所は国に勝たせようとする。だか

ら、国相手の訴訟で住民（市民）が勝つた

めには、運動を大きく広げ、･世論を味方に

つけることが必要だ。いわゆる大衆的裁判

闘争･を繰り広げるということだ。国民の声

や意思を月に見える形にし、裁判所につき

つけなければならない。それをしないで勝

つのはほとんど不可能だ。

私たちは｢勝負は法廷の中では決まらな

iiilill1 ＩｌＭｉＩ 1１Ｉ１
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馬奈木昭雄さん

２月１０日の支払いで総額は234日分、１億530

万円となった。漁業者側はこの制裁金を有

明海再生のために使うことにし、そのまま

積み立てている。

国民の税金を制裁金として何の反省もな

く支払い続けて恥じない態度に、私たちは

心の底から怒っている。農水官僚たちは国

民の利益などまったく考えていない。もの

ごとを決定するのは官僚であり、被害者の

要求などによってその決定を変更すること

は絶対にしない。官僚たちはそれを｢国の

根幹」と称している。

私たち原告、弁護団、そして共にたたか

う人たちの決意は明確である。ものごとを

決めるのは主権者たる国民の意思である。

決して官僚の意思ではない。私たちは官僚

を国民の意思に従わせ､憲法を守らせるた

めには｢力を持った正義｣が必要だと痛感

している。その力は国民世論の結集であ

る。私たちは、これまで以上に創意工夫を

こらし、共にたたかう人々の知恵と力を結

集し、国民世論の支持、共感を勝ち得てい

くたたかいを強めていく。

まず裁判では、漁業者への制裁全支払い

1ＡＷＡＮ通信No.1１０２０１５．２２８
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い。たたかいの主戦場は法廷の外にあり」

というスローガンを掲げている。国にいう

ことをきかせたければ、国を圧倒する以外

にない｡圧倒する力を私たちがつくりだす

以外にない。その力をどうしたらつくりだ

せるのか｡私たちはそれを模索し、実践し

てきた。

たとえば水俣病第３次訴訟（1980年～）

である。この訴訟で、熊本県とチッソは和

解のテーブルについた。県とチッソは私た

ちの意見を聞き、私たちの意見にそった解

決案をつくろうとした。そして、水俣病と

は何か､何をよりどころに水俣病とみなす
びょうそう

のかという病像につし､てまで、私たちの

意見を聞く気になった。なぜか。それは文

字どおり“力対力の激突"によるものだっ

た。

この訴訟で、県と私たちは裁判所の外で

和解交渉を開始し、激しくやりあった。県

は当初、私たちを相手にしないと言い放っ

た。そこで私たちは１０００人検診運動を提起

した｡水俣病の発生地域で新規患者の検診

をやった。それはたいへんなことである。

１０００人を検診するためには数多くの医師の

協力を得なければならない。弁護団と同時

に、医師団もその気になってくれた。わざ

わざ病院もつくった。全国の医師にも呼び

かけ、1000人の検診を私たちは実行してみ

せた｡検診を受けた人たちを現地で組織し

た。そういうとりくみの結果、県は私たち

を相手にしなければ解決しないことを認識

し､方針を転換した。

これが裁判に勝つということである。も

っと正確に言い直すと、裁判に勝つかどう

かはどうでもよい。大切なのは､被害者の

要求を実現することである。そのために

は、私たちはたたかう力を持たねばならな

い。そのたたかう力をどうやってつくる

か。それが私たちの課題である。力を持た

ない正義は実現できない。力を持った正義

が実現できる－゜これが私たちの実感で

ある。

閉勝つ方法を考えるのが弁護士の仕事

一馬奈木さんは｢勝つ方法を考えるの

が弁護士の仕事｣も強調されています。

【馬奈木】裁判を起こす場合､弁護士が考

えなければならないことがある。それは、

どういう裁判をするのか、どういう法律構

成にするのか、あるいは裁判をしないで運

動で立ち向かうのか、ということだ。それ

を依頼者も含めてみんなで協力しあい､答

えを見つけ出す｡その見つけ出す仕事をす

るのが弁護士である。弁護士はオルガナイ

ザーであるべきだ。

どうすれば勝てるかという方法論をきち

んと議論しない弁護団は、強大な権力相手

の訴訟では勝つことができない｡一般の住

民や市民は､裁判を起こせばすべてが解決

するかのように思いがちだ｡そういう幻想

は取り除いてやらなければならない。裁判

闘争を法廷論争にとどめたり、対-裁判所だ

けのとりくみに綾小化したりすることは避

けなければならない。ようするに、法廷内

でのたたかいと法廷外の運動を有機的に連

動させるということである。それが大衆的

裁判闘争とよばれるものである。大衆的裁

判闘争･を発展させるうえで､弁護団が果た

す役割は重要である。そういう運動をやら

ない訴訟は敗北する。敗北すると「裁判官

が悪い」「相手が悪い」と言う。それを言っ

たらおしまいだ。

私が尊敬するある弁護士はこんな警告を

発している。「最近の最高裁は､少数者や異

端者は法的保護にあたいしない､法的保護

は必要ないと考えている」と。そういう目

で最近の判決をみてみると、なるほどと思

う。

水俣病訴訟では､最初は一人から出発し

た被害者の会が、第３次訴訟当時は会員が

3000人近くに増えた｡支部は2つ、専従事務

1０ 1AＷＡＮ通信No.1102015.2.28



局員は3人になった｡原告

数も2300人に増え､６つの

裁判所で裁判をおこなう

までに発展させた。この

訴訟に常時参加している

弁護士は全国で200人を

超えていた。現時点では

ノーモア・ミナマタ訴訟

が続いているが、運動は

全国的にさらに強力に前

進している。

裁判で勝つために大事

なことのひとつは、どう

瓜
.'=竈薑
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､－－－～－－『－，－’漁業者への制裁金支払い免除を求める諌早湾請求異議訴訟で佐

すれば解決するカユの確信賀地裁は国の異議理由を一蹴し､漁民原告勝訴の判決を下した
を裁判官に持ってもらう（右端は馬奈木昭雄弁護士)＝2014年12月１２日、佐賀地裁前で(坂

ことだ。たとえば川辺ﾉ'｜、輝行さん撮影）

ダムの中止を求める川辺

川利水訴訟は､一審の熊本地裁では原告の止を求める住民もいる。そこで、これらの

敗訴だった。私たちは、その敗訴からさま要求には「ダムでは応えられない」という

ざまな教訓を引き出した。そして、二審の事実を突きつけた。そして、ダムによらず

福岡高裁では､勝つためにさまざまなとりに農民や住民の要求を実現する方法を明ら

くみをおこなった。それが見事に功を麦かにしてみせた。川辺川利水訴訟で勝った

し、国が上告できない判決を築きあげた。いちばんの原因はそこにある。

川辺川利水訴訟でも諫早開門訴訟でも、私たちは法廷で｢理屈はいらない。事実

私たちはこんなことを掲げている。「われをつきつける」を重視している。－に事実、

われは事業の妨害者ではない。国民の利益二に事実、三に事実、四にも事実、五|こも

のための事業の真の実現者である」という事実である。理屈はいらない。理屈で裁判

スローガンである。川辺川ダムの場合､水に勝つのなら苦労はいらない。これが水俣

をほしいという農民がいる一方で､水害防病をたたかってきた教訓である。

戸 可

箪唾ざあさお

馬奈木昭雄さん

1942年台湾生まれ｡1966年九州大学法学部卒業。1969年福岡第一法律事務所入所｡１９７０

年水俣市で馬奈木法律事務所開設。1975年久留米市で久留米第一法律事務所を開設｡水

俣病訴訟をはじめ､予防接種訴訟､残留孤児訴訟､電磁波訴訟､筑豊じん肺訴訟､三井三

池じん肺訴訟､廃棄物処分場差し止め訴訟、玄界原発運転差し止め訴訟、よみがえれ！

有明訴訟など数々の訴訟の弁護団長などを歴任｡被害者救済のたたかいを先頭に立っ

て続けている。主な著書は『公害・環境と人権』（共著､岩ＩＩ１Ａｆ書店）、『たたかい続けると

いうこと」（聞き書き、阪１ｺ由美､西日本新聞社）、『弁護士馬奈木昭雄』（聞き書き、松

橋隆司、合同出版）、「勝つまでたたかう』（馬奈木昭雄弁護士古希記念出版､花伝社）

など。
し

Ｐ
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新幹線几－卜「外側に変更を」
～中池見湿地保全で国際ヨソポジウム～
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中池見湿地（福井県敦賀市）は2012年７

月にラムサール条約湿地となった。その中

池見湿地（福井県敦賀市）がいま、危機に

さらされている。ラムサール条約登録区域

内を北陸新幹線が通過することになってい

るからである。ラムサール登録直前の６月

29日、同新幹線が事業認可された。そのル

ート（新ルート）は、2002年に環境影響評

価書が確定したときのルート（旧ルート）

よりも湿地側に約150ｍも移っていた。中

他見湿地がラムサール条約に登録されるこ

とがわかっていたのに、登録区域内で、し

かも湿地にたし､する影響がより大きいほう

にルートが変更されたのである。

そこで、この問題を主題にし、ラムサー

ノレ条約湿地の保全と課題などを考えるシン

ポジウムが昨年12月２１日、東京のＹＭＣＡ

アジア青少年センターで開かれた。主催は

日本自然保護協会である｡70人が参加した。

＊同じことがヨー□シバで

起きたら大問題になる

シンポでは、ラムサール条約湿地になぜ

新幹線を通すのか。どうすればいいのか。

そして、減少が続く日本の湿地を守るため

にはなにが必要か－などの問題や課題に

ついて意見が交わされた。

最初に、国際湿地保全連合（本部オラン

ダ）の事業部長をつとめているマーセノレ・

シルピウスさんが「ラムサール条約湿地か

ら考える持続的な利用と保全の知恵」と題

して講演した。

マーセルさんは泥炭湿地の研究者でもあ

る。ラムサール条約湿地について包括的な

話をするとともに、中池見湿地の特徴とな

っている泥炭地の重要性をくわしく解説し

た。中池見湿地や北陸新幹線の通過問題に

ついてはこう話した。

「中池見湿地の泥炭層は深さ（厚さ）が

40ｍもあるという。おそらく、世界の泥炭

地のなかで最も深い泥炭地ではないか。中

池見湿地の泥炭は７万年もの歴史がある。

中池見湿地の泥炭を研究することによっ

て、大昔の時代を探ることもできる。中池

見湿地は、歴史的な教育の保管庫という意

味でも非常に重要である。また、地域にと

っても非常に価値の高い場所である。国際

的にも注目されている」

「中池見湿地を訪れての印象だが、変だ

なと思ったことがある。それは、環境影騨

評価をした新幹線のルートを湿地側に150

ｍも変更するということを事業者（鉄道．

運輸機構)が自分たちだけで決めたことだ。

なぜルートを動かしたのかと聞いたら、旧

ルート上に何軒か家があったので動かした

とのことだった。それでは、家が何軒かあ

ればラムサール登録湿地の中に新幹線を通

していいのか、という疑問がわきおこる。

中池見湿地は７万年もの歴史がある。希少

な動物や植物も数多く生息している。たっ

た何軒かの家を避けるために、そのラムサ

ール条約湿地に新幹線を通すという。その

ことにたいし、奇妙な感じをもった。同じ

ことがヨーロッパ諸国で起こったら、住民

からかなり大きな反対･の声があがる」

＊行政がキゼソとしないことが

いちばんの問題

つづいて、環境省自然環境局野生生物課

湿地保全専門官の迂田香織さんがラムサー

ル条約の登録制度の概要やラムサール条約

を保全するための法的担保のしくみ、国内

[２ ｣AWAN通信No.1１０２０１５．２２８
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パネリストのみなさん

のワイズニース（賢明な利用）のとりくみ

事例などを説明した。

つぎは、ＮＰＯ法人ウエットランド中池

見の笹木智惠子さんである。笹木さんは中

池見湿地の魅力や保全活動の歴史などを紹

介し、こんなことを述べた。

「中他見湿地は2012年７月、ルーマニア

のブカレストで開かれたラムサール条約第

１１回締約国会議においてラムサール条約に

登録された。私たちは、これで中池見湿地

は守られる、と安堵した。市民も『よかっ

たね」と喜んでくれた。安心して中池見湿

地を次の世代まで残せると思った。ところ

が、ブカレストから帰るとすぐ、中池見湿

地のラムサール条約登録区域内に北陸新幹

線が通るという新聞記事を目にした。私た

ちはア然とした。まだラムサール締約国会

議が開かれている最中だった。認可ルート

は、環境影響評価がおこなわれた時のルー

ト（旧ルート）よりも湿地側に'51農震度
変更されていた。この新ルートは後谷を

通ることになっている。そうなれば、後谷

の自然は全滅する。ゲンジボタルは後谷に

しかいないので、いなくなってしまう。後

谷は棚田状の小さな湿地だが灘ぃ篝塾多様性
はたいへん豊かである。袋状埋積谷の口で

もある｡それがなくなったら口がなくなり、

袋状でなくなってしまう」

「中池見湿地はたえず危機に面している。

いるい§鰍題もかかえている。それは
行政が毅然としないからだ。もし開発が実

行されたら、あとで一般市民が被害にあう

ことになる」

＊もっと外側のルートを考えて

最後に､日本自然保護協会の専務理事で、

筑波大学大学院教授の吉田正人さんが、北

陸新幹線のルート変更や、その中から見え

てきた環境影響評価（アセスメント）制度

の問題点と課題などを話した。

パネルディスカッションでは、新幹線問

題や環境影響評価制度、ラムサーノレ条約湿

地の法的担保、「湿地法」の制定などをめ

ぐって４人の講瀧者と参加者の問で活発に

意見が交わされた。

最後にマーセルさんがこんな話をした。

「新幹線の環境影靭評価については、旧

ルートと新ルート（認可ルート）を比べる

だけではなくて、もっと外側のルート（ラ

ムサーノレ条約登録区域外)を考えてほしい。

第三の選択肢を考えるということだ。旧ル

ートと認可ルートだけをみて、ほかのオプ

ション（選択肢）を考えないというのは残

念なことである。ぜひぜひ、地元住民のみ

なさんの努力がみのっていい結果になるこ

とを願っている」
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Jj､櫃jll河口･盤洲干潟を守る連絡会
～日本最大規模の自然干潟を後世に残すためlこ～
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船 簡市
＝習志野市
簡市
＝習志野市◇わが国最大規模の自然干潟

盤洲干潟（小櫃)11河口干潟）は､東

京湾の小櫃川河口に広がる国内最大

規模の砂質自然下潟意盈鴦。
盤洲干潟は前浜と後浜（三角州）

からなる。前浜に広がる干潟の面積は

1400haにおよぶ｡最干潮時は、水際が

見えないほど遠くまで干潟が現れる。

43haの後浜には塩性湿地が広がって

いる。感潮クリーク（塩水と淡水の影

響を受けている水路）もある。多数多

様なカニ類が生息しているほか､ハマ

マツナ、シオクグといった塩湿地植物

の大群落がみられる。

盤洲干潟では絶滅危慎種のハマガ

ニやエドハゼの生息も確認される。地

球上でここだけにしかいないキイロ

ホソゴミムシも生息している。このよ

うに盤洲干潟は生物相が非常に豊か

で、自然の宝庫となっている。

◇連絡会の結成と保全運動

戦後の1950年代後半から80年代に

かけて、東京湾の干潟はかたっぱしか

ら埋め立てられた。1936年に136k㎡あ

った干潟は、1990年では10k㎡に減少

したとされている。１０分の１以下に減

った。現在は、まとまった干潟は盤洲

干潟と三番瀬に残るのみとなった。

千葉県は､その盤洲干潟と三番瀬も

埋め立てる計画であった。だが1970年

代になると、「干潟をこれ以上埋める

な」という運動が高まった。１９７２年、

市川市|市
東京都

蕊i:霧E金曇詞爾
千葉市浦

安
市

東京湾東京湾川1鰄市

騨穀
市原ｉｉｉ市原ｉｉｉ.｡､東京湾アクアライン

◆

．･･..－m《i《：
.｡､東京湾アクアライン

◆

．･･..－m《i《：
浜市

盤洲干潟干潟

木更津市木更津市

罫君津市
歓逢市
罫君津市
歓逢市

為｜埋め立て地為｜埋め立て地

織須概市

患
、i韓鬘雪7：諺zjｲニニニー■

｣諺
金木橋

○爺宮城スバホテル三日'二

巌根駅巌根駅

髻謬浬川ツ鵲舟 ＪＲ内房線ＪＲ

至
木
更
津

至
木
更
津時上白徹隊時上白徹隊

｢千葉の干潟を守る会｣や｢房総の自然を守る会」（現千葉県自然保護連合）などのメンバ

ーが｢東京湾の埋め立て中止と干潟の保全|請願を第68回国会に提出し、これが採択され
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た。翌1973年２月、千葉県が大規

模埋め立て続行を断念したた

め、盤洲干潟は残ることになっ

た。

ところが１９８０年代になった

ら、「民活」（民間活力導入）の

トップをきる巨大公共事業とし

て東京湾横断道路（現東京湾ア

クアライン）計画が浮上した。

盤洲干潟を横l釿するため、県内

の自然保護団体などが反対運動

を起こしたが、建設されてしま

Ｋ、凹浬“シＦＪＤかＪ

ｌ蕊鐇勢

▲＿
;ゴーベ蕊■□

｝

－－．．～！饗

〆■

Z~爾爵、

つた。小榧川河口・盤洲干潟を守る連絡会の小関公平代表

1999年には、盤洲干潟の隣接（左）と御簾紬照雄事務局長
地に大浴場とホテルを建設する

計画が浮上した。翌2000年には、干潟の隣

接地に大型レジヤーランド（遊戯施設｢民

話・童謡の里｣）を建設する計画ももちあ

がった。

孟思1,2年前の1998年､小櫃川の源流部
に追原ダムを建設するという計画を県が

発表した｡千葉県噂臆孟の豊かな自然環境
や渓谷美を誇る七里川渓谷をつぶすもの

であった。そこで、県内のさまざまな自然

保護団遡体が｢小櫃川源流域の自然を守り青

房夢「

▲~詔

￣▼

0■
‐■

学邑Ｉ
野

￣

勺■

｢

二K麹：謬孔
一画鰺、‐
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I下11箕'二｣_１１にI尖”幻Ｉ′ルＴ匹L/１１１２>J、(処上:；XJU〆Ｉ=Ｉプぶて』二、」ソＩ=ＪｕＬ

む連絡会」（通称｢七里)Ⅱ渓谷を守る会｣）

を結成し、ダム反対運動を繰り広げた。そ

の結果、追原ダム計画は2001年１月に中止

になった。

追原ダム計画を中止させた自然,保護団

体は、次は小櫃川の河口部に広がる盤洲干

潟を守ろうと、「小榧ﾉ||河口・盤洲干潟を地球上で盤洲干潟にしか生息しないキイｐ
守る連絡会｣を結成した｡2001年６月のことホソゴミムシ(御簾納照雄さん撮影）

である。連絡会には､小掴11の水を守る会、

千葉県自然保護連合､千葉の干潟を守る会など14団体が加わった｡残念ながらホテル三日

月が経営する大浴場とホテルは建設されたが、大型レジャーランド計画は中止させた。

◇自然環境保全区域指定をめざす

それ以降､干潟や隣接地の開発計画はもちあがっていない｡だが、いつ、どんなDlil発計ｌ１ｉ１ｉ

が浮上するかわからない｡そこで連絡会は､盤洲干潟を千葉県自然環境保全条例にもとづ

く自然環境保全区域に指定するよう、県（自然保護課）に働きかけている。

『千葉日報｣も、2006年５月８日付けの社説で盤洲干潟は｢自然の宝庫｣とし、こう記してい

る。「県はこれまでの漁業補償金で漁民を黙らせる"悪しき伝統''を断ち切り、双方の意見に

耳を傾け､仲介することで、自然環境保誰地域指定へ向けて一歩足を踏み出すべきだ｣。
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曇震
前浜の干潟を観察するjAWANシンポジウムの参加者＝2011年５月２１１１

だが、指定はなかなか進

まない。最大の障害となっ

ているのは地元の金田漁協

である。同i漁協は自然環境

保全区域の指定に強く反対

している。県の自然保護課

が盤洲干潟の後浜を自然環

境保全区域に指定しようと

したさいも反対した。漁協

は反対・の理由として、「指定

されると鳥が増え、売り物

のノリに羽毛が混入する」

と言っている。これは口実

､可巡L寂守且１ｔ■■

■

■且

－－

後浜の中州でと言っている。これは口実

である。本音は､保全区域に

指定されると「冑潟や隣接地で開発ができなくなる。そうなると、カネ（漁業補償金など）

をもらえなくなる、ということである。

金田漁協は､東京湾アクアラインの建設に伴い莫大な額の漁業補･償金をもらった。また、

ホテル三日月がホテルと大浴場を建設するさい、同漁協が所有する埋め立て地（10万3500

㎡）を24億円でホテル三日月に売却した。この埋め立て地は､県企業庁が同漁協に6億円で

払い下げたものだった｡ホテルに売却するさい､売却費の一部（2億円）を組合長（当時）

が着服した｡それがあとで発覚し､組合長は有罪となった。ようするに、開発が規制される

とこうしたうまみがなくなるということである。

連絡会は、日本最大規模の|ﾖ然干潟を後世に残すため､盤洲干潟の自然環境､保全区域指

定をめざしている｡また､より多鯛人に盤洲干潟のすばらしさを知ってもらうため､観
察会をつづけている。盤洲干潟は街中からかなり離れているため、なにをやられるかわか

らない。そのために監視もつづけている。

（小榧川河1コ・盤洲干潟を守る連絡会代表小関公平）
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九十九里浜の環境xij[嬢を食い止めるために
～人工岬「ヘッドラソド｣をめぐる攻防～

千葉県自然保護連合中山敏則

｡◇閂。◇◎｡。。｡Ｃ●。｡｡。。｡。。｡。｡｡◇○･･０°･◇。｡。◇◇･◇･･･Ｏ◇◇。◇図。◇。◇ 。◇。。。◇。◇＜

害された。1960年代以降、屏風ケ浦と太東

崎の崖の前面に県が消波堤を築いた。目的

は海食崖の侵食を食い止めることだ。その

ため、九十九里浜への砂の供給量が激減し

た。また、漁港の防波堤整備が潮の流れを

変えた。さらに、水溶性ガス採掘による周

辺地域の地盤沈下も指摘されている。

そこで県は、1988年からコンクリート製

人工岬｢ヘッドランド｣の建設工事をはじ

めた。ヘッドランドは､宮城､千葉､神奈川

など23道県に2009年３月末現在で計190基

ある（着工未完成を含む）。そのうち千葉

県は、九十九里浜に22基ある。北九十九黒

浜に12基、南九十九里浜（一宮海岸）に１０

基である。建設費は1基で約10億円である。

鯵４万４千の署名が行政を動かした

鱒「九十九里浜やがて消滅か」

千葉県の九＋九里浜は侵食が深刻になっ

ている。2010年９月１日の『毎日新聞』（千葉

版）は、「九十九里浜やがて消滅か｣とい

うショッキングな見出しをかかげ、この問

題を大きく報じた。
かいしよくがい

砂浜侵食のし､ちばんの原因は海食崖(波

浪の作用によって形成される海岸の急崖）

の侵食を止f1P為弓占勲ゑ３基十九里浜の
両端には、屏風ケ浦と太東崎の海食崖が

ある。その海食崖が太平洋の荒波に削られ

ることによって大量の土砂が堆積してい

た。土砂は沿岸流の力でゆっくり移動し、

堆積する。一説によれば、九十九里浜は

6000年間で形成されたという。

こうした自然の営みが人の手によって岨

ヘッドランドの目的は侵食対

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

や自然環境を大規模に破壊しつ

つある。九十九里浜は日本を代

洋Ｉ

浦
浜

-－二

ii轤薑 里浜

曇讓篝篝篝~二
屯

■

奥
＝二二也団龍亀

南九十九里浜（一宮海岸）で10基建設中のコンクリート

製人エ岬｢ヘッドランド」
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のため、会議をリードしている学者委員

（ヘッドランドの提唱者や推進派）が県の

意向にそった発言を繰り返すようになっ

た。

2,3号へツドランド間(２０００年１月）

鯵人工岬は税金のムダづかい

２０１４年８月３１日放送のＴＢＳテレビ｢噂

の！東京マガジン｣が、「噂の現場｣のコー

ナーで九十九里浜の侵食問題をとりあげ

た。タイトルは｢急速な海岸侵食！九十九

里浜が九十九里浜でなくなる日」である。

私も千葉県自然保護連合事務局長の肩書き

で登場させてもらった。ヘッドランドにつ

いて、私はこう訴えた。

「ヘッドランドは全然効果がでていない。

税金のムダづかいである。（Ｔ字型の）ヘ

ッドランドの縦堤の脇には砂がつくが、ヘ

ッドランドとヘッドランドの間は離岸流で

えぐられてしまう。そこで県は毎年、トラ

ックで砂を運んでそこに入れている。ヘッ

ドランドエ事は中止し、砂の投入だけにし

てほしい」

県は、ヘッドランドは効果がないという

ことを隠すため、2009年度から毎年、二'二砂

を投入している。ヘッドランドが完成して

いる２号と３号の間である。ここは一宮海水

浴場である。大東漁港に堆積している土砂

を運んでいる。

番組の最後で、司会の森本毅郎氏がいい

ことを言った。

2,3号へツドランド間(２０１０年２月）

,躯

ｉ》一一Ｑ漣
率一 ０錘

ヘツドランドがほぼ完成した２号と３号。

ヘッ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。

表する砂浜のひとつである。「日本の白砂

青松100選｣や「日本の渚100選｣にも選ばれ

ている。そういうすぐれた景観や自然環境

がヘッドランドによって台無しにされつつ

あるのだ。九十九里浜の代表的な水鳥であ

るミユピシギも減っている。

そこで2010年２月、一宮町のサーファー

や住民たちが｢一宮の海岸環境を考える会」

を立ち上げた｡ヘッドランドエ事の－時中

止と見直しを求める署名をわずか2か月で

約４万4000集め、県知事と一宮町長に提出

した。一宮町が同年４月に開いた｢一宮の海

を考える集い｣では、ヘッドランドエ事の

見直しを求める声が相次いだ｡集いには住

民など140人が参加した。その結果､一宮町

は官民協議会｢一宮の魅力ある海岸づくり

会議｣を発足させた。同年６月である。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」を議論している。

「海岸づくり会議｣は、最初のうちはヘッ

ドランドエ事を見直す方向で議論がつづい

ていた。ところが県は、ヘッドランドエ事

を当初計画どおりに進める姿勢である。そ

蕊）鋼蝋
｢ヘッドランドの縦堤の脇には砂がつくが、ﾍ

ｯﾄﾞランドとヘッドランドの間は離岸流でえぐら

れてしまう」という私の話をＴＢＳテレビ「噂

の！東京マガジン｣が図で表してくれた
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「屏風ヶ浦は長年をかけて自然に削られ

てきた。あるとき、それを人工的に止めた。

そこから（九十九里浜の侵食が）はじまっ

た。いちど人間が手をつけたら、ずっと手

をつけざるをえない。自然に手をつけると

いうことは、“お金がかかるぞ！，'という覚

悟が必要になるということだ｡そういう覚

悟がなければ、自然にまかせるというイギ

リス方式も考えなければならない」

これは問題の核心をつく指摘である。

放送のあと、元千葉県職員（土木技術者）

の永田正則さんがこう話してくれた。

「海に椛造物をつくったら必ず問題が起

こる。自然のバランスに人間が手をつける

と、なんらかの影響がでる。そんなことは、

土木技術者であればわかっていることだ。

ヘッドランドは侵食防止に役立たない。私

は､ヘッドランドエ事がはじまったころか

ら、県庁内でそのことを指摘していた。同

じ考えの職員もいた。だが、公共土木事業

はいったんはじまったら止まらない。地元

の土建業者やゼネコンが仕事にありつける

からだ。議員バッチをつけた連中も動く」

Ⅱへびl＝シ舷二弓冨の句宜缶什万ﾛﾖ巨弓とＬて症Ｈ西方＝【文云＝ひろ漣ET舌Br凸廿祠直23二ｈ勺〒､５石T宅

指長冒灘iWii菖海諦浴j晨雇利用Li詞ＩＬ螺訓！

巖…傘当鳳kL囚1iii雲i蕊……筑
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蕊
茨駐麹土星安部／茨糠慢雲嘉／読塗殿U／大洗町／鉾田市／歴濁声'榑振市

ヘツドランドが34基つくられた茨城県の鹿

島灘海岸では､海岸への立ち入りが禁止さ

れていて、町のあちこちに立入禁止のポス

ターが貼られている。

鯵九十九里浜を守るだめに

私たちは、ヘッドランドエ事を見直し、

外国で主流となっている｢構造物をつくら

ない侵食対策｣に切り換えることを県に要

請している。具体的には、大東漁港や片貝

漁港に堆積した砂を侵食場所に搬入するこ

とである。この養浜はすでに県も実施して

いて、その効果が証明されている。ところ

が県は、「ヘッドランドエ事と養浜の併用

でなければ､国交省から交付金（補助金）

をもらえなくなる」と言い、ヘッドランド

の建設続行に躍起となっている。

私たちは、養浜の具体的な方法として

｢サンドパイプ方式」（パイプラインによ

る砂投入）を提案している。他県の海岸で

は、この方式が侵食対策として採用されつ

つある。一宮町長も、私たちとの懇談でこ

の提案に賛同してくれた。

ヘッドランドは離岸流（沖合方向への強

い流れ）を発生させるので危険である。ヘ

ッドランドが34基つくられた茨城県鹿島灘

海岸では死亡事故が起きた。そのため、海

岸への立ち入りが禁止されていて、町のあ

ちこちに立入禁止のポスターが貼られてい

る。

一宮海岸でも、ヘッドランドエ事にとも

なって遊泳禁止の場所が増えた。「ヘッド

ランドの近くでは沖向きの強い流れが発生

しますので遊泳しないでください｣の看板

を県が立てている。「海岸づくり会議」で

も、「海水浴場が閉鎖され､海で泳げなくな

った」という声が出された。

地元の一宮町長もそれに危機感をいだい

ている。九十九里浜のヘッドランドエ事や

侵食対策をめぐる攻防は今後もつづく。
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日本湿地ネットワーク（ＪＡＷＡＮ）

aO① のご案内

◇日時2015年３月28日(土）１３:１０～16:００

◇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）①ＪＲ山手線､京浜東北線

田町駅西口(三田ロ）徒歩5分

②地下鉄浅草線､三田線

三田駅Ａ７出口徒歩1分

◇内容①総会１３:10～14:００

②各地の報告と意見交換
１４:１０～１６:００

◇懇親会午後4時から１時間程度､懇親会も予

定しています。 至品Ⅲ

各地の報告を募集しています｡報告してくださる方は事前に連絡をお願いします｡１団体

10分以内です｡資料集掲載の報告資料（Ａ4版3ページ以内）を３月18日までに送ってくだ
さるようお願いします。

連絡先（送付先）〒275-0015習志野市鷺沼台3-12-18中山敏則

TEL/FAXO47-472-5324Ｅメールboso@js8so-net.､e・jｐ

登録の手続きを進めた敦賀市は、新幹線

の事業認可が発表されてはじめて、ルー

ト変更の事実を知った」

▼シンポでは、「ラムサール条約湿地など

の湿地を保全する湿地法が日本にはない」

「湿地法のようなものが必要だ」という

意見もだされました。

▼ラムサール条約湿地の「ワイズユース」

（賢明な利用）について、環境省は「そ

れぞれの地域がワイズユースを進めてい

く」という姿勢をとっています。これに

対し、会場からこんな苦言がだされまし

た。「外国では、“各地域でそれぞれに'，

というのではなく、法令のなかにワイズ

ユースの考え方を落とし込んでいるとこ

ろが多い。日本もそのようにすべきだ」

▼このシンポは内容があり、とても有益

なものでした。ラムサール条約や湿地を

テーマにしたシンポはかくありたいと思

います。（に'.）

編罵優麗

▼中池見湿地を主題にし、ラムサール条

約湿地の保全と課題などを考える国際シ

ンポジウムが昨年12月２１日、東京都内で

開かれました（本誌12ページ参照)。シン

ポはたいへん中身の濃いものでした。ラ

ムサール条約湿地になぜ新幹線を通すの

か。どうすればいいのか。そして、減少

が続く日本の湿地を守るためにはなにが

必要か－などの焦眉の問題や課題につ

いて率直な意見が交わされたからです。

▼シンポではこんな意見がだされました。

「北陸新幹線の事業者（鉄道・運輸機構）

は、中池見湿地のラムサール条約登録手

続きが進んでいるのを知っていたはずな

のに、ラムサール条約議録区域のなかに

新幹線のルートを通すという事業を進め

た。そして、2012年６月２９日に事業が認

可された。に'１他見湿地のラムサール条約
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