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東京湾三番瀬に新たな動き
～人工干潟と第二東京湾岸道路をめぐって～

三番瀬を守る連絡会代表世話人中山敏則
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三番瀬の保全をめぐって新たな

動きです。

千葉の干潟を守る会、三番瀬を

守る会、県自然保護連合など9団体

で構成する｢三番瀬を守る連絡会」

は６月５日、千葉県の三番瀬担当課

長と着任交渉をおこないました｡４

月の人事異動で、同課長など三番

瀬関係職員が大幅に入れ替わった

からです。

出席者は､連絡会が9人、県側は

蕊
県の三番瀬担当課長など（こちら向き）と話し合う

「三番瀬を守る連絡会｣のメンバー＝６月５日

小島肇三番瀬担当課長と三番瀬再生推進

班、自然保護課、水質保全課、漁業資源課

の職員です。

主な交渉テーマは、人工干潟造成とラム

サール条約登録の２点です。

｢格下げ｣がある、という見方がされていま

す。

国交省関東地方整備局のホームページに

掲載されている３環状9放射ネットワーク

構想図の最新版（2015年３月29日時点）で
二つぜん

は、第二湾岸道が忽然とV肖えました。この

道路ネットワークは1963年に計画されまし

た。以来、第二湾岸道もネットワーク図に

表示されていました。

第二湾岸道が消えた理由を国交省に問い

合わせたところ、こんな回答でした。

「3環状（中央環状線､外環道､圏央道）以

外で構想段l浩（末開通）のものはネットワ

ーク図からカットした。第二湾岸道は外環

道を補完する道路である」

閉人工干潟と第二湾岸道は密接不可分
れこされがわ

県が猫実)||河口域（市)||市塩浜2,3丁目

地先）の人工干潟造成に躍起となっていた

のは､第二湾岸道を三番猿に通すためでし

た。第二湾岸道が3環状9放射から｢格下げ」

とか｢カット」になれば、県にとっては人工

干潟造成の必要性はなくなります。

そこで、「人工干潟は市川市にやっても

らいたい］と明言したのではないかとみら

閉「人工干潟は市川市にやって

もらいたい」

人工干潟造成について、課長はこう言い

ました。

「昨年度、干潟的環境形成（人工干潟造

成）の検討業務を委託した。しかし、その

報告書を受けて人工干潟の造成を検討した

り事業化したりすることは決めていない」

「人工干潟造成については、市川市と協議

中だ。県としては、市川市に人工干潟をつ

くってもらいたいと考えている」

人工干潟造成について、課長は｢市川市

にやってもらいたい」と明言しました。昨

年度までと違い、なんとしてでも人工干潟

を造成するという強い姿勢がみられませ

ん。意外でした。

田第二湾岸道路は格下げ？

その背後には第二東京湾岸道路構想の
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3環状g放射ネットワーク構想図から

第二湾岸道路が消えた！

れています。「塩浜２，３丁目の再開発
から

との絡みで、市jlI市は人工干潟が必

要だろう。だから、人工干潟の造成と

維持管理は市でやってほしい」という

ことです。

しかし、市川市は県の要請を拒否

しています。「県は、長年にわたって

三番瀬再生計画を検討してきた。そ

れはいったいなんだったのか」と言

い、県の豹変を批判しています。「人

工干潟は県がつくるべき」というの

が市の主張です。

'2013年４月現在’

東道

田油断は禁物

元県幹部はこう話してくれまし

た。

「第二湾岸道の構想がなくなれば、

県にとって人工干潟造成の必要はな

いというのはそのとおりだ。人工干

潟は金食い虫になる。人工海浜『幕張

の浜』の経験で、県はそのことをよく

知っている」

「三番瀬埋め立て反対運動が高ま

ったとき、環境省は県にたいし、第二

湾岸道を三番瀬に通す場合は地下方

式にしなさいと勧告した。1999年の

ことである。そこで県は､2001年９月

に三番瀬埋め立て計画を白紙撤回し

たさい、猫美川河口域で人工干潟を

造成することを決めた。うたい文句

は三番瀬再生勇蕊る｡人工干潟を造
成するさいに沈埋トンネル工法で道

路を通すというのが目的であった。

人工干潟造成の合意を得るため、三

番瀬円卓会議や再生会議を発足させ

た。だが、自然保護団体の抵抗が大き

かったため、人工干潟造成は思うよ

うに進まなかった。障害のひとつと

なったのは、第二湾岸道のルート上司

市

湾岸道路E一一

□開通区間一未開通区間

’ 2015年３月29日現在１

東道

市

湾岸道路Lﾆｰｰｰ

一■開通区間一＝未開通区間

なったのは、第二湾岸道のルート上で天然

カキ礁の存在が確認されたことだ｡三番瀬

市民調査によって発見された。それを新聞

やテレビが大々的に報じた。2005年のこと

だ」

「３環状９放射ネットワーク憐想図から第

二湾岸道が消えたというのは重要な意味を

もつ。しかし、浦安､船橋､習志野､千糞４市
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の埋め立て地には8車線の

第二湾岸道用地を確保し

てある。したがって、県は

簡単にはあきらめない。県

財界も、第二湾岸道の早期

具体化を要望しつづけて

いる。油断は禁物だ」

「とはいえ､東京・千葉間

の車の交通量は減少傾向

がつづいている。かつては

車の交通量は右肩上がり

に増えつづけると見込ま

れていたが、いまは逆の現

象が起きている。第二湾岸

道は不要になった。運動の

手をゆるめなければ、人工

県がめざしてきた人エ干潟造成と第二湾岸道路のルート

ii<ＷＶ雲
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干潟造成と第二湾岸道建設を食い止めるこ

とは＋分に可能だ」

閉ラムサール条約登録

三番瀬のラムーリーール条約登録について

は、自然保護課がこう述べました。

「関係者の間で意見の隔たりがある。三番

瀬ミーティングで漁業者と意見交換をして

ほしい」

これまでと同じ回答です。県が主体的に

なってラムサール登録を進めるという姿勢

はまったくみられませんでした。
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三番瀬市民調査の塩分濃度測定班｡三番瀬の人エ干潟造成と第二湾岸道建設を食い止め
るうえで､市民調査は大きな役割を果たしている＝５月１７日
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干葉市＆から白紙撤回の声粗次ぐ
～放射能汚染指定廃棄物の処分場候補地選定～
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前号でお知らせしたように、環

境省は４月24日、千葉県内の指定廃

棄物処分場建設候補地を千葉市に

提示しました。･候補地は東京湾に

面する東京電力千葉火力発電所の

敷地（千葉市中央区）です。

指定廃棄物というのは、福島第

一原発事故で付着した放射性セシ

ウムの濃度が1kgあたり800Oベク

レルを超える廃棄物のことです。

環境省は６月から８月にかけて、

千葉市民を対象とした説明会を５

回開きました。いずれも候補地選

定に非難ごうごうでした。

７月２０日の第４回説明会には740

人が参加。「津波や地震への想定が

甘い」「100％の安全なんてあるの
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力､｣｢東京電力の土地ありき。見え見えの

やり方だ」「経緯を説明する説明会のは

ずが､理解を求める説明会にすり替わっ

ている」などとい候補地選定の白紙撤回

を求める声が相次ぎました。

東京湾に面する埋め立て地を選んだ

ことについて、環境省は「（東京湾は）

自然度が低い」と説明しています。これ

についても批判がだされました。「山の

水だけでなく海の水も大切。海への近接

度をなぜ評価しないのか」「海の自然を

無視してよいのか｣などです。

熊谷俊人千葉市長は、処分場の受け入

れを拒否するとともに、指定廃棄物を排

出自治体で保管するよう求めています。

千葉市内の自治会連合組織｢市町区内自

治体連絡協議会｣も｢候補地選定反対｣を

表明しました

指定廃棄物処分場問題を考える千葉県民集会で

白紙撤回のメッセージを掲げる参加者＝８月８
日、千葉県教育会館(千葉市中央区）

ＪＡＷＡＮ通信No.1１２２０１５．８．３０ ５
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■湿地保全団体のﾎﾟ召介

NPOj去人民間稲作研究所
～有機稲作|こ水田の生物多様性を活かす～

ｎ画ロロロ回ｎ回□回口睡□画'－１，，回ロ画口郵□砲口目□回ロロロロロロロ□□■□回Ｄｎｎｐｎ向ｎｍ□圃口回口画ｎ百、■、■、、ｎ面、Y71,回□皿ｎ画ロ回ｎｍｎｍｎ面、圃回囮

かみのかわまち

栃木県河内郡上三川|町に拠点をおくＮＰＯ法人民間稲･作研究所は､無農薬・有機
稲･作の安定栽培に取り組んでいます｡環境に負荷をかけないことが目的です｡その
手法のひとつは水田の生物多様性を活用することです｡水田も湿地に含まれます。
理事長の稲葉光國さんに話を聞きました。

蕊
＊環境創造型の稲づくりを実践

－稲葉さんたちがめざしているこ

とを教えてください。

【稲葉]私たちは､環境破壊型ではなく環

境創造型の稲づくりを実践しています。

除草剤などの農薬や化学肥料はいっさ

い使わないということです。

第二次大戦後、日本の農業は農薬や化

学肥料の使用を前提としたものに変わり

”手｡伊一 や
】

蕊狩
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霧－．
■
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い使わないということです。 ＮＰＯ法人民間稲作研究所の稲葉光国理事長｡後

第二次大戦後、日本の農業は農薬や化方は稲葉さんたちが有機栽培をしている水田
学肥料の使用を前提としたものに変わりま可能な産業として子孫に引き継ぐ。そのた

した｡その結果､農業は効率化が進み､生産めに自然環境の豊かさを発見し、それを農

性が向上しました。しかし一方で、日本人業生産に結びつける術を磨かなければなり

が古代から自然とともに築きあげてきた環ません。

境醗夢されてしまいました｡生き物たち民間稲作研究所は､農薬や化学肥料をい
も躁鯛されています。つさい使わずに、自然環境を活用すること

環境を破壊する行為は自分たちにもはねで、日本の主食である米を効率よく生産す‐

返っています｡農薬によって人間の健康がる方法を探求し、実践してきました。

害されています｡化学肥料の多用は、土壌この農法は､除草の手間がほとんどか力、

の微生物の多様性を喪失させています◎動りません。田植えをしたら、草取りのため

植物の多様性も失わせています｡農村は居に田んぼに入る必要はないのです。しかも

住環境としての魅力を失い､農業自体の存健康な土づくりと健康なイネ作りに徹して

続までが危ぶまれるようになってきましいますので病害虫の発生は少なく、美味し

た。いお米を消費者に提供することができてい
とはいえ、すべてを過去に巻き戻すことまう~･食源病（食生活が原因になって起こ

はできません。日本の豊かな自然と先人のる病気）に悩む方向や未来をになう子ども

知恵を現代の科学でさらに発展させる。そたちに自信をもって提供できるお米で

して､豊かな生物多様性を復活させること戒2’それでいて､農薬や化学肥料を使う
によって、やっかいな除草や病虫害からイ慣行栽培（一般の栽培）と同等で､最近で

ネを守る－．これが私たちが実践していＩまそれを超える収穫量になってきつつあり

る農法の大きな特徴です。自然への憧襟やます゜

過去への懐古ではなく、日本の農業を持続この農法が広まることで､農業が自然と

６ ＪＡＷＡＮ通信No.1122015.8.3Ｃ
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術を広めるための場として活用されていま

す。

共鳴し、それを土台に人類と自然が共存す

る新しい社会環境が創造されると、そう確

信しています。
＊ブータンの有機農業を技術指導

*生物多様性を活用し害虫防除
－環境創造型の稲作で大きな成果をあ

げているため､稲葉さんは識師や技術指

導に招かれたり、事業を受託したりする

ことが増えたそうですね。

【稲葉】充分な成果が出たわけではありま

せんが、兵庫県豊岡市の「コウノトリと共

生する水田づくり事業｣を2004年から３年

間受託しました。豊岡市は「コウノトリと

共生するまちづくり」をめざしていまし

た。地元の人糞の運動が実り、同市の｢円'1」

川下流域及び周辺水田」は2012年７月にラ

ムサール条約湿地に登録されました。

「コウノトリやトキで自然再生」をめざ

している千葉県いすみ市、野田市、栃木県

小山市､埼玉県鴻巣市､新潟県佐渡市､地下

水栖養に努力している熊本県益城市などの

水田づくりの技術指導も行っています｡豊

岡市、野田市､佐渡市（新潟県）のコウノ

トリやトキの放鳥にも立ち会うことができ

ました。また関西各県のポット田植機を使

っている農家の皆さんや民間稲作研究所の

会員農家のみなさんと生物多様性農法の推

進に努力しています。

来年からは、ブータン王国の有機農業を

指導する予定です。ブータンは国民総生産

（ＧＮＰ）の概念を捨て、国民総幸福（ＧＮ

Ｈ）を政策の中心にすえ､2020年までに有

機農業１００％をめざしていますが、除草剤

を使わざるを得ない状況にあり、その克服

が大きな課題になっています｡水利環境の

整っていないブータンでの有機稲作は水路

の整備から手を付けなければならないとい

う困難な事業になりそうです。

一自然環境の活用というのはなんです

か。

【稲葉】水田の生物多様性を復活させ､それ

よって害虫を防除するということです｡ア

マガエル・アカガエル・トウキョウダルマ

ガエル（カエル類）、アキアカネ・オニヤ

ンマ・ウスバカゲロウ（とんぼ類）、ナガ

コガネグモ・コモリグモ・オニグモ（クモ

類）、寄生蜂・ミツバチ（ハチ類）など、

昔からその地域にいた生き物､特に害虫の

天敵となる生き物に注目しながら育ててい

ます。

そのためにしっかりしたあぜ道を作って

います。きれいな花が咲くあぜ道は、ただ

美しいだけではなく、たくさんの生き物が

繁殖できる環境でもあります｡害虫からイ

ネを守るには、カエルやトンボ、クモなど

が生きていけるあぜ道を．作ることが必要で

す。

また、いろいろな生き物が育つピオトー

プを水田の中に作っています｡休耕田に作

ってもイネを栽培している田んぽへの影響

は限度がありますから、できるだけ田んぽ

の一角にピオトープを作り、中干し作業

（水を抜いて土を固める作業など）に入っ

ても田んぼで生まれ育った生き物が逃げ込

めるようなビオトープを作るように心がけ

ています。

この農法は大きな成果をあげていて、国

内外に普及しつつあります。この農法をと

りいれた有機水田では絶滅危倶種の動植物

の復活が確認されています。トキやコウノ

トリなどの復活運動にも貢献しています。

また、国内外から農業関係者が研修や視

察に訪れています。有機農業推進法のも

と、農水省の援助を受けて設けた有機農業

技術支援センターは研修室や長期研修者向

けの宿泊施設を備えていて、有機農業の技

＊水田の田植え体験と生き物観察会

一水'11の｢fl植え体験や生き物観察会も

行っていますね。

【稲葉】私たちの作物は、消澱者に直接届け
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る産直が大部分です｡出荷先は､パルシス

テムやよつ葉生協､個人の消費者のみな

さん､お米屋さん、レストラン､幼稚園な

ど多岐にわたっています｡そうした会員

の消費者に呼びかけ、田植え体験や生き

物調査をしています。

今年の６月２０日は、よつ葉生協が「田植

え体験＆生き物調査｣を主催しました｡総

勢110人の家族が参加し、どろんこになっ

て田植えや流しそうめん（細うどん）、

有機水田の生き物調査を体験しました。

生き物調査は、田んぽにどんな生き物が

いるかを調べます。毎年つづけることで、

田んぽの生物多様性が見る見るうちに蘇っ

ていく様子を実感できます。この日は45種

類の生き物が確認されました。そのほとん

どは、子どもたちがはじめて見る生き物だ

ったようです。トウキョウダルマガエル、

二ホンアカガエル、アメンボ、コモリグモ、

ドジョウ、ハグロトンポ、チピゲンゴロウ

などです｡ＮＰＯ法人オリザネットの斎藤さ

んと古谷さんのリードのおかげで子供たち

は大喜びでした。

稲作という日本古来の文化がもつ豊かさ

と楽しさを子どもたちに伝え、故郷に誇り

をもってもらう。そして、将来の農業の担

い手を育てる。田植え体験や生き物調査

は、そういう大きな意味をもっていると思

います。
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田植え体験に総勢110人の家族が参加

＝６月20日、民間稲作研究所付属農場で

セシウム吸着､そしてナタネ・ヒマワリ栽

培による植物除染などを組み合わせた除染

事業を行ってきました。その結果、－時増

えたセシウム濃度を引き下げることに成功

しました。

研究所の付属農場では2011年に237ベク

レノレハgあった土壌のセシウム濃度も、現

在は8Oベクレルに減少させることができま

した。セシウム濃度ゼロをめざし、いまも

除染事業をつづけています。

原発事故の影響で大きかったのは風評被

害です。おかげで、売り上げが３割も落ち

た。いまだに｢北関東の米はダメ」と言われ

ています。

いったん原発事故の被害を受けると、と

くに有:機栽培の場合は大打撃をうけます。

キャンセルは総額で3000万円に及びまし

た。そのため東京電力に損害陪臓を請求し

ています。

一般の稲作（慣行栽培）の場合は､風評

被害は解消しつつあることから、昨年で補

償期間が終わりになったようですが、有機

栽培の場合は影響がまだまだ残っていま

す。東電から｢事故から４年もたっているの

に、いまも被害があるというのは経営努力

が足りないからではないか」と言われまし

たが、グリーンオイルプロジェクトの取り

組み（油脂作物で除染を行いながらセシウ

ムの移行しない植物油を搾って販売し、経

営再建をめざす取り組み）を説明し、有機

腱業者の地道な除染事業と農業再建の努力

を理解していただきました。

（聞き手／編集部）

*福島原発事故で深刻な被害

－福島第一原発事故による影響はどう

ですか。

【稲葉】原発事故で受けた被害は甚大でし

た。いまも深刻な影響がつづいています。

原発事故が発生した2011年３月から、パ

ルシステムやよつ葉生協の支援を受けて、

継続して有機水田のセシウム濃度を測定し

ていますが、会員農家の水田の一部で放射

性セシウムの濃度が高まるという現実に直

面しています。対策として、大きな沈殿池

を兼ねたビオIレアプを入水口に設けたりし
ました。また代掻き除染とモミガラによる
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日本湿地ネットワークＯＡｗＡＮ）｜ま、さまざまな環境保護団体と共同で｢自然と環境を

守る交流会｣を開くことにしました。その準備会を７月８１１に都内で開きました。準備会に

は､ＪＡＷＡＮ､全国自然保謹連合､環瀬戸内海会議など9団体の代表が出席しました。

話し合いの結果､１２月５日に交流会を開くことが決まりました。呼びかけ団体はＪＡＷＡＮ

など4団体｡主催は実行委員会と法政大学（人間環境学部）、会場は法政大学市ケ谷キャン

パスを予定しています｡法大生も報告します。

企画書（案）は以下のとおりです。くわしい内容は８月26日開催の第１回実行委員会で決

まります。
、戸

〔企画書〕
海･山｡川｡ぃのちをどう守る
～自然と環境を守る交流会～

１．交流会の目的

さまざまな運動の経験や教訓を学びあい、「どうすれば自然と環境を守ることができ

るか｣を考える。

２．日時・会場など

(1)Ｈ時１２月５日（土）１３:00～17:００

(2)会場法政大学市ケ谷キャンパス外濠校舎3階Ｓ306教室

ＪＲ中央・総武線の飯田橋駅または市ヶ谷駅下車徒歩10分

(3)参加費１０００円（資料代を含む｡学生は無料）

３．主催

「自然と環境を守る交流会｣実行委員会／法政大学人間環境部

４．呼びかけ団体

日本湿地ネットワーク（ＪＡＷＡＮ）／全国自然保護連合／バイオハザード予防市民

センター／￣般財団法人日本熊森協会

５．交流会のプ□グラム

■第１部

◇あいさつにかえて｢人間を追い越した文明～自然保護の立場から～」

（全国自然保護連合代表・慶応大学名誉教授川村晃生）

◇講演①｢海・山・川・いのちをどう守る～強大な相手とたたかって勝つ方法～」
（｢よみがえれ！有明訴訟｣弁護団長馬奈木昭雄）

◇識演②｢クマのi凄める豊かな森を残すために～奥山自然林の保全と再生～」

（一般財団法人日本熊森協会会長森山まり子）

◇講演③｢リニア中央新幹線計画の問題点」（弁護士関島保雄）

◇講演④｢湿地の保全を考える」（法政大学人間環境学部教授高田雅之）

■第２部

◇特別報告｢都市と自然との関わりを考えるゼミ活動」

（法政大学人間環境学部高田ゼミ生）

◇特別報告｢原発ゼロをめざす官邸前行動」（首都圏反原発連合戸田裕大）

◇各団体の報告

◇会場からの発言
Ｌ 『
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ﾗﾑｻｰｰﾙ条鈎第１２回締約国会議(coP12)の特徴
～テーマは「未来のための湿地」～

釧路公立大学環境地理学教授小林聡史
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2015年６月１日月曜日、南米初とな

るラムサール条約ＣＯＰ(締約国会議）

がウルグアイで始まった。大西洋に

面したリゾート地プンタ・デル・エ

ステ（東の岬という意味）、コンラ

ッド・ホテルが会議場だ。1986年に

関税と貿易に関する国際交渉、ウル

グアイラウンドが開催されたのもこ

のホテルという話だ。

前日、会場受付には1993年の釧路

会議からずっとラムサールＣＯＰに参
ラムサール条約ＣＯＰ12開会式の様子

委員会や地域会合で始まっているとはい

え、２日目の夕方から本会議ということは、

全９日という枠組みはこれまで通りだが、

本会議自体は従来より少なくとも１日半、

開会式を除くと２日間分も会議全体の長さ

が短くなっていることになる。今回は採択

予定の決議案の本数も少なめにまとめてあ

るが、ふたを開けてみるまでわからないの

が本会議なので､少し心配ではあった。

案の定､会議運営がうまく行われたとは

言えない状態となった｡今回のＣＯＰでは事

務局長、事務局次長、さらにＣＥＰＡ(広報

等）担当官も、新人かつラムサール条約の

外からのリクルートという、異例の幹部陣

営による初めてのＣｏＰとなっていた。い

や、むしろこういった状況にもかかわら

ず、よく頑張ったものだと言えるだろう。

決議案ごとの協議をするための小委員会

が開催され、水面下で意見の調整をするこ

とになったものの、どの小委員会がいつど

こで集合する力､のアナウンスが混乱した。

また、本会議での協議用最新決議案が、ひ

とつ前のバージョンだったり、決議案をダ

ウンロードするためのウェブサイトがアク

加している条約事務局の女性職員がいた。

彼女も私もＣ○Ｐはこれで８回目だね、とい

う話をしていたら、オーストラリアＮＧ○

代表も通りかかって、「私も８回目、まあこ

れで最後にしようかな、とも思っているん

だけど…」とどこまで本気なのかわからな

い発言を笑顔でしている。小耳に挟んだ条

約事務局の職員が｢冗談でしよ、次回はド

バイでもっと近いんだから-ぜひ参加して」

と和やかな雰囲気になった。私が条約事務

局にいた頃は､ＣｏＰの最後に次回開催地の

発表がされていたが、今回はすでに次回開

催地が決まっていた。

会議初日は、条約の常設委員会が開催さ

れていた。午後からは地域会合が開催され

たので、アジア地域会合に参加してみた。

吹回開催地であるアラブ首長国連邦政府代

講鱗長をやっていた｡若いのに､英語も
流暢で湿地に関する専門知識をもってい

る。これならば次回のＣ○Ｐ準備や運営は問

題なさそうだ

しかし、それよりも今回のＣ○Ｐ時間割、

２卜１月の午後４時から開会式というスケジ

ュールになっている。実質的7tiご協議は常設

１０ ＪＡＷＡＮ通信No.1122015.830



震聖iiN蕊寵

場,|、白寿，､’

鱗
篭一鰄臘脇慨］，然鮮曇
翰妙鰯川揃…蕊．

二刑

急

Ｈ

１邸一
１‐一宮

ｐ

罰冒

臺i1i■

日本からは新たに４カ所の登録湿地が指定された

セスできなくなったり、古いバージョンが

アップされたままだったり、議長たちが頭

を抱えるシーンが度々あった。まあ、ＣＯＰ

運営に関しては次回は大幅な改善がなされ

ることだろう。

各国政府にとって、各国拠出金による

条約運営の方向性は当然ながら重要であろ

う。しかしながら個人的には、数字羅列

が付属する、予算枠組みに関する決議が

第1番目の決議となる最近の．傾向は何とか

してほしい。ＣＯＰの成果を問われたとき

に、目玉となる決議が最初に登場する一昔

前の並び方の方がいいのではと思う。

条約事務局の新執行部が力を入れた新し

い『戦略計画(2016年から24年までが対象)』

が決議２として採択された。これまでより

長い期間を対象とした一方、内容的にはコ

ンパクトにまとめられていると思う。我が

国が今後9年間、次のＣＯＰまでに国内登録

湿地を何カ所増やそうという話以外で、戦

略計画を基に国内の湿地保全全体の底上げ

を出来るのか見守っていきたいと思う。

2015年を目標にした「ミレニアム開発目

標｣や気候変動枠組み条約の今後の取り組

みにどう対応していくのか､他の地球規模

での条約や活動とのかかわり方を模索して

いく一方で､個々の湿地保全をどう担保し

ていくのか｡乗員ひとりひとりの健康に配

慮しながら荒波の中を舵取りしなければな

らないという難しい時代となってきてい

る。

2000カ所を越える登録湿地の話が出来な

いのは無理もない。しかし、個別湿地の話

がほとんどされることのなかったラムサー

ルＣ○P12は､特に世界各国から参加してい

たＮＧ○代表たちには物足りなかったかも

知れない。地に足のついた活動を、という

声は条約事務局にも届いている。

７月１日から、条約事務局次長アニア．グ

ロビッキー博士率いる登録湿地保全のため

の条約調査団が、北欧ノルウェーのティー

リーフィヨルド湖地域を訪れている。予定

されている自動車道路と高速鉄道網の建設

が登録湿地に悪影響を与えないか評価した

上で、ノルウェー政府と話し合いをするた

めだ。ノルウェーは63カ所の登録湿地を指

定しているが、モントルーレコードに掲載

して危機的状況を訴えている湿地は１カ所

もない。しかしながら、問題の重要性から

政府の要請／招待によって調査団派遣とな

ったものだ｡予定では報告書は９月に完成、

全世界に向けて公開されることになってい

る。

ラムサールの条約事務局長クリス．ブリ

ッグス氏も日本を度々訪れ、その中には中

他見湿地視察も含まれていた。メッセージ

は明らかだ。ラムサーノレ条約では個々の湿

地･保全がうまくいってこそ、地球環境全体

を視野に入れることが出来るのだ。

1１ＪＡＷＡＮ通信No.１１２２０１５.SBC
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地球の裏で考えた
～ラムサール条約締約国会議とウルグアイ～

諌早湾しおまねきの会大島弘三
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ラムサール条約第１２回締約国会議（Ｃ○

Pl2）が今年６月、南米・ウルグアイで開か

れた。私が最初、この会議に参加したのは

1999年のコスタリカだった。あれから早く

も16年。当時は、諌早湾にギロチンが落と

された2年後であった。参加者は、故･Ｉ｣|下

弘文さん、辻淳夫さんなど日本湿地ネット

ワーク（ＪＡＷＡＮ）のメンバーが主体だっ

た。

当時も、会議には出席の予定がなく、サ

イドイベントやエクスカーションがおもし

ろかった。現地在住の日本人ガイドと一緒

に｢熱帯雲霧林｣に行ったり、幻の鳥｢ケツ

アール｣を見たりした。刺激的な毎日であ

った。

今回は旅行会社のツアーではなく、自分

で飛行機、ホテルなどをネットで予約する

個人旅行で､１か月余りの日程を組んだ｡幸

いなことに、一緒にコスタリカに行った相

棒が同行することになり、ホテルの部屋代

も半分で済んだ。

パリ経由で30時間。現地は地球の反対側

になる。時差が12時間ということは、日本

の昼12時が夜の12時｡季節も秋から冬にな

り、西洋風の街角には枯れ葉が舞い散る、

ロマンチックな雰囲気であった。

一時期、スペインが占領支配して都市、

建物を造った。その名残で、碁盤の目の道

路､石造りの古い建物が目につく。

この国のトップはネットで｢世界一貧しい

大統領」と評判になったが、市民はノンピ

リ暮らしている。政府機関も目の前にある

都心部の独立公園には､昼間から寝転がっ

て時間を過ごす人や、靴磨きのオジさん、

頬キッスの待ち合わせのカップルなどが多

い。オマワリだらけの霞が関と比べるのは

悲しい。

本題のラムサール会議の報告をしておこ

う。

６月１日から９日まで､政府関係者は連日

会議をする。この会議にはＮＧＯのメンバ

ーも参加できる。しかし英語とスペイン

語、フランス語が公用語である。中学;佼か

ら習った日本の英語では、残念ながら聞き

■Ｐ｡
岱口

Ｇ
Ｐ

■

ラムサール条約第１２回締約国会議
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とれない。

有鍋な「ウルグアイラウンド｣なる

国際会議があった超一流のホテルは

冬のシーズンオフで､観光客もまばら

だった。私たち各国のＮＧＯは、このホ

テルのでっかい一室にブースと称す

る割り当てられた区画に陣取り、それ

ぞれがポスターの展示、パンフの頒

布､対話による説明などをする。

日本からは、主にラムネット日本の

ｒ百
１

Ａ

■
Ｐ
Ｆ
１

カーボポロニオのホテル

メンバーがブースの手配、設営、運営に参

加していた。日本のラムサール条約登録湿

地は､今回の会議で､東よ’葱潟､肥前鹿島
孟蕊い』ともに佐賀県）、洞沼（茨城県）、
芳ケ平湿地群（群馬県）の４か所が増え、

50か所となった。

佐賀県の有明海の干潟が2つ同時に登録

された。前回登録された荒尾干潟(熊本県）

とあわせて、有明海は登録湿地が3つにな

る。いよいよ有明海の全面登録の夢をめざ

すときがきた。

ラムサールの会議に参加するのは､多く

がすでに登録された地域であり、国である

のは当然ではある。

現実の湿地環境からいえば、開発という

名の自然破壊と闘っている地域に注目して

行動したい。国内でいえば､泡瀬､和白、三

番瀬､そして諌早など､重要な湿地､干潟が

軒並み開発の恐怖と闘っている。さらに全

国の海岸、河川がコンクリートで固められ

ている。こうした政策の変換を図るための

ラムサール会議をめざしたい。

ウルグアイは草原の国だ。山はない。車

の製造r:場もない｡煙突がある、と思えば、

家庭の暖炉から、かすかに薪を燃やす煙が

見える。

牛を飼って、友人、親戚と暖炉で牛肉を

焼いて食べてという、昔ながらの「ガウチ

ョ」（現地の言葉で言うカウボーイ）の雰

囲気が、家庭やレストランそしてホテルに

あるのが好きである。

会議の途中の日曜日に､政府主催のエク

スカーションがあった。

８つのメニューの中から、好きなコース

を選んで一日がかりで湿地を巡る。私は一

番遠くまで行く、ブラジル国境の近くの、

黒い水のラグーン（湖）や湿地を見るコー

スに参加した。今の寒い時期にはあまり水

鳥がいないが、サンタテレサ国立公園は５０

種ほどの鳥の観察が記録されている。

この国の南はラプラタ川と大西洋に面し

ている。河口の幅は40km。その眺めは雄大

で、特に朝焼け、夕焼けは毎日の慰めと

もなる。沿岸の歩道は散歩、ジョギング

などで1賑わう。夏のシーズンには、サー

フィンも加わって観光がメインの産業

となっている。

あえて新幹線や高速道路をつくって

遠くまで走り回らなくても、目の前が

すべて豊かな自然とたくさんの小鳥た

ち。人と自然、生きものすべてが毎日を

ストレスなく暮らす｡お金はないけど、

なんだか豊かな暮らしがここにはあ

る。
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生物多様性の宝廩九十九里浜はいま
九十九里浜自然誌博物館主宰・元東邦大学教授

秋山章男さん|こ聞く
ｐくり割l＞くじく、ぐりぐりぐりぐりくりｑｐｑＤくりくいぐりぐり到り｡＜ｐｑＩ>ぐりぐりぐりぐりぐりぐりぐりぐりぐりぐりくりぐりぐりくじく、くじくゆくCP＜

日本を．代表する砂浜の九十九里浜が危』機に瀕しています｡千葉県がコンクリート

護岸や人工岬｢ヘッドランド｣などの建設を進めているからです。そこで、九十九里

浜の自然や公共土木事業の問題点などについて秋山章男さんに聞きました。

詫九＋九里浜自然誌博物館

一九十九里浜自然誌博物館を
し⑬さい

主宰されたきっかけは何です力､。

【秋山】私は東邦大学（習志野市）で

海の生きものや干潟の研究をしてい

た。1985年にミユビシギ､９２年にスナ

メリ、９４年にウミガメの研究をはじ

めた。また､環境庁（現環境省）の委

託で全国40カ所の干潟を調査した。

1974年のことである。調査内容は渡

り鳥や底生動物（ベントス）である。

その後、関東にある干潟の四季調査

もおこなった。小榧川河口干潟（盤

洲干潟）、谷津干潟、－宮川河口干

潟、懲西臨海公園（三枚洲）、相模川

河口の５カ所である。

一宮町に移り住んだのは1985年で

ある。私は1974年から毎年､－宮川河

口干潟の調査で一宮を訪れていた。．

秋山章男さん

の風景が描かれている。この小説に影響さ

れ､私も大学生のときに一宮を初めて訪れ

た。

芥川は1916（大正5）年､友人の久米正

雄と一宮を訪れ､一宮館の離れでひと夏を

過ごした。私も偶然､一宮館の離れに泊ま

った。芥川が一宮館を利用したということ

は、そのときに初めて知った。感激したこ

とを覚えている。一宮館はいまも｢芥川龍

之介ゆかりの宿一宮館｣として営業をつづ

けている。

ロ干潟の調査で一宮を訪れていた。この干

潟は、小櫃川河口干潟などと違ってこぢん

まりとしている。そのため、全体をひと目

で見渡すことができる。移住先として一宮

を選んだのは､それが理由である。

－宮川河口の周辺一帯を野外博物館（九

十九里浜自然誌博物館）と位置づけ、その

事務所を自宅におくことにした。

ちなみに、若い頃の私は文学青年であっ

た。とくに芥川龍之介の小説が好きだっ

た。芥川の短編小説｢海のほとり」には一宮

０
０
０
■
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□
■
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器1000種類の生きもの

一九十九塁浜の自然を特徴づけるもの

ば何ですか。

【秋山】九十九里浜の自然はたいへん豊かで 浦

ある。私がこれまでであった生きものは1000
浜

種類におよぶ。そのうち200種類は､環境省と

千葉県のレッドデータブックに記載されて

いる絶滅危慎種である。

九十九里浜を代表する生きものは、アカウ

ミガメ、スナメリ（小型のイルカ）、ミユビ

シギ（水鳥）の3種である。

九十九里浜は、アカウミガメ上|窪の北限と

なっている。南九十九里浜（一宮海岸）にお

いて、私は1994年から2008年までアカウミガ

〆の上陸を212回確認した。そのうち、産卵

したのは約4割だ｡残りの６割は産卵しない

で海に戻ってしまった。海岸侵食によって

産卵するのに十分な砂浜がなくなったため

だと考えられる。

ミユピシギは北極で繁殖し、日本を経由

してオーストラリアへと渡る。九十九里浜

はミユピシギの国際空港のような役割を果

たしている。

詫南九十九里生態圏の根幹をなす

いすみ根（器械根）

－秋山さんは｢いすみ根｣の重要性を強

調されていますね。

【秋山】南九十九里浜でスナメリの繁殖

1５ＪＡＷＡＮ通|高No.1１２２０１５．８．３０

器1000種類の生きもの

－九十九里浜の自然を特徴づけるもの

は何ですか。

【秋山】九十九里浜の自然はたいへん豊かで

ある。私がこれまでであった生きものは1000

種類におよぶ｡そのうち200種類は､環境省と

千葉県のレッドデータブックに記載されて

いる絶滅危倶種である。

九十九里浜を代表する生きものは、アカウ

ミガメ、スナメリ（小型のイルカ）、ミユピ

シギ（水鳥）の3種である。

九十九里浜は、アカウミガメ上|窪の北限と

なっている。南九-'一九里浜（一宮海岸）にお

いて、私は1994年から2008年までアカウミガ

浦

浜



地を調査しているときに器械根と呼ばれる

大規)摸な磯恨の重要性がわかった。

この磯根は、いすみ市の沖合約20キロに

広がっている。そこで、私たちはこの磯根

を｢し､すみ根」と名づけた。

「器;械根」という名前は、かつて器械潜水

と呼ばれる方法でアワビを乱痩したことに

由来する。このように｢器械根」という名称

は悪いイメージがあるので、「いすみ根」と

いう名称を広めることにしている。

いすみ根の広さは、いすみ市の面積の９

割におよぶ｡水深10～２０ｍの起伏豊かなと

ころに、カジメの林が海の里山のように広

がっている。海中林というべきものであ

る。１本のカジメの根には､数百もの生物が

棲みつき、それらがいすみ根の生物を支え

ている。このいすみ根が、スナメリの繁殖

地となっている可能性が高い。

いすみ根はまた、日本有数の漁場となっ

ている。北上する暖流の黒潮と南下する寒

流の親潮がぶつかりあうところであるた

め、良好な漁場が形成され、多種多様な魚

介類が生息している。イセエピ、サザエ、

アワビ、タコ、イシダイ、イワシ、アジ、タ

イ、ヒラメ、イナダ、スズキ、ウマズラハ

ギ、イサキ、フグ、ホウポウなどである。

地元の夷隅東部漁協にとって、いすみ根

は重要な漁業資源となっている。そのた

め、いすみ根を｢銀行」と呼んでいる漁師も

いる。「元金｣に手を付けずに｢利息｣だけで

やっていけるからである。

先に述べたように、私は南九十九里で

1000種類の生きものを確認している。その

南九卜九里生態圏ともいうべき圏域の根幹

をなすのがいすみ根である。

諾「海岸づくり会議」の問題点

一県が侵食対策として進めているコン

クリート製人工１１１W｢ヘッドランド｣は、九

＋九里浜の自然環境や景観を破壊してい

ます。そこで、地元の一宮町が官民協議

会の「一宮の魅力ある海岸づくり会議」

を2010年６月に発足させました。秋山さ

んも委員に加わっていて、いろいろと発

言されていますね。

【秋山】ヘッドランドは､南九十九里浜（一

宮海岸）で10基建設中である。ヘッドラン

ドはアカウミガメの上陸や産卵の障害にな

っている。ウミガメは、ヘッドランドを避

けて、ヘッドランドの真ん中の砂浜に上陸

しようとする。ところが、その砂浜にフト

ンカゴという名のジヤカゴ護岸が３～５ｍ

の高さで築かれている。波によって砂浜が

削られるのを防ぐ目的で、鉄線のカゴに石

を詰めてある。このジヤカゴ護岸に阻まれ

てあえなくＵターンしたウミガメも多い

ヘッドランドやジヤカゴ護岸は、形状、

材質、配置のすべてで間違っている。九十

九里浜の形状は直線ではなく円弧だ。ま

た、砂浜だ。だから、形状は砂浜にあわせ

て円弧にすべきだ｡砂浜に石を持ってくる

のもナンセンスである。さらに、ちょうど

ウミガメが産卵するところにジャカゴ謹岸

が配置されている。

また、ウミガメの産卵などで必要なのは

植生だ｡海浜植物をしっかりと保全したり

回復させたりすることが大事ということで

ある。ところが、ヘッドランドの縦堤の両

脇に堆積する砂には植生がまったく発達し

ない。これでは、生態学的にまったく意味

がない。

そういうことを｢海岸づくり会議｣で発

言しているが、無視される。聞き置くとい

うだけである。そもそも「一宮の魅力ある

海岸づくり会議」という名がついている

が、一宮海岸をどうやって魅力あるものに

するかということは、これまでいちども議

論されたことがない。侵食対策としての土

木事業をどうするか、ということだけであ

勘

ようするに、自然環境をいじる場合の土

木工学的発想が確立されていないというこ

とだ。土木工学にも生態学を入れるべきで

ある。自然の学問を必Ⅷ修科目にすべきであ

る⑤

'１６ ＪＡＷＡＮ通信No.1122015.8.30



'２号 ３号諾子どもたちに期待

~秋山さんは子ど

もたちの指導に力を

入れておられるよう

ですね。

【秋山】九十九里浜の維

持管理事業を進めてい

るのは県だが、九十九

里浜の海浜植物の保全

・回復を.担当する部署

jiii:～
蕊翼

一■￣産と

Ｉ
￣＝－－

６－コ■－．､．！。

訂

ヘッドランドがほぼ完成している２号と３号｡間の砂浜は侵食が

加速｡縦堤の脇には砂が堆積するが､植生は発達しない｡生物相

も貧弱である。

(ま存在しない。「一宮の魅力

ある海岸づくり会議｣で、九

-'一九里浜の生物多様性や生

態系の保全・回復を訴えて

も、ほとんど無視される。

そういうことから、大人に

はあまり期待していない。

子どもたちに期待してい

る。だから、絵画、彫刻、ク

ラフト、音楽など、海の生

きものを素材とした創作活

動を子どもたちといっしょ

に進めている。また、子ど

もたちの自然観察指導に力

を入れている。

（聞き手／編集部）

二勺一コ－＝百一．ヨ ヨＰ、■Ｆ－－－－－

■■－－■■

鑪
而
鰯 ウミガメの

’

ジャカゴ護岸

産卵のために何度も上陸を試みたアカウミガメの足跡。フト

ンカゴ（ジャカゴ護岸）に阻まれて産卵を断念し、海へ戻っ
ていったアカウミガメの足跡＝秋山章男さん撮影

←

、

あさや農あ匙お

秋山章男さん

1935年､東京中野に生まれる。千葉県一宮'１１丁在住｡九十九里浜自然誌博物館主宰｡2000年

３月に東邦大学教授（海洋生物学）を退臓後、ウミガメや渡り鳥などの研究を継続しな

がら、小学生､高校生､教員、自然保護団体などを対象に自然観察の指導や講演をつづけ

ている。またアーティストをめざし、絵画､彫刻、クラフト、音楽など海の生きものを素

材-とした創作活動に励む｡著書は『日本列島の健康診断⑤日本の湿地・干潟』（共著､草

土文化）、『磯浜の生物観察ハンドブック』（東洋館出版社）、『干潟の生物観察ハンドブ

ック』（共著､東洋館出版社）、『河口・沿岸域のエコテクノロジー」（共著､東海大学出

版会）、『千葉県の自然破壊』（共著）など多数。
と
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湿地保全より麹驫綴艤が大事
二や憲い【す

烏取の>胡山池と東京>空
Ｃ□Ｃ/つＣノコＣＣＣＯＣ/つＣノコＣＣＣＤＣノコＣ/ＤＣノコＣＤＣノコＣＯＣＤＣＯＣｏＣノコＣノコＣノコＣＤＣ/つＣｏＣノコＣノコＣＤＣノコＣノコＣＣＣ/つＣ/つＣＣＣノコＣ/つＣＤＣ/つＣＣＣ/つＣＤ

湖山池は鳥取市の北部にある汽水湖

です。「池｣が付く湖沼の中では日本最大

の広さです。鳥取県内では、中海の次に

大きい湖沼です。

７月１４日、「鳥取自然保護の会」（浜辺

正篤会長）の案内で湖山池を見学しま

した。同会は湖山池の保全にもかかわっ

ています、

◇塩分濃度上昇で生態系が激変

湖山池はいま、塩分濃度上昇による生態系

の変化が問題になっています。湖山池から日

本海に流れる湖山川の水門を開放しているか

らです。

2012年以降､海の水位が湖山池より高い｢逆

流時｣も水門を開放するようになりました。そ

のため､海水が湖山池に逆流し､湖山池の水位

が上昇しました｡塩分濃度も大幅に上昇です。

その結果、フナやコイの産卵場所であった

アシが枯れてしまいました。

トンボの種類は激減です。湖山池にいた

淡水貝13種は湖山池内から消失したそうで

す。イシガイ類などです｡絶滅危倶種のカ

ラスガイも全滅しました。野鳥の繁殖も激

減しています。

■■で

＝-－－

一三夛嚢

賎！

湖山池

フナやコイが大通に死んだこともありま

した。塩分が濃くなると、フナやコイは池

から逃れて小さな流入河川に逃げます。一

斉に折り重なってさかのぼろうとしたた

め、酸欠や病気で死んだのです。

◇生態系よりシジミ漁を優先

「逆流時｣における水門開放はシジミ漁

が目的です湖山池のシジミ漁を盛んにす

るため、地元漁協が水門開放を強く求めて

います。

一方、「鳥取自然保護の会｣などの自然保

護団体は､湖山地の生態系を守ろうと、「逆

流時｣の水門開放をやめるよう県に求めて

います。ところが、県は漁協の要求を重視

です｡つまりは、「生態系よりカネ儲けが大

事｣ということです

丘埜訴’一

で

鱒
1逼塞

笠▲ﾛ4

■－－璽迂~＝

■宙

￣＝Ｔ

■空空

￣

湖山川の水門
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【

〆

◇東京湾も同じ構図

～三番瀬と盤洲干潟～

「生態系よりカネが大事｣「湿地保全

壷,鱒け醗箪先｣｡これは､東京湾の
三番瀬や盤洲干潟でみられる構図と

同じです。

三番瀬は三番瀬保全団体がＺ会蕊
一ル条約登録を、盤洲干潟は｢小櫃川

河口・盤洲干潟を守る連絡会｣が県の

灘
１ｈ曲あむ凄■

MＩＩ

〆
。
：
沙

河口・盤洲干潟を守る連絡会｣が県の鳥取自然保護の会のみなさん｡左から２人目は会長

自然環境保全区域指定を強く求めての浜辺正篤さん＝７月'４日、会の事務所で

います｡貴重な干潟や浅瀬を恒久保全

するためです。ところが、どちらもなかなさい、地元の金田漁協は247億円の楠･償金

か実現しません｡地元漁協が強く反対してと引きかえに道路建設に同意しました。

いるからです。１９８８（昭和63）年９月のことです。また、ホ

漁協は､反対の理由として｢漁場再生がテル三日月が盤洲干潟の隣接地にホテルと

先｣とか｢カワウによる漁業被害が増える」大浴場を建設したさい、金田漁協は所有地

をあげています。しかし、これらは建前で（埋め立て地｡約10万㎡）を24億円でホテ

す｡本心は｢カネ儲けが大事｣です。ルに売却しました。1999年４月です。

この埋め立て地は、県企業庁が同漁協に
◇東京淫アクアライン建設で

６億円で払い下げたものでした。ホテルに
247億円の補償金

売却するさい、売却費の一部（2億円）を

たとえば盤洲干潟です｡盤洲干潟に東京組合長（当時）が着服しました。それがあ

湾アクアライン（東京湾横断道路）を通すとで発覚し､組合長は逮捕されて有罪とな

りました。

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

うことです。だから、三番瀬の3漁

協（船橋、市川市行徳､南行徳）

と盤洲干潟の金田漁協はラムサー

ル条約登録などに反対しているの

です。

澱鰯志野市野市市川市|市
蝋京都

鰹
千雄市千獺浦

安
市

浦
安
市 三番瀬

東京湾東京湾川崎市

鰻Ｐ
市原市市原市 ◇拝金思想が横行。｡｡東京湾アクアライン

○

・・・.“一風iii；
。｡｡東京湾アクアライン

○

・・・.“一風iii； 楜山池の話を聞きながら、東京

湾と同じだな、と思いました。

海・山・川・いのちよりカネ儲

けが大事。そういう思想が横行し

ているということです。このよう

な拝金主義にＮＯを突きつけなけ

ればならないと思います。

（中山敏則）

微浜市

盤洲干潟干潟

木更津市木更津市

蓼君津市
廊瀧市
蓼君津市
廊瀧市

｜埋め立て地｜埋め立て地

臓須礎市
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安'倍政;雁|ま７月１６日、「戦争法案」（安保

法案＝安全保障関連法案）を衆院本会議

で強行採決しました。･世論調査で反対が過

半数を占めているのに、それを無視しての

暴挙です｡原発再稼働も強行しようとして

います。

そこで、戦争法案などに反対する行動

が、全国各地で繰り広げられています。学

生や学者､子育て中の母親たちもたちあが

っています。

学生グループ｢ＳＥＡＬＤｓｊ（シールズ＝

霧
＝当竺

■

Ｉ
彗

几
函

饗Ｉ
⑭

｢だれの子どももころさせない｣と訴えた子育て

.の母親たち＝７月２４日、日比谷野外音楽堂

自由と民主主義のための学生緊急行動）

は毎週金曜夜､国会正門前で抗議集会を開

いています｡参加者は２万～３万人です。回

を重ねるごとに増えています。

７月２４日、「民主主義を取り戻せ！戦争さ

せるな！」と呼びかける｢安倍政権ＮＯ１首

相官邸包囲｣が東京｡日比谷野外音楽堂と国

会周辺でおこなわれました。主催はシール

ズや首都圏反原発連合（反原連）などで

つくる実行委員会です。７万人が参加しま

した。

日比谷野外音楽堂では、反原連のミサオ

中の母親たち＝７月２４日、

シュプレヒコールは、学生グループ｢シー

ルズ｣の中心的メンバー鶏紅子さんがリード

＝７月24日、日比谷野外音楽堂

・レッドウルフさんが主催者を代

表してあいさつし、「戦後最悪の安

倍政権を打倒して、暴走を止めよ

う」と訴えました

辺野古新基地、原発、社会保障、

ヘイトスピーチ､教育などの分野で

運動している１２人のショートアピ

ールもありました。１２人は、「福島第

一原発の事故処理もままならない

現状での再稼働などありえない」

｢民意を無視した沖縄米軍新基地建

設強行は、民主主瀧を破壊する行

｢安倍政権ＮＯ｣のプラカードを掲げ、シールズの紅子

さんのリードで｢戦争反対｣などとコールする人たち

＝７月24日、日比谷野外音楽堂

２０ ＪＡＷＡＮ通Ｉ篇No.１１２２０１５．８．３０



為｣などと次々に訴えました。

シールズの元山に士郎さん(23)は｢言

い続けること、やり続けることが現状を

変える力になる」と呼びかけました。最

後は、シールズの中心的メンバー､紅子

さんのリードで､約3000席を埋めつくし

た人たちが「戦争させるな！安倍政権

ＮＯ」と書かれたプラカードを掲げてシ

ュプレヒコールを上げました。

一方､官邸前や国会周辺には、学生や

会社員、高齢者など幅広い世代が集まり

ました。どこの歩道も人、人、人でいっ

ぱいです。シールズのメンバーがマイク

｢とめよう１戦争法、集まろう１国会へ！」と

題した国会包囲行動は、炎天下にもかかわらず
2万５千人が参加＝７月２６日、国会正門前

を手に「自分たちにはこの流れを変える

力がある。この国の主人公は私たち国民

です」と訴えると、大きな歓声が上がり

ました。

７月２６日は、猛暑の中、「とめよう！戦

争法、集まろう１国会へ！」と題した国

会包囲行動がおこなわれました。主催は

｢戦争させない・９条壊すな！総がかり

行動実行委員会｣です。日中のうだるよ

うな暑さにもかかわらず2万5000人が参

加し、国会周辺で｢戦争法案､いますぐ廃

案｣｢9条守れ｣｢安倍政権の暴走を止めよ

う」などのコールをとどろかせました。

￣「…Ｆ
、小Ｒ＋,唖

≦
、

一尾’
蓋i鑿！

一■■ｑ
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一一■■垂．

｢戦争法案､絶対反対｣などのコールをリードす
る女性＝７月２６日、国会正門前

Ｒ

シールズと学者の会が主催した｢安全保障関連法案に反対する学生と学者の共同行動｣は
4000人が参加＝７月３１日、国会前
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｢辺野古に基地はつくらせぢい」
～１万５千人が「人間の鎖」で国会囲む～

磐幹躰等慧井４ｔ韓群鴛券件裟劣鴛等馨件斗料無料藷$判躰井謬韓斗等騨＃＃群＃＃＃幹群斡等銘苓等等韓件紫等非斡鴛瀦＃然韓稗然餘韓韓芽井掌移誹苓盤群馨群解杵斡群群杵然群零群詳詫

｢沖縄と本土が連帯し、新

基地も戦争法案（安保戦

争）も許さない｣－･安

倍政権が民意を踏みにじ

って強行している名護市

辺野古への米軍新基地建

設を止めようと５月２４１１，

｢国会包囲ヒューマンチェ

ーン」が行われました。主

催は実行委員会。１万5000

人が参加しました。

国会周辺に集まった人

たちは、手をつないで「人

Ｆ

＿盆固

鱗
門

‐：IFごo〆

IＥ
凶。

戸司

』 議冒
空Ｅニラ

」・￣、￣

Ｉ ０
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コ iJ1EH

｜』｛

Ｉ

霧

'一つi1--j~廷ソ'よγ、Ｕハ「辺野古新基地ＮＯ｣のプラカードを掲げ、「辺野古に基地は

間の鎖」（ヒユーマンチエつくらせない｣と訴える人たち＝５月24日、国会前
一ン）をつくりました。そ

して、「政府は沖縄の声を聞け」「辺野古に疑わざるを得ないことが展開されている」

基地はつくらせない｣などとシュプレヒコと安・倍政権を批判。「このまま力によって

－ﾉﾚを上げ､移設を推進する政府に抗議の推し進めることは絶対にできない｡全国か

意思を示しました。らの支援があるから地元で頑張れる」と述
移設に反対する名謹市の稲嶺進市長も駆くました

けつけ、「この国に民主主義はあるのかと

国会正門前で｢政府は沖縄の声を聞け」と抗議の声を上げる参加者

ＪＡＷＡＮ通信No.1122015.8.30リワ
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田北徹・石松惇共箸
’FniIuEmぱxgnnBHK】mNVOIにｒＴＹ０Ｅｗｌｌ出ＰＷ仁聴耐錘蔓

水から出た魚たち
水から出た魚たち一ムツゴロウとトビハゼの挑戦一

（海遊舎／本体1800円）

共著者の一人である田北徹さん（長崎大

学名誉教授）は、日本湿地ネットワーク

（ＪＡＷＡＮ）の会員として、長年にわたり

日本の湿地保全運動を支援してくださっ

た。この本は､昨年８月に逝去された田北さ

んの遺稿がもとになっている。

諫早湾が1997年４月に閉め切られたと

き、ムツゴロウは全国に知られるようにな

った。293枚の鋼板｢ギロチン｣がドミノ倒

し方式で落とされる映像を、テレビ各社は

何度も流した。すると、「いま、小学生の娘

がテレビを見て引きつけを起こしていま

す。なんとかムツゴロウを助けることはで

きないでしょうか」という電話が、諌早干

潟緊急救済本部代表（当時）の山下弘文さ

ん宅にかかってきた。山下さんによれば、

似たような電話が､朝6時から真夜中まで、

２，３分に１回の割合でかかってきたとい

う。「ムツゴロウを救う会」も結成された。

しかしムツゴロウは有紹になっても、そ

の生態はほとんど知られていない。ロ本で

は、九州の有明海と、そのすぐ南にある八

代海の一部だけに楼んでいるからだ。ま

た、ムツゴロウは人間が近づきにくい環境

に生息している。ムツゴロウが棲む泥干潟

は泥がとても軟らかく、足を踏み入れにく

い。

そうしたなか､箸者たちは長年にわたっ

て、日本とアジア・オセアニアのいくつか

の国でムツゴロウとその仲間たちの研究を

つづけた。また、学生たちといっしょに泥

干潟を這い回り、文字どおり泥まみれにな

って研究を進めてきた。

その結果､複数の新種が見つかった。ま

た、泥干潟という厳しい環境で生きるため

にムツゴロウたちが発達させた行動や生理

田馳■・石空､何
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を解明するという、大きな成果を上げるこ

とができた。たとえば、ムツゴロウやトビ

ハゼたちは､干潟の巣孔の中に空気をため

て、その空気に含まれる酸素を使って子育

てをしている。その発見は、著者たちにと

っても大きな難きであったという。

本書は、ムツゴロウというたいへんユニ

ークな魚と仲間たちの知られざる生態をわ

かりやすく解き明かしている。

こうも記している。

「私たちの子どもや孫たちが生きる世界

に、貧弱な自然しか残せない状況が生まれ

つつあります」

「ムツゴロウたちが標む干潟が急速に破壊

されてなくなっている現実を多くの人々に

知っていただき、その保全に少しでも役に

立てたら、こんなに嬉しいことはありませ

ん」

田北さんのご冥福を祈るにふさわしい本

である。ぜひ一読をおすすめしたい。

（編集部）
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崎県五島列島で運動が立ち上げられまし

た。

６月２０日は、-|上九州市F1j司区の市民団体

や住民が、搬出に反対する｢北九州連絡協

議会｣を結成し、市内で発足総会を開きま

した。総会には約100人が参加し、「門司の
環境を考える会｣の森下宏人会長ら４人を

共同代表に選出。「戦争のために故郷の土

砂を使わせてはならない」として、搬出と

新基地建設の阻止に向けた運動を進めるこ
とを決議しました。今後、全国連絡協議会
とも連携し､街頭宣伝や学習会を実施しま

す。

９月末を第二次締め'切りとし、引き続き

署名を呼びかけます。

（『瀬戸内トラストニュース』第62号､８月１
日）

囑騒愈唇）鰯愈唇

■環瀬戸内海会議

辺野古埋め立て用±石採取を

止めよう１

署名第二次締め切りは９月末

「西日本各地からの辺野古埋め立て用土砂

採取計画の撤回を求める署名」には７月末

まで､北海道から沖縄まで35都道府県から
3万筆を超える署名が寄せられています－．
５月３１日、奄美市で辺野古土砂搬出反対

全国連絡協論会が設立され､署名への賛同

は全国に広がっています｡大量の土砂採取
が予定される北九州市､熊本県、そして長

辻尿

編濤穐毘
▼学生グループ「ＳＥＡＬＤｓ」（シール

ズ＝自由と民主主義のための学生緊急行

動）が注目を浴びています。「戦争法案」

（安,保法案＝安全保障関連法案）に反対

する行動で中心的役割を果たしているか

らです。

▼シールズの強みは、自発的に参加した

メンバーが自分の得意分野を活かして役

割分担していることです｡｢シーノレズには、

国会前集会などを担当する『デモ班』や

現場を撮影して配信する『映像班』プラ

カードやフライヤー（ビラ）などを作成

する『デザイン班』などがある。デザイ

ン班には美術大学の学生がいるという」

（『日刊ゲンダイ』７月３１日号)。すばら

しいことです。シールズが主,催する集会

に参加すると、そのことを実感します。

また、シールズのメンバーは全員が自分

の言葉でスピーチします。これも大好評

です。新鮮に感じます。彼らの行動から

学ぶことはたくさんあります。

▼『日刊ゲンダイ』８月４日号は、「シー

ルズの運動は地域や世代を超えて急速に

広がっているこのう漁りが与党議員の

落選運動として具体化していけば、政権

罐代の可能性は一気に高まっていくだろ

首相官邸前で川内原発の再稼働反対を

訴える人たち＝８月１１日

う」と期待を寄せています。こうしたシ

ールズのとりくみに多くの国民が励まさ

れています。私もその－人です。「戦後

最悪の内閣」といわれる安倍内閣がシー

ルズを登場させたともいえます。

▼原発再稼働に反対する毎週金曜夜の官

邸前行動に私は毎回議熱しています｡九
州電力は８月１１日、川内原発（鹿児島県

薩摩川内市）の再稼働を強行しました。

前日まで原発稼働ゼロが１年11カ月つづ

いていました。この間、電力は足りてい

ました。記録的な猛暑がつづいても原発

なしでやっていけたのです。危険な原発

に頼る必要はありません。再稼働に対す

る抗議の声が高まっています。（中）

Ｆ『

ＪＡＷＡＮ通信No.1122015.8.302４

(曇雇憂愈曇


