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辺野古新基地建設エ事の問題点を指摘し､防衛省(左)に基地建設中止を要請＝2017年12月１３Ⅲ
参議院議員会館(中山敏則撮影）
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辺野舎の美ら海を守ろう
～市民団体が防衛省交渉＆院内集会～

ロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロ同l-Tl-W-7同門口行同ロロJ-7J-W-W-T7FWW=7Ｆ7門口行ｎｎＦ７ﾉｰ7j-TT71~W－７ｎ

沖縄県民の多数が反対しているもかかわらず､防衛省は辺野古新基地の建設を強行し

ている｡2017年11月、埋め立て予定海域の南西側(辺野古側)で新たな護岸工事に着手
<にがみそんおくいみ傘と

した｡沖縄本島最」上端の国頭村の奥港から辺野古への石材の海上搬送もはじめた｡工

事場所では絶滅危倶種のオキナワハマサンゴと準絶滅危慎種のヒメサンゴも発見されて

いる｡そこで国際環境ＮＧｏ｢FoEJapan｣と｢美ら海にもやんばるにも基地はいらない市

民の会｣は2017年12月１３日、参議院議員会館で防衛省と交渉し､工事の問題点を指摘し

ながら新基地建設の中止を求めた｡参加者は約150人。

「沖縄防衛局は辺野古側のＫ１護岸とＮ５護

岸の工事をどんどんすすめている。これは本

来の工程とまったく変わっている｡本来の工程

は大浦湾のＡ護岸からはじめるはずだった｡と

ころが岩礁破砕の問題をめぐって沖縄県が工

事差し止め訴訟を起こしたため、防衛局は岩

礁破砕工事を控えている。そのかわりに､本

来の工程をまったく無視し､やりやすいところ

鯵本来の工程を無視

交渉に先だってひらかれた院内集会では、

沖縄平和市民連絡会の北上田毅さんと沖縄

平和運動センターの山城博拾さんが護岸工

事や石材海上輸送の問題点、違法`性などを

あきらかにした。

北上田さんはこう話した。

防衛省交渉の前にひらかれた院内集会＝2017年12月１３日、参議院議員会館
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から手をつけている。この工程変更は､埋め

立て承認のさいの留意事項にもとづき知事の

承認が必要である｡だが、防衛局はこうした難

問の処理を後回しにしたまま工程を全面的に

変更した｡辺野古側でも護岸工事がどんどん

すすんでいるので反対してももうおいつかな

い｡そういうかたちで沖縄県民のあきらめを誘

おうとしている」

「現場の海域では、カヌー隊が懸命の工事

阻止行動をおこなっている。しかし､あたり一

面にフロート(浮具)が何重にもはられていて、

中になかなか入れない｡入ったとしても､海上

保安庁が待ちかまえている｡カヌー1隻にたい

して５，６人乗った海保のボートが向かう。この

ように、阻止行動はたいへんきびしい状況が

ある。それでもみんながんばっている。カヌー

をこいで懸命に阻止行動をつづけている」

鯵ジュゴンなどに影響

集会のあとは防衛省交渉である。防衛省

は､新基地建設工事に用いる石材の海上輸

送をはじめた。沖縄本島最北端の国頭村奥

港から大浦湾への北回りルートである。その

輸送量は、防衛省の方針では一日に台船１

隻約700㎡、１０トンダンプ約160台分である。

このルートの海域では、ジュゴンやウミガメ

がひんぱんに確認されている。防衛省の発表

でも、昨年８月２５日から９月３０日にかけて、ジ

ュゴンの鳴き声が197回も確認されている。こ

の海域で石材を積んだ台船の走行がつづく

と､ジュゴンなどに大きな影響をあたえる。

この点について、防衛省は｢ウミガメ類やジ

ュゴンがひんぱんに確認されている区域内を

できるかぎり回避する」「沖縄島沿岸を航行す

る場合は岸から１０kｍ以上離れて航行する」

｢ジュゴンとの衝突を回避できるような速度で

航行する｣の回答をくりかえした。

防衛省は､海上輸送の目的として環境負荷

の軽減や作業効率の向上をあげている。

北上田さんは、「11月に奥港から台船で石
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山城博洽さん

材を運搬したさいは､ダンプ50台分の陸揚げ

をするのに1日かかっている｣と指摘した｡海

上輸送は作業効率の向上にもならないうえ、

国頭村の奥港が海上輸送に使われることから

同村奥地域の静かな環境を破壊して環境負

荷を増大させる､と強調した｡海上運搬のため

の奥港使用に反対する決議を国頭村壜奥区が

あげていることにふれ、「海上搬送はやめるべ

き｣と防衛省にせまった。
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鰺活断層も無視

埋め立て予定の海域に

は、活断層の可能性のあ

るＩ斬層が存在している｡そ

れは、防衛庁（現･防衛

省)が2000年に作成した

資料であきらかにされてい

る。琉球大学の加藤祐三

名誉教授（地質学）は、

｢海底に活断層が走って

いる可能性がある」「い

かにしっかりした基礎

工事をしても直下で活

断層が動き地盤がずれ

れば、上にある施設は破

壊される」と指摘してい

る(『琉球新報』2017年１０

月25日)。

また､名護博物館の｢名

護.やんぱるの地質』と東

京大学出版会の｢新編日

本の活断層』も､活断層の

可能性を指摘している。

辺野古新基地予定地の海底断面図
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出所:防衛庁(現防衛省)が2000年に作成した｢海底断面図」

れている。北上田毅さんは｢すべてを高温処

理するには膨大な時間と費用がかかる｣と指

摘した。

交渉後のまとめでは、山城博治さんがこう

訴えた。

「2100万㎡の土砂のうち畳１枚分ぐらいの

土砂にドライヤーみたいなもので100度の熱を

くわえたら外来生物はすべて死んだ。だから

○Ｋである。そのような議論にされかねない。

膨大な量の搬入土砂の外来生物侵入対策を

どうするかという議論をつめよう。そのことを地

元の県知事などに伝え､無害の土砂を沖縄に

搬入することは不可能ということを訴える。そし

て、全国各地から士砂を沖縄に搬送すること

をやめさせる。そのような運動をすすめましょ

う」

ところが防衛省は、「既存の文献などでは

沖縄県北部において目立った活動は確認さ

れていないことから、辺野古沿岸域に活断層

が存在しているとは認識していない｣の回答に

終始した。防衛省が根拠とする｢既存の文献

など｣には『名護･やんばるの地質』と『新編

日本の活断層』は含まれていない。防衛省自

身が作成した2000年の資料も無視である。

韓「搬入土砂の高温処理を試験中」

防衛省は交渉のなかで､埋め立てに用いる

西日本各地からの土砂搬入の外来生物侵入

防止対策として、高温処理を施してセアカゴ

ケグモとアルゼンチンアリの生死判定試験を

おこなっていることをはじめてあきらかにした。

埋め立てには約２１００万㎡の土砂が必要とさ
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口辺野古集会の講演要旨

辺野告の工事､いまどうなっている？
沖縄平和市民連絡会北上田毅さん

C/っ･っＣＤＣｏＣＣＣっＣＯＣＯＣＯＣｏＣＣＣＯＣっＣＯＣＣＣＣＣＣＣＣＣ/っ０つＣＯＣＣＣＣＣＣＣＣＣＯＣＯＣＯＣ/っＣＯＣＯＣＯＣＣＣっＣＣＣＯＣつＣＯＣＯＣＤ

辺野古新基地建設の問題で昨年12月１３日、防衛省交渉と院内集会が参議院議員会館

でひらかれました｡集会では北上田毅さんが｢辺野古の工事、いまどうなっている？」と題し

て講演しました｡以下はその要旨です。（編集部）

よってあきらかになった。

Ｋ9護岸の100ｍは海上輸送した石材を積

み上げるための桟橋として使う。それは当初

から想定されていたと思われる。したがって本

来なら、埋め立て承認のさいの留意事項にも

とづく環境保全図書の変更として知事の承認

が必要となる。沖縄県もそれを再三にわたっ

て指摘している。ところが防衛局は、「当初か

らつくっていたＫ９護岸工をそのまま使ってい

るだけ｣と言っている。

＊「本体着工」はウソ

2017年４月２５日から大浦湾でＫ９護岸の工

事がはじまった。１１月は辺野古側でＫｌ護岸と

Ｎ５護岸の工事がはじまった｡Ｋ1護岸は埋め

立て区域の南西側の外枠となる。Ｎ5護岸は

内側を仕切るものである。

沖縄防衛局は､大浦湾のＫ９護岸100ｍの

工事を｢本体着工｣とはなばなしく宣伝した。

だが、この工事は仮設工事として発注してい

た｡それは防衛局にたいする情報公開請求に

辺野古新基地工事の進行状況

,着工はＫ-着工はＫ１，Ｎ５，Ｋｇ護岸だけ

弧～．:=Ａ護岸

(１．.鰯討讓二二 大浦湾
エバ型

ケーソン護岸

一滑走路路路
(計画すらたっていない〕っていない〕ていない〕

埋め立て区域立て区域立て区域 11
(まったく進んでいない）んでいないでいない ）

辺野古
■

’ 篝憲ｉｉ繭､)…雲i竈菫寶i』３m「
思議、 －護岸

(総延長71518ｍ）
－護岸

(総延長71518ｍ）Ｋ４護岸

2018年１月20ｐ現在
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しかし､この座りこみ行動は大きな効果を発

揮している。2017年９月２８日に防衛省と交渉

したとき､防衛省の担当者はこうのべた。

「業者にしてみると、自分たちのペースで資

材.を搬入することができない。仕事にならな

い」

沖縄防衛局は｢工事は着々と進行してい

る｣と強がりを言っている。しかし、予定どおり

には石材を運びいれていない｡このままでは

いつまでかかるかわからない。そのため、海上

搬送に切り替えた｡沖縄県に提出した書類で

は石材を陸上搬送すると明記していたのにで

ある｡このように､全国の支援者のかたがたに

よる座りこみの力によって､防衛局は大幅な計

画変更をよぎなくされている。

＊ジュゴンなどへの影響

石材の海上搬送も問題になっている。石材

は護岸の捨て石や護岸の下の栗石などとして

使用するもので､150万㎡が必要となる。

防衛局は､沖縄本島の最北端を通る北回り

ルートで石材の海上搬送をはじめた｡この北
くに)66み

回り|こは二つのノレートがある。ひとつは国頭
そんおくのみなと

村の奥港カユらの積み出しである｡もうひとつ
もとぶこう

は本部港からの積みＩｉＩしだ。

北回りルートの海域ではジュゴンやウミガメ

がひんぱんに確認されている。防衛省の発表

でも、2017年の８月２５日から９月３０日にかけ

て､ジュゴンの鳴き声が197回も確認されてい

る｡この海域で石材を積んだ台船の走行がつ

づくと､ジュゴンなどに大きな影響をあたえる。

防衛局は、埋め立て承認願書に添付した
ひんぱん

環境保全図書に、「ジュゴンが頻繁lこ出現す

る場所では海上航行を基本的には避ける｣と

明記している。したがって、本来は、ジュゴン

がひんぱんに確認されている海域を通る北回

りで海上搬送することはありえない。それなの

に､このルートで石材-を搬送している。

このように新たな問題がつぎつぎと噴出して

＊県民のあきらめを誘うため

やりやすいところから工事

沖縄防衛局はいま､辺野古側のＫ１護岸と

Ｎ５護岸の工事をすすめている。これにたい

し､カヌーのメンバーが懸命に工事阻止行動

をつづけている。しかし､あたり一面にフロート

(浮具)が何重にもはられていて､なかなか中

に入れない｡入ったとしても、中で海上保安庁

がまちかまえている。カヌー1隻にたいして５，

６人乗った海保のボートが向かう。このように

阻止行動はきびしい状況がある。それでもみ

んながんばっている。フロートをこいで懸命に

阻止行動をつづけている。

辺野古の側は水深が浅いので作業がやり

やすい｡だからいま､Ｋ'護岸の工事がどんど

んすすんでいる｡これは､前述のように本来の

工程とまったく変わっている。

本来の工程は､大浦湾のＡ護岸の工事から

はじめるはずだった。ところが、辺野古側のＫ

,護岸のほうに工事が移っている。その背景

には､岩礁破砕の問題をめぐって沖縄県が工

事の差し止め訴訟を起こしたことがある｡致命

的な岩礁破砕工事を防衛省が控えている。

そのかわりに本来の工程をまったく無視し、

やりやすいところから順次手をつけている。

｢護岸工事が辺野古側でもどんどんすすんで

いる」「反対しても、もうおいつかない｣－゜

そういうかたちで沖縄県民のあきらめを誘う。

それがいまの工事の状況である。

＊連日の座りこみ行動が

大きな効果を発揮

私たちはゲート前で懸命の座りこみ行動を

毎日つづけている。それにたいし、防衛局は

とんでもない暴力で強制排除したり、参加者を

閉じこめたりしている｡その目の前を石材を積

載した大型ダンプがどんどん入ってくる。みん

なは泣きたくなるような,思いをしている。
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でサンゴの生息状況を調査した｡調査によっ

て絶滅危倶種のオキナワハマサンゴ2群体と

準絶滅危1倶種のヒメサンゴ12群体を発見し

た。沖縄県が防衛局にたいして再三にわたり

サンゴの移植問題で照会していたときだった。

ところが防衛局は､絶滅危棋種のサンゴを

発見したことを県に報告しなかった｡県に報告

したのは９月28日である｡その間に14群体のう

ち13群体が死んでしまった｡残ったのは､オキ

ナワハマサンゴの１群体だけである。そのよう

な状態になってはじめて県に報告した。

本来は､絶滅危棋種のサンゴがみつかった

場所では海上工事を中止すべきである。しか

し、防衛局はＫ１護岸とＮ護岸の工事続行を

ぬけぬけと言いつづけている。

防衛局は絶滅危`倶種のサンゴを死滅させ

ている。私たちは前々回の防衛省交渉からこ

の点を追及している｡サンゴの移植はあくまで

も事業実施前におこなうのが当然である。工

事がはじまってからでは､海がどんどん汚濁さ

れるので間に合わない。防衛局がだしていた

文書でも、事業lJM始前に移植することになっ

ていた。ところが、防衛局はそれを実行しな

い。

いる。そういうことについて、防衛局は環境等

監視委員会になんの説明もしない。委員会も

なんの指摘もしない。こういうことがまかりとお

っている。

＊奥港の岸壁使用を知事が許可

国頭村の奥港を石材の海上輸送に使うと

奥地域の静かな環境が破壊される。そのた

め、国頭村-奥区は11月２３日の区民総会にお

いて､海上運搬のための奥港使用に反対す

る決議を全会一致であげた。

ところが、奥港を管理している沖縄県は奥

港の岸壁使用と港湾施設使用を許可してしま

った｡このことについて､辺野古のゲート前の

基地反対薑行動に参加しているメンバーのあい

だでは混乱がおこっている。

知事は｢沖縄県政の最大の柱は辺野古新

基地建設を阻止すること｣を掲げている｡それ

なのになぜ、埋め立て用石材藝海上搬送のた

めの港の使用を許可したのか。県民のあいだ

では戸惑いと動揺がおきている。

先日、この問題で県と交渉し、県の姿勢を

追及した。いろいろな団体･グループが、県が

だした奥港の使用許可の取り消しを求めて動

いている。

ところがこんどは、台船の給油や乗組員の
なかぐず<

休憩などのためIこ中城港の岸壁を`使うことを

沖縄県が許可した。中城港は沖縄本島の中

部の東海岸にある大きな港である。

＊絶滅后'倶種サンゴ

１４群体のうち13群体が死滅

沖縄防衛局は沖縄県への回答文書(2017

年６月１２日)で､移植予定のサンゴ類は､護岸

部で7万3870群体､埋め立て部で457群体の

合計７万4327群体と説明した。ところが、その

後も絶滅危'倶種のサンゴが発見されている。

防衛局は６月２６日から９月１８日にかけて、

辺野古側海域のＫ１護岸とＮ５護岸のあいだ

＊活断層の可能性

大浦湾の海底には活断層が存在する可能

`性が高い｡これも大きな問題である。

この図(本誌4ページに掲栽)は､新基地建

設予定地の海底断面図である。防衛庁(現・

防衛省)が2000年に作成した。

図でわかるように大浦湾の海底には深い落

ち込みがある。６０ｍぐらい急に深くなってい

る。断面図を作成した防衛庁は、この落ち込

みについて｢|釿厨による落ち込みと考えられ

る｣と明記している。断面図などを分析した琉

球大学の加藤祐三名誉教授(地質学)は｢大

浦湾に活|析層が存在する可能性が高い｣と指

摘した(『琉球新報』2017年10月25日)。
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私たちは９月２８日の交渉

で、この点についても防衛

省を追及した｡防衛省はこう

答えた。「既存文献などによ

ると、沖縄北部において目

立った活断層は確認されて

いない｣と。

さらに、糸数慶子参議院

議員が11月１５日に提出した

質問主意書にたいしてこう

回答した。

「既存の文献によれば､辺

野古沿岸域における活断層

の存在を示す記載はないこ

とから、ご指摘の｢辺野古断

ﾛ’
『
。

【』｛

-K￣

尾ｉ

ｉｉｉｉ
●

乱

とか'つ、二丁目燗のU辿野百１１;)Ｔ奄美大島の岩ズリ(土砂)を防衛･環境両省の担当者(手前)'二見せる
そ<

層』及び『楚久|釿層』の２本辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会のメンバー｡｢岩ズリを洗えば全

の断層に係わるものも含め、部流れてしまう｡どうするのか｣と外来生物侵入対策を質した＝2016年
．一一一一一一１１月１日、衆議院第二議員会館で(中山敏剛撮影）

辺野古沿岸域に活断層が一一・…￣

存在しているとは認識していない｡このため、

辺野古沿岸域における海底地盤の安全｣性に

ついては問題ないものと認識している」

これは閣議で決定した答弁書である。しか

し､活断層はないということを閣議で決定する

ことはありえないはずである。専門家などで構

成する審議会ならともかく､政治家で構成する

閣議でそのようなことを断定できるはずがな

い。

きょうの交渉で追及したいのは、ひとつは、

｢既存の文献｣と書いているが、どのような文献

をあたったのか、ということである。もうひとつ

は､私たちが簡単に入手できる文献として､名

護博物館の『名護･やんばるの地質』がある。

この文献では､辺野古断層と楚久断層は｢活

構造｣の断層と記載されている｡また､活断層

研究会が｢新編日本の活|斬層』(東京大学出

版会)を出版している｡この本では､辺野古断

層と楚久断層について｢陸上活断層(活断層

の疑いのあるリニアメント〔確実度Ⅲ〕)｣と明記

されている。

このような文献からも、「沖縄北部において

８ ＪＡＷＡＮ通(言

目立った活断層は確認されていない｣というこ

とはありえない。

沖縄防衛局は埋め立て予定区域において

各種の調査をおこなってきた｡海底の地質調

査(ボーリング調査)など、これまでの調査の

結果を公表すべきである。

＊外来生物侵入防止対策

辺野古埋め立て用として約2100万㎡の土

砂を搬入する。県外からも大量の土砂を運び

こむ｡そのため沖縄県は､特定外来生物侵入

防止策として土砂条例を制定するなどいろい

ろなとりくみをつづけている。ところが県外から

搬入するのは岩ズリ(岩をくだいたもの)なの

で､石材-のように洗うことができない。

いま、西日本各地の土砂搬出地で辺野古

埋め立ての土砂搬出に反対する運動を連携

しながらすすめている｡この運動の防衛省･環

境省交渉において､奄美大島の岩ズリの実物

を両省の担当者に見せ、「岩ズリを洗えば全

部流れてしまう。どうするのか｣と追及した。防

衛省も環境省も答えられなかった。
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し

にし、当該侵入防｣'二対策の検討の資とするこ

ととしている」

この回答では、具体的になにをしようとして

いるのかわからない。この点もきょうの交渉で

追及したい。

防衛局は2017年11月２日、沖縄県にたいし

て文書でこう回答した。

「外来生物の侵入防止対策については、現

在、実際の外来生物(セアカゴケグモ･アルゼ

ンチンアリ等)を飼育等の上、当該外来生物

を死滅させるための条件を試験により明らか

ロ

<vﾍﾍｸﾉＩ辺野古埋め立て用｢岩ズリ｣採取場所(沖縄県外）Ｉｊ｣採取場所(沖縄県外）
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豹解への模索諌早湾開門への戦いは焼く
諌早湾の干潟を守る諌早地区共|司センター
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はじめに、諌早湾干拓事業の主な経過を

みてみる。

◇1989年(平成元年)１１月

干拓工事着工以来28年

◇1997年(平成9年)４月

潮受け堤防閉め切り以来20年

◇2008年(平成20年)４月

営農開始以来９年

◇2010年(平成22年)12月

開門判決以来７年

この間の裁判､市民活動､干拓営農地の現

況を報告する。

□和解への流れ

◇2015年(平成27年)10月最高裁勧告

紛争を抜本的かつ総合的に解決するに
みち

｜ま、話し合いによる以外に最良の途はない

と思われる。

◇2016年(平成28年)１月長崎地裁

和解勧告

和解による解決の必要'性が高いと考え、

対立する関係者が和解協議という話し合い

の場をもち、一定の方向での解決をめざす

のが相当と考える。

◇2016年(平成28年)５月国(農水省）

開門しない代わりの漁業改善措置として

「基金案｣を提案。100億円の基金を代償に

和解を求める。

□｢よみｶﾞえれ1有明訴訟｣弁護団の
和解協議案

2018年(平成30年)１月、福岡高裁で審理さ

れている請求異議控訴の審理のなかで、「進

行についての意見一今こそ紛争の解決に向

けた新たな和解協議勧告を｣と題する意見書

を提出した。

その要旨はこうである。

灘蕊IlliiiiIi
国に対する抗議集会で開門を訴える参加者＝2017年４月27日、諌早湾潮受け堤防北部排水門で
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する。

(2)科学的な調査で事実関係を確認するため

に､開門調査を国に要請する。

(3)諌早市の国に対-する要請書にある｢開門し

ない形での有明海の再生｣の根拠を明らか

にする。

(4)市民による対話での解決を図る゜

◆経過

2017年10月、諌早市干拓室長から電話で

｢文書は受けとりました」「回答はしない｣との

返事があった｡2018年１月、「行政が市民と対

話することが民主主義の根幹である｣として市

長に対して再度請願し､文書回答を求めた。

囚干拓営農者が長崎県農業振興公社に
損害賠償を求めて提訴

(1)円満かつ妥当な終結のためには和解協議

が求められている

その理由として､①紛争の長期化､②多

くの訴訟が提起され､紛争が限りなく繰り返

され､複雑化、深刻化している、③終局的

解決の見込みが得られない。

(2)和解協議案の内容

①干拓農地への影響が少ない手法で開門

し､開門調査を実施する。

②両者協議のうえ、開門準備工事を確定し、

実行する。

③農業振興基金を創設し、開門にともなう

万一の被害発生の保証と背後地の旧干

拓地の農業振興にあてる。

「和解｣というゴールへの認識はあるものの、

その過程の道をそれぞれが異なる思いで進

行しようとしている。しかし､裁判所は具･体的

な話し合いのイニシアチブをとらない｡事業主

体の国も｢開門しない｣前提での選択肢に傾

いている。こうした状況では話し合いの場の設

定もありえず､建設的な意見の交換に進展す

る気配は感じられない。

回諫干共同ｾﾝﾀｰが
諫早市長に請願害を提出

2017年９月、共同センターは｢諫早湾開門

に関する見解を求める請願｣を諫早市長に提

出した｡請願の趣旨、具体的項目、経過はつ

ぎのとおりである。

◆趣旨

開門をめぐる裁判の中で和解が提案された

が不調。その行方、展望も開けない。諌早湾
きざ

調整池の状況は改善の）こしもなく、有明海漁

業生産への負荷が増す｡このさい市長が率先

して広く市民との対話を図り、開門をめぐる情

報の共有と解決への道のりを推進されるよう請

願する。

◆具体的な項目

(1)福岡高裁の確定判決を守るよう、国に要請

2018年１月、農業生産法人2社が農地の貸

主の公社と事業主体の国、県を相手に200万

円の損害賠償を求めて長崎地裁に提訴した。

２社は今年１月、４haの農地でレタス､ブロッ

コリーなどをカモに食べられ､4000万円の被

害を受けた｡営農者は数年来､調整池に飛来

したカモの被害を訴えていたが､公社などは

具体的な対策を怠った､としている。

記者会見で法人代表は｢農業を安心して続

けられるなら開門してもかまわない｣と述べた。

昨年12月、公社は営農者2社に対し賃貸借

契約更新の解除を通知し､今年３月までの農

地返還を求めている｡これは今年の契約更新

に際し｢農地のリース料を滞納した場合には

契約解除する｣との同意書の提出を求めら

れ、営農者が拒否したのがその理由である。

現在､干拓農地はその3割が不等沈下によ

り埋めこまれた暗渠の排水不良をきたしている

ことが､公社による農家へのアンケート調査で

明らかになっている。

私たちはあくまで話し合いが基本であると

し、話し合いを問題解決の手段として追求し

ていく。それが遠回りでも開門につながる道だ

と考えている。
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三番瀬のラムサール条約登録と
利用ルール周弥策を要望

～７団体が船橋市に～
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三番瀬を守る署名ネットワーク、三番瀬を守る会など三番瀬保全7団体は１月１２日、三番

瀬のラムサーノレ条約登録と利用ルールについて船橋市と話しあった。

ラムサール条約登録について､担当の船橋

市環境政策課長はこう答えた。

「船橋市は三番瀬のラムサール条約登録に

賛成している。しかし登録にあたっては漁業

協同組合の同意が必要となる｡船橋市漁協は

『漁場再生が先｣と言っている。また、三番瀬

は県と４市がかかわっているので船橋市が単

独で動くことはむずかしい｡本市としては､い

まできることとして、昨年７月１日に三番瀬環

境学習館をオープンさせた｡環境学習館にお

いて、次･世代をになう子どもたちなどを対象に

田提出署名は17万２千人分

７団体は､三番瀬のラムサール条約登録に

船橋市が積極的に動くよう要望した。

７０団体で構成する｢三番瀬を守る署名ネッ

トワーク｣は昨年９月、三番瀬のラムサール条

約登録を求める２万人分の署名を千葉県知

事に提出した｡提出署名の累計は17万2019

人分に達した｡署名のあて先は県知事と関係

4市(市川市､船橋市､浦安市、習志野市)の

市長である。

野鳥観察などの環境学

習をすすめたり、，情報を

発信したりしている」

７団体はこう要望し

た。

「葛西三枚洲は、地元

の江戸川区長と都知事

が積極的なので、今年

開催されるラムサール条

約締約国会議で登録で

きそうだ｡野鳥の飛来数

は葛西二枚洲よりも三番

瀬のほうが多い｡三番瀬

も登録できるよう動いて

ほしい」

「船》僑市漁協は三番瀬

の埋め立てに賛成し､漁

ラムサール条約登録への協力を求める要望書を担当の環境政策課長(左）
に手渡す三番瀬を守る署名ネットワークの田久保晴孝代表＝１月１２日、船
橘｢'7役所本庁舎で
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のに、野鳥が干潟や浅瀬に飛来することがで

きない。そういうことも起きていた。

そこで､７団体は利用ルールづくりを県や船

橋市にもとめた｡2016年以降､船橋市と3回話

しあった｡最初､船橋市は利用ルールの制度

化に否定的であった。そこで７団体は明石海

岸における人身事故の例をあげて危険行為

を禁止するよう申し入れた。

兵庫県明石市の人工砂浜陥没で女児が生

き埋めになって死亡した事故である。この事

故では､人工砂浜を管理している国士交通省

と明石市の職員４人が業務上過失致死罪に

問われて有罪となった｡４人の職員は懲戒免

職である｡そのような事態がおこらないようにし

てほしい､と申し入れた｡その結果､ルール化

が実現した。

業補償金をもらって漁業権を全面放棄した。

ところが埋め立てが中止になったので、その

後は1年更新の短期免許で漁業をつづけて

いる。それなのに漁協が同意しないからラム

サール条約に登録できないというのはおかし

い」

「有明海の荒尾干潟は､地元の荒尾市が積

極的に動いたためにラムサール条約に議録さ

れた｡市が荒尾漁協を説得した｡2016年12月

に法政大学で開かれたラムサール条約のシン

ポジウムでは､荒尾漁協の組合長さんも報告

し､『ラムサール条約に登録されたからといっ

て漁業関係のトラブルはおきていない。逆に

登録のおかげで活発な動きができるようにな

ったので喜んでいる』と話された｡登録は荒尾

市の観光振興にも役だっている｡ぜひ荒尾干

潟を視察し､荒尾市に話を聞いてほしい」

今後も話しあいをつづけることになった。
田「看板を３月末までに設置する」

と同答

田利用ルールを実現
その後、モーターパラグライダーは飛ばなく

なった。しかし､ラジコン機を飛ばしたり、ゴル

フをしたりしている人がいる。犬の放し飼いも

みられる。その原因のひとつは、利用ルール

を掲載した看板が現地に設置されていないこ

とである。

そこで、１月１２日の話しあいで看板の設置

をもとめた｡担当の商工振興課長はこう答え

た。

「海浜公園前の三番瀬は船橋市と市川市

が共同で管理している｡利用ルールを周知す

る看板は昨年中に設置したかった。しかし､市

川市との協議に時間がかかったので遅れてい

る。やっと市川市の了解を得たので､とりあえ

ず2カ所に看板を設置することにした。これか

ら事務手続きをすすめ、３月末までに設簡す

る予定だ｡費用は市川市と折半になる」

７団体は看板設置後の様子をみることにし

ている。

三番瀬では、ふなばし三番瀬海浜公園前

の利用ルール化が実現した｡船橋市と市川市

が共同で管理している区域について､船橋市

が｢利用に関する行政指導指針｣を制定し､昨

年７月１日に施行したからである。

行政指導指針ではこんな行為を禁止してい

る｡①花火､たき火､バーベキューなど火気を

用いること。②ゴルフ、ドローン､ラジコン機、

モーターパラグライダー､カイトサーフィン､水

上オートバイの使用、犬の放し飼いなど､他の

利用者の身体に危害をおよぼすおそれのあ

る行為をすること。

三番瀬は利用ルールのないことが問題にな

っていた。水上オートバイ、モーターパラグラ

イダー、ゴルフなどの危険な行為がやりたい

放題になっていた｡そのため、潮干狩りなどの

利用客は危険にさらされていた。モーターパ

ラグライダーなどによって野鳥が追い散らされ

ることもあった。日本有数の渡り鳥の飛来地な
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民紫運動の多くは歴史に残らない
～干潟保全運動を事例に～

中山敏則
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民衆運動の多くは歴史に残らない｡あるいは虚構化されたり、改ざんされたりする－゜

こうしたことはざらにある｡干潟保全運動も例外ではない｡東京湾の盤洲干潟､谷津干潟、

三番瀬､そして名古屋の藤前干潟を具体的にあげて､民衆運動(埋め立て反対運動)の

抹殺や歪曲などを書かせていただく。

埋め立て反対運動によって残った東京湾の干潟

＊盤洲干潟は奇跡的に

残ったのではない

ばんず おびっがわ

盤洲干潟('｣､榧)||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

質自然干潟である。

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。１０分の１

以下に減ったのである。現在

は､まとまった干潟は千葉県

側の盤洲干潟と三番瀬に残

るのみとなった。

千葉県は東京湾内湾の千

橋市習志野市

驫涛三谷津干潟
橋市習志野市

驫涛三谷津干潟

鶴

ifrjIl

F
東京都

､籔莱､籔莱
竹

三番瀬浦安市浦安市

千鱸港千鱸港

蟹i曇i零i:“蟹i曇i零i:“

立て計画が中止になった｡三番瀬は埋め立て

計画が凍結された｡盤洲干潟が残ったのはこ

うした運動の成果である。

東京湾の干潟に関する書籍は数多く出版

されている。だが、盤洲干潟の埋め立て反対

運動にふれたものは皆無にちかい。

たとえば加藤真著『日本の渚｣(岩波新書、

1999年)である。同書は盤洲干潟の自然の豊

かさを紹介し､こう記している。
けんそう

《ここには､都会の喧騒からｶｷﾞ放された河口

潟や浅瀬をすべて埋め立てる計画を策定し

た｡盤洲干潟も三番瀬も埋め立てる予定であ

った。しかし干葉では1971年以降､干潟にか

かわる自然保護団体が次々と発足した。「東

京湾をこれ以上埋め立てるな｣｢干潟を守ろう」

を合言葉に、埋め立て反対運動を旺盛にくり

ひろげた。

1972年８月、「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

が採択された。これによって盤洲干潟は埋め

ＪＡＷＡＮ通信No.1222018.2.201４



ろ｣である。「谷津干潟をたったひとりで守った

森田三郎氏の孤独な闘い｣を描いた。

ドラマのあらすじはこうである。

《大量のゴミを一人で拾い続け､再生不能と

言われた干潟をよみがえらせた男がいた。世

論を動かし行政の埋め立て計画を撤回させ

た。１０年にわたる孤独な闘いを描く》

森田氏が谷津干潟の保全に大きな役割を

はたしたことは事実である。しかし、「たったひ

とりで｣とか｢孤独な闘い｣というのは､事実とま

ったくちがう。まっかなウソである。

前述のように、「千葉の干潟を守る会」「千

葉県野鳥の会｣などの自然保護団体や市民

団体、市民も谷津干潟保全に大きな貢献をし

た｡そもそも、この干潟を｢谷津干潟｣と命名し

たのは｢千葉の干潟を守る会｣である。ドラマ

は､そのような自然保護団体や市民団体､市

民の奮闘をまったく無視した｡そればかりか、

自然保護団体などは干潟の保全に消極的で

あったかのように描いた。

さらに、谷津干潟にゴミを捨てたのはすべ

て習志野市民とし、市民が"悪者',であったか

のように描いた。しかし､じっさいは､谷津干潟

でいちばん多かったのは谷津遊園のゴミであ

る｡谷津遊園は谷津干潟の隣接地で営業して

いた大型レジャー施設である。２番目に多か

ったのは東京湾からの漂流ゴミである。一般

市民が捨てるゴミは比較的少なかった。

谷津干潟の保全運動にかかわった市民団
こっけい

体のメンバーは｢滑稽な}ごラマ｣などと言い､あ

きれかえった｡運動にかかわった市民からもド

ラマに批判の声があがった｡そこで、「千葉の

干潟を守る会｣のメンバーが中心となり、パン

フレット『谷津干潟はこうして残った』を緊急に

発行した｡わたしもパンフの作成に深くかかわ

った。

また、「千葉の干潟を守る会｣などのホーム
ねっぞう

ページで事実をし､くつも示し、ドラマに握造や

歪曲が多いことをきびしく批判した｡そのため

だと思う。シリーズ｢たったひとりの反乱|の放

の静けさと生物のざわめきが残っており、そ

こが東京湾の一画であることを忘れさせるよ

うな場所だ｡》

ところが､盤洲干潟が埋め立て反対運動に

よって残ったことはまったくふれない｡盤洲干

潟は｢奇跡的に残っている｣と記している｡これ

は大まちがいである｡盤洲干潟は奇跡的に残

ったのではない｡埋め立て反対の市民運動に

よって残ったのである｡この本も民衆運動を歴

史から消し去っている。

傘｢ひとりで谷津干潟を守った｣はウソ

～ＮＨＫ｢たったひとりの反乱｣～

谷津干潟は習志野市の埋め立て地のなか

にある。面積は約40haである。谷津干潟は大

蔵省所管の国有地であった｡そのため、公有

水面埋立法では埋め立てることができなかっ

た。周囲の埋め立てによって長方形の干潟と

して残った。

その後、習志野市が谷津干潟を埋め立てる

計画を打ちあげた｡住宅用地などの造成が目

的である。そこで、「千葉の干潟を守る会｣や

｢千葉県野鳥の会」（当時は日本野鳥の会千

葉支部)、袖ヶ浦団地住民を中心とする習志

野市民などが共同で大規模な埋め立て反対

運動をくりひろげた。

袖ヶ浦団地は谷津干潟の近くにある。この

団地では｢埋立反対｣のポスターが3000戸の

窓に吊された。ポスターには埋め立て反対-の

シンボルとして｢寄り目のハゲ坊主｣が描かれ

た。「寄り目のハゲ坊主｣は、1976年に千葉市

でひらかれた第２回全国干潟シンポジウムの

シンボルマークになった。

こうした運動の結果､習志野市は1984年に

埋め立て計画を断念した。1993年､谷津干潟

はラムサーノレ条約湿地に指定された。干潟と

しては日本初のラムサーノレ条約登録である。

2009年１２月８日、ＮＨＫテレビのシリーズ

｢たったひとりの反乱｣が谷津干潟をとりあげ

た。タイトルは｢ヘドロの干潟をよみがえらせ

ＪＡＷＡＮ通信No.1２２２０１８．２．２０ 1５
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Ⅱ 袖ヶ浦団地では3000戸の窓に｢埋立反対｣の

ポスターが吊された｡下はポスターに描かれ

た｢寄り目のハゲ坊主」浮噌

干潟(駒の埋立をストップさせよう

曇

｝毎はみんなのもの

まったく同感である。

脚本家のジェームス三木氏はドラマについ

てこうのべている。

《いうまでもなくドラマは虚構であり、やらせで

あり、嘘である。（中略)つまらない部分を割

愛し､興味深い部分だけを､センセーショナ

ルに伝える。話を面白くするために、あるい

は何らかの意図により、誇張や歪曲が行わ

れる。少しずつ嘘が付け加えられ､やがてＡ

地点で起きてもいないことを､創作して伝え

る。》(ジェームス三木『人間の正体｣中経出

版）

「たったひとりの反乱｣も、そのような意図が

送はそのすぐあとで打ち切りとなった。

そもそも、たったひとりで埋め立てを止める

ことができるという発想がばかげている。「よみ

がえれ！有明訴訟｣の弁護団長をつとめる馬

奈木昭雄弁護士はこうのべている。

《私は､たたかいには集団の力を結集させる

必要があると確信しています｡逆に、－人の

原告･－人の弁護士でたたかうというのは、

失礼を顧みずに言うと、「そんなたたかいは

ナンセンスの極み｣「いまの時代､そんなたた

かい方は冗談の域を超えて､犯罪に近い｣と

思っています。》(松橋隆司編著『弁護士馬

奈木昭雄』合同出版）

ｌ６ ＪＡＷＡＮ通(言 Ｎｏ．１２２２０１８．２．２０



ミエミエだった｡視聴率を重視す

るドラマでは、民衆運動は｢つまら

ない部分｣として省略される。だが

ドキュメンタリードラマはちがう。

事実を歪曲するのならドキュメンタ

リードラマとすべきではない。

￣冨可

へ

～～△
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蕊＊三番瀬を守った運動を無視

～三番瀬環境学習館～

三番瀬は千葉県の船橋･市川

両市の地先に広がる約1800haの

干潟と浅瀬である。

C

－屏八…ツタ両騏肖
印－．

－一二

ふなぱし三番瀬環境学習館

たのぼり旗などの持ちこみは禁止する｣と言っ

た。また､小学校の先生が生徒を引率して三

番瀬を見学するさい、市の教育長は｢三番瀬

の名称は使うな｣と指示した｡船橋市は三番瀬

の名称をいっさい使わなかった｡また､使わせ

ようとしなかった。

ところが2001年９月に埋め立てが中止にな

ったあとは、県も船橋市も三番瀬という名称を

積極的に使うようになった｡船橋市は､三番瀬

を市の観光の目玉のひとつとして位置づける

ようになった｡百八十度の転換である。

船橋市は三番瀬の保全や環境学習に力を

いれるようになった。環境学習館や展望デッ

キも新設した。三番瀬の利用ルールも制定し

てくれた。これらについては高く評価したい。

しかし、三番瀬を残した市民運動を｢三番瀬

のあゆみ｣から抹殺することは容認できない。

1993年３月、千葉県は三番瀬の新たな埋め

立て計画を発表した。三番瀬保全団体は｢こ

れ以上埋めるな｣という運動をはじめた｡署名

を30万集めるなど、埋め立て反対の世論を盛

りあげた。

2001年春の県知事選では三番瀬埋め立て

が最大の争点になった。朝日、読売、毎日の

新聞各紙が選挙中におこなった県民世論調

査では､いずれも｢埋め立て反対｣が過半数を

占めた｡これをみた堂本暁子候補は､選挙戦

の途中で三番瀬埋め立て計画の白紙撤回を

唯一の公約に掲げて当選した。堂本知事は

同年９月、三番瀬埋め立て計画を白紙撤回し

た｡これによって三番瀬は残ることになった。

昨年７月１日、「ふなばし三番瀬環境学習

館｣がオープンした｡船橋市が三番瀬海浜公

園のなかに新設したものである。「知る｣｢考え

る｣｢学ぶ｣の3つのゾーンで構成されている。

三番瀬を一望できる展望デッキも新設され

た｡総事業費は22億5700万円である。

問題は環境学習館の展示内容である。「三

番瀬のあゆみ｣では、埋め立て反対運動によ

って三番瀬が残ったことはまったくふれていな

い。三番瀬の干潟をすべて埋めてしまう計画

があったことも示されていない。

三番瀬保全団体が埋め立て反対の署名を

海浜公園前の砂浜で集めるさい､船橋市はそ

のとりくみを妨害した。「三番瀬の文字が入っ

＊藤前干潟の埋め立て中止をめぐって

昨年､「誰も書けなかった東京都政の真実」

という本がイースト･プレスから出版された｡著

者はジャーナリストの鈴木哲夫氏である。

この本を読んでわが目を疑った｡名古屋の

藤前干潟の埋め立て中止に関する記述にで

ある。当時衆議院議員だった河村たかし氏

(現･名古屋市長)が環境庁を動かして埋め立

てを中止させた、と書いてある。同書はこう記

している。

《(河村氏が)使った手は中央省庁を動かす
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ことだった゜環境庁(現･環境省)に水面下で

強力に働きかけ、同庁が環境徴保護の視点か

らさまざまな調査をするように仕向けて､名古

屋市に計画を断念させる手法だ｡これが奏

功して市は計画を白紙撤回した｡》

河村氏が環境庁を動かしたから埋め立てが

中止になったという記述になっている。

しかし､藤前干潟の埋め立て(ゴミ捨て場を

目的とした人工干潟造成)を中止させた原動

力は｢藤前干潟を守る会｣などによる市民運動

である。同書は、「守る会｣などの運動につい

てはいっさいふれていない。埋め立て反対-運

動を牽引した辻淳夫さんのこともである。

辻淳夫箸『ちどりの叫び、しぎの夢』(東銀

座出版社)によると､藤前干潟の埋め立てを

中止させた原動力はこんな運動であった。

1987年､周辺地域の自然保護11団体が参

加する｢名古屋港の干潟を守る連絡会｣が結

成された｡連絡会はさまざまなとりくみをくりひ

ろげた。わかりやすいパンフレットの作成、烏

の扮装をして街中を歩く｢鳥たちの大行進｣、

子どもたちにも親しまれる絵入りの署名用紙な

どである｡これらは運動を広げる大きな力にな

った。

藤前干潟の保存を求める署名は10万人を

超えた｡署名は､多くの人に藤前干潟のことを

知らせ､ゴミ問題を考えてもらうことにつながっ

た｡署名集めに協力した人は､参加団体以外

に１０００人を超えた｡そして1999年､環境庁が

埋め立てに否定的見解を示したため､名古屋

市は藤前干潟の埋め立てを断念した。

環境庁が藤前干潟の埋め立てを否定した

背景には、1997年４月１４日の諌早湾閉め切り

がある。「ギロチン｣と呼ばれた閉め切りのあ

と、「干潟を守れ｣の声が全国で高まった。こ

のような世論の高まりが環境庁を動かしたので

ある。

四国新聞社編『新瀬戸内海論連鎖の崩

壊｣(四国新聞社)はこう書いている。

《(環境庁は)庁内の意思統一を図るととも

に、幹部を名古屋に派遣、計画の変更を求

ｌ８ ＪＡＷＡＮ通ｲ言

め続けた。さらに人工干潟の有効性を検討

するプロジェクトチームを緊急に編成、埋め

立て認可申請前の12月半ば､市が環境保全

策の目玉に掲げていた人工干潟に否定的な

見解を提示した｡結局､これが計画にとどめ

を刺した。

公有水面埋め立て法上の手続きでは､環

境庁が意見を求められるのは認可申請後。

「藤前はこれまでにない異例のケース｣(環境

影響審査室)の裏には､長|埼県諌早湾の干

拓事業を止められなかったことに対する無念

さが見え隠れする。

「諫早の閉め切り後､藤前を二の舞いにす

るなという声が全国から寄せられてきた｣(辻

代表)というように､干潟保全を求める動きは

急速に南まっている｡藤前の阻止は､同庁が

存在意義をアピールするために臨んだ"背

水の陣''でもあった｡》

核心をついた指摘である。

当時、藤前干潟と三番瀬の埋め立て反対

運動は連携をつよめていた｡わたしも藤前干

潟をめぐる動きを注視していた。環境庁が藤

前干潟の埋め立てを否定した背景に｢干潟を

守れ｣という市民運動と世論の高まりがあった

ことはまちがいない｡ひとりの政治家が環境庁

を動かしたから埋め立てが中止になったという

見方は一面的である。

＊

盤洲干潟や谷津干潟、三番瀬､藤前干潟

は､おおぜいの人たちの多年にわたる運動に

よって守られた。しかし､埋め立て中止から何

年もたつと､そうした運動は歴史から抹殺され

たり、歪曲されたりする｡これは民衆運動の多

くにあてはまる。

そういう意味で、運動にかかわる人たちが

運動の記録をきちんと残すことが求められて

いる。運動の側にスポークスマンの役割をは

たす人物も必要である。わたしはその役割を

自身に課しているの
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2018年「干潟・湿地を守る日」キャンペーンのお知らせ

日本湿地ネットワーク(ＪＡＷＡＮ)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」キャンペー

ンは1999年からはじまりました｡みなさんのご協力により2018年で20回目となります。

「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｡全国の湿地保全と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ｄ例年と同様、「干潟･湿地を守る日」

イベントとして観察会や学習会などを各地で開催してくださいますようお願いいたします。

◆キャンペーン実施のさいには、「２０１８干潟･湿地を守る日」宣言文をご利用くださるようお願い

します｡必要に応じて各地の文言を宣言文に追加していただければ幸いです。

◆行事の期間は３月～５月です。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､映画上演などを自由に開催してください｡未加入団体の参加も大歓迎です。

◆参加イベントについては､所定の様式でＪＡＷＡＮ事務局にＥメールでお知らせください。

様式とＥメールアドレスはＪＡＷＡＮのホームページに掲載してあります。

「 、

「２０１８干潟。湿地を守る日」宣言

私たちは､長|埼県の諫早湾が閉め切られた1997年の４月１４日を忘れずに全国の干潟・湿地の

保全にとりくんできました｡４月１４日を｢干潟・湿地を守る日」とするキャンペーンは1999年か

らはじまり、今年で20回目となります。

「ギロチン｣と呼ばれた諫早湾閉め切りのあと、「干潟を守れ｣の声が全国で高まりました。こ

うした世論の後押しを受けて､名古屋市の藤前干潟では1999年に､東京湾の三番瀬では2001年

に埋め立てを中止することができました。

ところが、国（農林水産省）はいまだに諫早湾の潮受け堤防水門を開門しません｡有明海の

環境悪化が続いていて、開門は待ったなしの状態になっているにもかかわらず､です。

全国の干潟・湿地は､その多くが危機にさらされています｡沖縄の辺野古の海はその象徴で

す｡辺野古では､沖縄県民の強い反対にもかかわらず､米軍新基地建設の埋め立て工事を防衛

省が強行しています。

こうした状況のなかで､私たちは､干潟や浅瀬､湿原など、いまある豊かな湿地を後世に残

さなければなりません｡重要湿地をラムサール条約に登録することも大事です。

私たちは､全国各地の干潟・湿地を守るために力をあわせて行動することを宣言します。

追加宣言（各地の宣言を必要に応じ追加してください）

２０１８年４月１４日（日付はイベント日にあわせてください）

日本湿地ネットワーク

｢2018F潟・湿地を守る日」参加者一同
ノＬ
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2018干潟｡湿地を守る日ＪＡＷＡＮ総会・ヨソポプウム

回 国｡【咽
今日時2018年３月３１日(土）１３:００～１７:００

総会13:００～13:4０ヨソポブウム１４:００～１７:００

＊会場船橋市男女共同参画センター研修室（干葉県船橋市宮本2-1-4船橋ｽｶｲビル1階）

ＪＲ船橋駅から徒歩約15分または京成本線大神宮下駅から徒歩約5分

余資料代500円(学生は無料）

傘講演･報告

◇講演「湿地の恵みを考える」…………………高田雅之さん(法政大学人間環境学部教授）

◇講演「日本に出回るアサリと潮干狩りをめぐる実情
～潮干狩り場で大量にまかれているアサリの産地はどこ?～」

…………………………………………山本茂雄さん(アジアの浅瀬と干潟を守る会）

◇報告「仙台市･蒲生干潟と防潮堤」……………………………熊谷佳二さん(蒲生を守る会）

◇報告「都市の水辺をフィールドとした学習活動」……法政大学人間環境学部高田ゼミ生

◇報告「辺野古埋め立て用土砂搬出阻止のとりくみ」…反辺野古土砂搬出｡首都圏グループ

◇報告「三番瀬の過去･現在･未来」………………………中山敏則さん(三番瀬を守る連絡会）

◇報告「三番瀬のラムサール条約登録をめざして」
………………………………………田久保晴孝さん(三番瀬を守る署名ネットワーク）

◇各地の報告

◇質疑と意見交換

糸日程

○３月３１日(±）１４００～17:００シンポジウム

１７８０～19:００懇親会

○４月１日（日）１０:00～11:４０三番瀬見学

１１:4０現地解散

１１:40～１２４５自由行動

（昼食､三番瀬環境学習館見学など）

余備考

①宿泊先は各自で確保をお願いします

渇斗E塾ｉｆｉＬ
点'鑿醗i墨蕊

京成勤労市民センター

ューポィ
京成船橋駅

夏圖篝壗黛
ｌｉｌ

②三番瀬へのアクセスは路線バスです｡ヨソポ会場でご案内します

③三番瀬見学は三番瀬自然観察会(定例)に合流します

④見学場所は｢ふなばし三番瀬海浜公園｣前の干潟です｡海浜公園Ｉこはレストランが2カ所あります
ふなちゅう

⑤懇親会の会場は鮒忠38橋店です

＊主催日本湿地ネットワーク(JAWAN）

や共催千葉の干潟を守る会／三番瀬を守る会／三番瀬を守る署名ネットワーク／三番瀬を守る連

絡会／千葉県野鳥の会／市川三番瀬を守る会／小櫃川河□･盤洲干潟を守る連絡会／

千葉県自然保護連合

傘問い合わせ先047-472-5324／O90-4019-2616中山､O47-453-4987牛野

２０ ＪＡＷＡＮ通信No.1222018.2.20


