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諫早湾を望む高台で干拓事業について説明する在りし日の山下弘文さん（1999年6月）

撮影：森永幸子
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追悼・山下弘文さん

山下弘文さんを偲んで
文：辻

淳夫（藤前干潟を守る会／日本湿地ネットワーク共同代表）

山下さんの突然の逝去から2ヶ月を過ぎても、

干拓の中止や吉野川可動堰の「白紙化」もある

まだその衝撃だけが生々しくあります。ご家族

けど、多くはお荷物事業の整理で、イメージア

や関係者のみなさまにお悔やみを申し上げ、休

ップだけがねらいのようです。 川辺川ダムや、

むことなくたたかい続けられていた山下さんに

三番瀬埋立を対象にしないことで明らかなよう

ゆっくりお休みくださいと、あらためてご冥福

に、公共事業が無用な財政負担だけでなく、巨

をお祈りいたします。

大な自然破壊をもたらしたことへの反省があり

山下さんは、諫早をはじめ日本の干潟保全活
動の中心として、さらに、理不尽な巨大公共事
業のあり方を変えようとする運動の柱としても、
なくてはならぬ存在でした。

ません。
諫早湾の干拓事業こそ、理不尽な公共事業に
よる環境破壊の象徴です。
「ホロコースト（生物皆殺し）」として、世

誰もが圧倒される弁舌の鋭さと、豪放な明る

界の人々の魂を凍らせた 3 年前の水門締め切り

さでその場にいるみんなを元気づけ、 負けて

の衝撃と傷跡は今も癒されていません。締め切

元々、勝ったらおおごと

られた調整池の水質は悪化の一途をたどり、潮

と、どんなに困難な

状況でも闘志を燃やし、 いつも前向きでした。

受け堤防外の漁場でもタイラギやアサリが全滅

その強烈な印象からは想像しにくいのですが、

し、大浦や島原の漁民自らが、水門開放と干拓

一方で、とても繊細な感覚を持ち、だれにもあ

事業の中止を訴える直接行動に立ち上がってい

たたかい心遣いをされる方でした。文章を作る

ます。

早さ、 的確さは、 あきれるばかりの記憶力と、
緻密な構想力に支えられていたと思います。
藤前のためにも幾度も足を運んでいただき、

山下さんが喝破されていたように、優良農地
の造成と防災という目的の破綻も明らかで、一
刻も早く水門を開放して干潟の復元をはかり、

山下さんと諫早の悲劇なしに、藤前干潟の保全

山下さんが描いていた有明海復活の国家的大実

もなかったのです。その報告にご一緒したコス

験事業にとりかかる時でしょう。

タリカでは、諫早とセマングムの保全をアピー

豊かな有明海と、豊穣ないのちを生み出す子

ルし、韓国、中国、アジアの干潟を調べ歩く夢

宮としての諫早湾に見せられ、ムツゴロウをは

をもち、まずは韓国の干潟調査に力をいれてお

じめ幾億のいのちの代弁者として、諫早湾の漁

られたところでした。

民とともにたたかい、子どもたちの未来を見て

今こそ、山下さんがいたらと誰もが思うのは、
政府与党の「公共事業の見直し」です。中の海

1998年12月国際湿地シンポジウム藤前での山下さん
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いた山下さん、同じ思いの人々と力を合わせて、
ご遺志を果たしたいと思います。

2000年4月、諫早湾白浜桟橋にて

撮影：森永幸子
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山下弘文さんの思い出
●牛野くみ子

山下さんと話すのは、さまざまな行事でJAWAN
の後援をもらうときに電話をするときくらいだった。
そうすると、元気な声で、あまり内容も聞かずに、

（JAWAN運営委員／千葉の干潟を守る会副代表）

「ああ、いいですよ」と、すぐに明るい声がかえっ
てきた。

私は日本湿地ネットワーク（JAWAN）の運営委

元気で、おおらかで、おおまかで、焼酎が好きで

員の一人だが、まだ1年生。ほかの人ほど山下さん

…。夜の会合などは、その日のうちには帰れず、「も

とのつながりが多いわけでない。

うあと何分で明日になってしまう」と、眠い眼をこ

その中でもすぐに思い出されるのは、4年ほど前
だったか、山下さんに「こんにちは」と挨拶をした

すりながら話を聞いていたものだ。
三番瀬に関して「一坪だって埋め立ててはいけな

ら、「ああ、石川さんの奥さん」と言われたことだ。

い。これは闘いなんだ」と言っていた元気印の山下

それで「違いますよ」と言ったら、「そうだ!

さんの遺志を継いでいきたい。

大浜

さんの奥さんだ」と言われた。やっと「牛野さん」

諫早の水門を2年以内に絶対開けさせると言って

と思い出すのに時間がかかったが、その時の顔が、

いた山下さん。何でそんなに早くあちらに行ってし

「本当に申し訳ないことした」と、顔をクシャクシ

まったんですか。

ャにしたことだった。案外シャイだなと思った。

生態系保護に力
――山下弘文さんを悼む
●前田些代子（大手の浜なぎさの会代表）

（2000年7月）

分かりません」と言われた時、山下さんは「僕は高
知大学を卒業しています。だから高知県の事は良く
知っていますよ」と、あの時の笑顔や、またその中
で何を言われても即座に対応できる知識にも私はお
どろきました。サンゴを移植する県のお話の中で、
鈴木マギーさんが「サンゴは盆栽ではありません」

日本湿地ネットワーク（JAWAN）代表・山下弘
文さんの訃報をお聞きし、ただおどろき、後の言葉
が出ませんでした。「うそでしょう」と奥さんとお
話ししながら後から後から涙がこみ上げてきました。

と言った時は、県の方も参加していた私たちも、ど
っと笑い、なごやかな雰囲気になりました。
九州での「海・山・河を守る九州住民会議」や大
手の浜の「環境と生態を守る集会」、各省庁への陳

「あしたアメリカに行くので眼科に行ってきたよ。帰

情交渉、 北海道で行われた「 NGO フォーラム in 釧

ったら東京に飛ばなければならないから」と電話で

路」に参加し、多くの方々に大手の浜をアピールす

の会話が最後の言葉になろうとは……。人生は無常

ることが出来ました。

とは言いながらも、かくも悲しいことが起ころうと
は夢にも思いませんでした。

いろいろと苦しい保護運動の中でどれだけ励まし
助けて下さった事だろうか？「苦しい運動だから、

「大手の浜なぎさの会」もJAWANに加盟し、大

楽しくしなければ、運動は続けてゆくことは出来な

手の浜の生態系保護に積極的に取り組んで下さいま

いよ」と、いつも力強く話して下さった笑顔が走馬

した。大手の浜のサンゴ群集の観察も鈴木マギーさ

燈のごとく思い出され、胸があつくなります。

んとともに山下さんは、スノーケルをして下さって

平成10年、世界的なゴールドマン賞をいただいた

「人工構造物『テトラポッド』に付いているサンゴ

時の山下さん、どれだけ嬉しかったことだろう。
「先

もある。このテトラポッドを何年に据え付けたかを

生おめでとう、日本円にしていくらですか？」「へ

調べれば、サンゴの成長度も解り、良い研究材料に

へへ、わずかなものよ」と話した時の声が耳もとに

なるよ」など、にこにこ笑って教えて下さいました。

残り、なつかしくなります。諫早湾干拓反対で先頭

また手結港（マリーナ）公有水面埋立願書に係わ

に立ち、ずいぶんと苦しい運動を続けておられたこ

るアセスメントに対する意見書を、12ページにわた

とでしょう。山下さんの遺志を無にすることなく、

り書いていただき、県港湾課に熊本一規先生、鈴木

ラムサール条約を積極的に推進してゆかなければな

マギーさん、斉藤護弁護士さん始め会員10名と意見

らないと思いながら……。山下さんのご冥福を心か

書を提出した時も、県港湾課の方が「県外の方には

らお祈り致します。
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山下さんの写真
●鈴木マギー（日本湿地ネットワーク）

皆さんも、山下さんの写真を持っていると思います。
私は特に写真を取るのはうまくないのですが、日本
語の文書もうまくないので、写真で一緒に山下さん
を思い出しましょう。

山下さん（右）と諫早湾の干潟と漁業の写真を取った富永
健司さん
（左）。初めて諫早へ行ったとき、「運動はほとん
どぼくたち2人でやっているよ」と山下さんが言いました。

日本湿地ネットワークが誕生した1991年の国際干潟シン
ポジウムでの山下さん。準備には、奥さんの八千代さん
と、息子さんも手伝っていただいたことを思い出します。

そのころの諫早の干潟。沖にはなにも見えないのがポイントです。
山下さんの活動は諫早湾に留まらず、全国的に
問題になっている場所を見つけて、 JAWAN と
いう全国ネットワークの力を利用するように努
力しました。 この写真は高知県の大手の浜で、
山下さん、私、現地のサポータと詩人の前田些
代子さんです。

1993年のラムサール釧路会議の前に、大津でプレ会議があ
り、 海外の NGO の代表と日本の NGO 代表が釧路会議でど
んな役割を果たせるかについて話し合いをしました。JAWAN
の山下さん、堀さん、その時福岡で住んでいたニアル・モ
ーズさんなどの方が参加しました。その結果、釧路会議で
はラムサールの歴史の中で初めて、 現地の市民運動・草の
根運動をしているNGOの積極的な参加がありました。

ギロチンが落ちた後の山下さんは、全国から公共事業問
題についてのスピーカーとして呼ばれました。写真は長
良川デーで、多分1997年の秋でしょう。このようなシ
ンポにいくつ参加しましたでしょうか、山下さん。ちょ
っとやせているのね。
1998年、ゴールドマン賞を受けたときの写真。ワシントンのナショナル・
ジオグラフィク協会ビル前です。ここで挨拶をしました。大拍手でした。
山下さんはアメリカですごい人気者でした、英語ができなくても。
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諫早湾干拓事業見直しの緊急要請
日本湿地ネットワーク
代表

辻

淳夫

自民党が打ち出した公共事業の見直しは、中の海干拓事業の中止や、吉野川可動堰の「白紙」
化など、大きな意味のあるものもあるが、その多くは既に事実上停止している事業であり、真
の見直しとは到底言えない。
公共事業が無用な財政負担だけでなく、巨大な自然破壊をともなったことへの反省が無く、大
きな環境破壊を進行させつつある諫早湾干拓や、その恐れが強い川辺川ダム、東京湾三番瀬埋
立事業などを対象にしないのは問題である。
真っ先に見直すべきは、日本の理不尽な公共事業の象徴と言うべき諫早湾の干拓事業である。
事業は進行中だが、優良農地の造成と防災という目的の破綻は既に明らかであり、一刻も早く
事業を中止し、水門を開放して、湾内の汚れきった水質の改善と干潟の復元を諮るべきであり、
その全体の事業計画の再評価と現実的な代替案の検討を進めるべきである。
1997年4月14日の水門締め切りは、世界の心ある人々の魂を凍らせた「ホロコースト（生物皆
殺し）」であり、その衝撃と深い傷跡は今も癒されることなく、生々しい。そして、それから3
年、締め切られた調整池の水質は悪化の一途をたどり、潮受け堤防外の諫早湾の漁場ではタイ
ラギやアサリの全滅など、深刻な漁業被害が広がり、ついには大浦や島原の漁民自らが、水門
開放と干拓事業の中止を訴える、直接行動に立ち上がっている。
豊かな有明海と、その豊穣ないのちを生み出す子宮としての諫早湾に魅せられ、ムツゴロウ
をはじめ幾億のいのちの代弁者として、30年にわたる活動を続けてきた、諫早干潟緊急救済本
部と日本湿地ネットワークの代表であった山下弘文氏は、諫早の開放が近いことを予告しなが
ら、7月21日に急逝された。
私たち、日本湿地ネットワークは、山下さんの遺志をついで、賛同する団体個人とともに、以
下を要請します。
1．国営諫早湾干拓事業を、緊急に見直す公共事業の対象にすること。
2．諫早湾潮受け堤防の水門を開放し、事業の見直しによる代替策の検討がすむまで、事業を中
止または凍結すること。
以上

◆「諫早湾干拓事業見直し緊急要請」への賛同のお願い◆
日本湿地ネットワークでは「諫早湾干拓事業見直し緊急要請」への賛同団体・個人を募集しています。要請
文は賛同団体名を添えて、内閣総理大臣、関係閣僚、衆参両院議長、各政党代表に対して提出する予定です。
ご賛同いただける場合は、下記の連絡先まで、団体名（または個人名）、住所をお知らせください。また賛
同募集の呼びかけにご協力いただける方には、賛同署名用紙をお送りいたしますのでご請求ください。
●連絡先：日本湿地ネットワーク東京事務所
TEL/FAX 042-583-6365
●締

〒191-0052 東京都日野市東豊田3-18-1-105

柏木 実 方

E-mail TAE04312@nifty.ne.jp

切：2000年11月10日（予定）
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〜れ
めんそ

国際湿地シンポジウム in 沖縄

●主催：日本湿地ネットワーク（JAWAN）
●主管：国際湿地シンポジウム沖縄実行委員会
●日時： 2000 年10 月14 日（土）、
15 日（日） ●開催地：沖縄県沖縄市
日本湿地ネットワーク（JAWAN）では、湿地保
全を求める運動の一つとして、1991年の設立以来、

ます。
私たちは、このシンポジウムを、泡瀬干潟を特徴

ほぼ毎年、各地の湿地保護団体と協力して、国際湿

づける海草藻場の価値を再認識し、問題となってい

地シンポジウムを開催しています。今年はそのシン

る環境アセスメントを再考する場と位置づけます。

ポジウムを、沖縄で開催することになりました。国

そして、国内外の専門家を招いて、わが国における

際シンポ実行委員会では、主幹団体として以下のよ

海草藻場の保全問題に焦点をあてたいと思います。

うな趣旨をもって、シンポジウムを開催します。
このシンポジウムでは、開催地である沖縄での干

また、一つ一つの湿地は地球規模でつながってい
ることを、ハマシギを例にあらためて確認します。

潟の現状と保全のための課題について議論を深める

目の前にある身近な干潟を地球規模で見つめなおす

とともに、現在JAWANが取り組んでいる「国際協

ことは、沖縄島最大のシギ・チドリの渡来地である

力によるハマシギの調査研究」について、その意義

泡瀬干潟をあらためて評価することにつながると考

を広く知っていただきたいと考えています。

えます。

沖縄では復帰以後、経済振興の目的で、埋立てを

私たちは、これを機会に湿地を守り、共に生きる

含む公共事業が集中しており、次々と湿地が姿を消

人々の輪をさらに広げていきたいと希望していま

しています。特に沖縄島中南部における干潟の消失

す。

は著しく、このままでは、ラムサ-ル条約登録地の漫
湖など一部を残して完全に消滅しそうな勢いにあり
ます。
泡瀬干潟は、沖縄島中部中城湾にあり、沖縄島に
現存する最大規模の干潟です。この干潟には、泥・
砂・サンゴ礫の干潟から海草（うみくさ）藻場まで
一連の自然環境が残っています。いうまでもなく、
生物多様性が高く、絶滅を危惧されている生き物が
数多く生息しています。そしてシギ・チドリなどの
渡り性水鳥の沖縄島で最大の渡来地です。
ところが泡瀬干潟にも、現在、埋立て事業が進行
中であり、手続きのうえでは問題がないとし、今年
の暮れにも埋立てが開始されようとしています。し
かし私たちは、泡瀬干潟の価値については、十分に
検討されておらず、正当に評価されていないと考え
ています。このことは単なる手続き上の問題以上に、
本質的なことが含まれています。
ハマシギは小型のシギで、北半球に広く分布して
います。ロシア北極圏やアラスカで繁殖し、日本・
韓国・中国などで越冬します。ハマシギはいわゆる
絶滅に瀕している種ではないため、今まであまり注
目されることの少なかった渡り鳥です。しかし近年
個体数の減少が報告されており、このことは世界的
な規模での環境悪化を示していると思われます。
個体数も多く、広い分布域を持つハマシギの現状
を把握することは、多くの人々、そして多くの国や
地域の参加協力が必要不可欠となります。このよう
な国際協力によるハマシギの調査研究は、今後の地
球規模での湿地保全のあり方のモデルケースとなり
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なお、この国際湿地シンポは平成12年度環境事業
団地球環境基金の助成を受けて実施されます。

プログラム（予定）
10 月 14 日（土）
●エクスカーション〈泡瀬〉12:00〜15:00
バードウォッチング／干潟・藻場探索
マイクロバス遊覧（中城湾埋立地展望、地元案内）
●プレシンポジウム 16:00〜18:00
〈沖縄市農民研修センター〉
1．あいさつ
2．泡瀬干潟に対する思い・感想
◆マーク・フォンセカ（NOAA・USA）ほか
3．沖縄における干潟・藻場の現状
◆香村 真徳（琉球大名誉教授）
４．各地の報告
●交流会 19:00〜21:00
……………………………………
10 月 15 日（日）
●シンポジウム 9:00〜15:00〈沖縄市農民研修センター〉
午前の部 9:00〜11:30
1．日本の渚（仮題）◆加藤 真（京都大）
2．アメリカにおける海草藻場の保全とミチゲーショ
ンの問題点（仮題）◆マーク・フォンセカ
3．質疑応答
午後の部 12:30〜15:00
1．市民が参加する日米ハマシギ調査―湿地保護にお
けるシギ・チドリ調査の意義― ◆ JAWAN
２.泡瀬干潟のアセスメントの問題について
３.日本におけるアセスメントの問題点と動向
◆原科幸彦（東京工業大）
４.干潟・藻場保全に対する環境庁の取り組み
◆環境庁（交渉中）
５.質疑応答
６.沖縄宣言
７.閉会

国が事業者である埋立と
公有水面埋立法における環境庁長官意見
―― 8 月 1 日付け朝日新聞記事
「国の埋め立て事業に環境庁、点検機会失う」を読んで
文：堀

良一（博多湾市民の会）

「国の埋め立て事業に環境庁、点検機会失う」と
いう見出しの8月1日付け朝日新聞記事が、大きな反
響を呼んでいます。記事は、「通知行政」として行
われていた環境庁長官意見の手続が、環境庁に相談
もなく廃止されたというものです。
そうだとすれば、さっそく沖縄の泡瀬干潟埋立計画
に反対する運動などに大きな悪影響が生じてきます。
同時に、この記事はいろんな疑問も巻き起こして
います。

沖縄・泡瀬干潟

もともと埋立や干拓は公有水面埋立法で手続が定
められているのに、どうして「通知」だけの廃止で、

おける免許制度を定めています。

こんなことになるのか、国の埋立だけを特別扱いに

免許制度というのは、法律の世界では、一般に禁

できるような法律上の根拠があるのだろうか、など

止されている行為について、その禁止を解除する制

といったものです。

度というように説明されています。例えば、自動車

実はこの問題は、公有水面埋立法という法律の本

の運転という危険な行為は、だれでもできるもので

質を浮き彫りにしています。この法律は、そもそも

はなく、試験に合格した人だけが許されるというの

国の行う埋立を特別視していますし、それはこの法

が免許制度です。川や海、湖、沼などの埋立は、原

律の基本構造から発しています。

則として禁止され、免許を受けた場合にのみ許され

公有水面埋立法という悪法について議論して、こ

るというのが公水法の考え方です。

れにかわるべき制度を求めていくような運動を検討

事業者は埋立免許を得ることによって、埋立や干

するよい機会だと思いますので、基本的なところか

拓を行って土地を造成する権利を持ちます。そして、

ら、少し文章にまとめてみました。

埋立が完了して竣工認可を得たときに、埋め立てて

理解の不正確なところやわたしが誤解していると
ころも少なくないかもしれません。間違っていると
ころは、どんどん訂正していただければ幸いです。

造成した土地についての所有権を取得することにな
るというのが、公水法のしくみです。
したがって、そもそも公水法は埋立による土地造

そういう議論のなかから、認識を共有し、よりよい

成を前提にした法律です。想定されているのは民間

方向を目指していきましょう。

の事業者による埋立や干拓です。それを国が管理し
て秩序あるものにしようとする一種の土地造成法と

1．公有水面埋立法とはどのような法律か

でもいうべきものです。
それでは、埋立の免許というのは、誰がどのよう

ご承知のように、川や海、湖、沼などの埋立や干
拓を行う場合には、公有水面埋立法（以下、「公水
法」と略します）の手続が必要です。
この法律は、大正10年（1920年）に制定された大

な根拠に基づいて行うのでしょうか。
川や海、湖、沼などは、公有水面という言葉に表
されるように、国がその支配権を持っているという
のが公水法の前提になっています。公式見解では、

変古い法律で、下位の法規である同法施行令や施行

「公有水面に対する国の支配権は、それを公支配権

規則および関連通達類と一体となって、埋立や干拓

とよぶかどうかは別として、公有水面を直接排他的
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に支配し管理する権能である」として、「この支配
権は、埋立をなす権能を包含するものである」とい
うのが国の立場です。（昭和28年12月5日
一発第108号

法制局

港湾局長あて法制局第一部長回答）
。

したがって、国が支配している川や海、湖、沼は、

そして、免許の手続は次のようにして行われます。
（1）手続の原則型
【免許出願】
埋立の免許を得ようとする事業者は、都道府県知

民間は勝手に埋め立ててはならず、そもそも埋立を

事（港湾管理者の長）に、埋立免許の出願書類を提

する権限は国がもっているものだから、国が免許を

出します。この書類は、施工区域・期間、や埋立地

与えて許可した場合にだけ埋立ができる、というの

の用途、資金計画書などの書類や図面から構成され

が公水法の立場ということになります。

ています。書類の中には、「環境保全に関し講じる

重要なことは、この国の支配権は、誰のために、

措置を記載した図書」というものも入れなければい

何のために、どういう理念に基づいているのか、と

けないことが政令で定められています。先に述べた

いう大切な部分についての説明が公水法には全くな

環境保全の措置を接ぎ木したというものの一つです。

い、 ということです。 ここに土地造成法としての

実際には、これまで環境影響評価要綱に基づく環境

性格が端的に現れています。 サンフランシスコ湾

影響評価書をこの政令の図書として添付してきまし

の管理計画にみられるように、 埋立は一体となっ

た。もともと、環境保全とは言ってみても、言葉だ

た水系に害を与えるので原則的にやってはならず、

けで、その具体的な基準や理念が定めれておらず、

許されるのは例外的な場合だけだ、 というような

しかもアセスメントとは呼べない手続で作成された

湿地保全を大前提にする、 という理念はまったく

評価書が添付されるだけですから、この書類が添付

ありません。

されることは、乱開発の歯止めとしては全く機能し

そうした公水法も、1973年に若干の環境保全的な
改正が行われています。埋立免許の出願書類に環境
へ配慮したことを示す書類が加えられたことや、今

ませんでした。
【出願後の手続】
a（3週間の縦覧）免許の出願を受けた知事は、そ

回問題になっている環境庁長官意見などが新たに付

の旨を告示して、出願書類を3週間の間、「公衆の縦

け加えられたものです。しかし、所詮は湿地保全の

覧」といって、人々が閲覧できるようにしなければ

理念が全くなかった時代の、民間の埋立による土地

なりません。これも告示が本当に世間の人々が知り

造成を秩序あるものにすることだけを目的にした法

うるような方法で行われない点や、閲覧の場所や便

律に接ぎ木したものにすぎません。実際、これまで

宜が不十分などの点で、到底、満足できるような運

にわたしたちはこの公水法の厚い壁をうち破るのに

用がなされていませんでした。

大変な苦労を重ねてきました。
基本的には公水法は廃止すべき法律です。そして、

b（利害関係者の意見書）3週間の縦覧期間が終わ
るまでの間に、埋立や干拓に関する利害関係者は都

湿地保全法のような湿地保全の目的を明確にし、そ

道府県知事（港湾管理者の長）に意見書を提出でき

の理念から埋立や干拓を規制するという仕組みをも

ます。これも意見の言いっぱなしで、事業者や都道

った、180度発想を転換した法律をもってその役割

府県知事の回答はありません。当然、それ以上に議

を交代させなければならないと思います。

論の積み重ねもありません。ただ、免許の参考意見
にされるだけです。

2．埋立免許の手続の流れと環境庁長官意見

c（地元市町村長の意見と議会の議決）都道府県
知事（港湾管理者の長）は、公衆の縦覧の手続をす

公有水面は国が支配し管理しているというのが公

ると同時に、期間を定めて、地元市町村長の意見を

水法の前提ですから、免許を与えるのは本来国のは

求めなければならないとされています。市町村長が

ずです。ところが、公水法は免許を与えるのは都道

意見を述べるときには、議会の同意が必要です。埋

府県知事と定めています。港湾区域については、港

立同意議案と呼ばれるものが議会にかけられます。

湾法58条2項で特別に港湾管理者の長が都道府県知

ただし、同意議案が否決されたからといって、免許

事の代わりに免許を与えるというようになっています。

をする都道府県知事はそれに法的に拘束されて免許

この場合、都道府県知事や港湾管理者の長は国か

できないというものではありません。あくまでも参

ら権限をまかされた、いうように位置づけられてい

考意見としての扱いで、政治的な影響力を持つにす

ます。

ぎません。
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【免許の審査】

3

運輸大臣が甲号港湾として指定する港湾の埋立

こうした手続を経た上で、都道府県知事（港湾管

の免許及乙号港湾として指定する港湾の埋立にし

理者の長）が免許の審査をします。その免許の基準

て其の港湾の利用に著しく影響を及ぼすの虞ある

が公水法に定められています。しかし、その基準は、

ものの免許

「国土利用上適正かつ合理的なること」とか「環境

4

海峡、堀割其の他の狭水道に於ける埋立にして

保全及び災害防止に十分配慮しているか」など、極

航路、潮流、水流若は水深又は艦船の航行碇泊に

めて抽象的です。審査の具体的な手続も決められて

影響を及ほすの虞あるものの免許

いません。そして結果としては、免許証が交付され

5 埋立区域の面積50ヘクタールを超ゆる埋立の免許

るだけで、利害関係人の意見書などへの回答など一

このうち、1999年の改正によって、旧1号と旧2

切示されません。
【結論】

号は削除されました。旧3号、旧4号、旧5号は、そ
れぞれ1号、2号、3号となりました。旧4号と旧5号

これが埋立免許手続の原則型です。環境保全の具

はそのまま新2号と新3号に移行していますが、新1

体的な理念や基準はなく、また、効果的な住民参加

号は、旧3号に「但し港湾施設（港湾法第2条第5項

の手続もありません。免許は極めて権力的、非民主

第2号、第3号、第4号（道路又橋りょうに限る）及

的に行われます。しかも、そもそもが民間の埋立を

第6号に掲ぐるもの限る）の建設又は改良を目的と

念頭に置いた手続ですから、都道府県や港湾管理を

する埋立にして当該港湾施設に係る国の補助金又は

している政令指定市などが行う埋立になると、自分

負担金の交付の決定其の他命令を以て定むる国の支

で自分宛に埋立免許の出願をして審査してもらうと

援がなされたるものに付ては此の限りに在らず」と

いうような自己採点のおかしな手続になります。現

いうようなただし書が加えられています。

在では、むしろ、そうした公共事業による埋立が主流
ですから、手続としてなんの歯止めにもなりません。
（2）主務大臣の認可や環境庁長官が意見を述べる埋立

この結果、平成11年に施行令32条が改正されたこ
とによる変化は、次のように整理できます。
まず、50haを越える埋立は、改正後も常に主務大
臣の認可が必要です。

以上の原則型に対し、一定の種類の埋立に関して

変わったのは、50haを越えない埋立のうち、建設

は、主務大臣の認可が必要になったり、環境庁長官

大臣指定河川とその河口付近などの埋立、甲号港湾

が意見を述べることができるようになっています。

の埋立や乙号港湾の埋立で港湾の利用に著しく影響

全体のなかから主務大臣の認可が必要になる埋立

を及ぼすものであっても、 港湾内の港湾施設の建

が絞られ、さらにその中から環境庁長官が意見を述

設・改良目的で行われる埋立で国の補助金などの支

べることができるものが絞られます。

援がなされているもの、が主務大臣の認可を要しな

【主務大臣の認可が必要になる埋立】
主務大臣は建設大臣または港湾にあっては運輸大
臣を意味します。
主務大臣の認可が必要になる埋立は、公水法47条

いことになります。
ただし、主務大臣の認可という手続は、現在のよ
うな公共事業による埋立が主流になっている時代に
は、乱開発の歯止めとしての機能は期待できません。

1項によって政令で定めるというようになっていま

なぜなら、河川の管理計画や港湾計画ですでに埋立

す。その政令は公有水面埋立法施行令というもので

による開発行為をするかどうかは建設省や運輸省の

す。この施行令32条が主務大臣の認可が必要な埋立

関与の下に決められているわけですから、認可をす

を列挙しています。このうち、どれかに該当すれば、

る主務大臣は公正な第三者ではなく、むしろ推進派

主務大臣の認可が必要になります。
施行令32条は1999年に改正になっています。
旧32条は次のように、1号から5号まで、主務大

に属しているからです。
【環境庁長官の意見を求めなければならない埋立】
公水法47条2項は、主務大臣が認可をする埋立の

臣の認可が必要になる埋立を掲げていました。

うち、政令で定めるものは、主務大臣が認可に際し

1

建設大臣の指定する河川の埋立の免許

て環境庁長官の意見を聞かなければならないという

前号の河川の流域に於ける水面又は其の河川の

ように定めています。

2

河口付近に於ける海面の埋立の免許但し其の河川

ここでも、政令は公有水面埋立法施行令です。32

に著しく影響を及ほすの虞なき埋立に付ては此の

条の2により、次の二つの場合に環境庁長官の意見

限りにあらす

が求められます。
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1

50haを越える埋立

だし、全く何も手続を定めないというのではなく、

2

環境保全上特別の配慮を要する埋立

公水法42条1項は「国において埋立をなさんとする

「環境保全上特別の配慮を要する埋立」というの
は、「鳥類等の生息環境としての干潟等及び景観が
すぐれ、又は地形、地質、植生等が貴重である自然
海浜であって、 特に重要である地域に係る埋立で
15haを越えるもの」などの基準が示されています。
ここで気をつけなければならないことは、環境庁

ときは当該官庁都道府県知事の承認を受くべし」と
定め、免許に代わる承認という手続きを定めています。
その上に立って、公水法42条3項は、この承認手
続きに免許手続を準用しています。
準用される条文は、手続の原則型のところで述べ
たものは全て含まれます。

長官が意見を述べられるのは認可をする主務大臣の
求めに応じてということですから、主務大臣の認可

4．国が事業者である埋立と環境庁長官意見

が必要とされない埋立については、いくら環境保全
上特別の配慮が必要と思われても環境庁長官の意見
は求められない、ということです。

さてそれでは、国が直営で行う埋立の場合、環境
庁長官は意見を述べられるのでしょうか。

まとめると、50haを越える埋立は主務大臣の認可

前述のように、公水法42条1項は、国が直営で行

とその認可に際しての環境庁長官の意見は常に必要

う埋立の場合の免許に代わる承認手続きを定め、同

です。50haを越えない埋立については、まず主務大

条3項はこの承認手続きに準用される免許手続の条

臣の認可を必要とする埋立かどうかの基準をクリア

文を列挙しています。列挙された条文は、免許手続

ーして、さらに環境保全上特別の配慮が必要という

の原則型に関するものは全て含まれますが、主務大

基準をクリアーしなければなりません。

臣の認可や環境庁長官意見を定めた公水法47条の条

公有水面埋立法による乱開発の歯止めが全く期待

文は準用していません。

できない中で、この環境庁長官意見は唯一の希望で

それでは、公水法上、国が直営で行う埋立に認可

す。ただし、その権限は本来、決して大きくありま

手続や環境庁長官意見の手続を結びつけることはで

せん。意見はあくまでも意見であって、許認可の権

きないのでしょうか。もともと、主務大臣の認可手

限を法的に拘束するものではないからです。また、

続きは、国以外の者の埋立を想定して、その免許手

これまで環境庁も、そうした意見の性格からして、

続を都道府県知事（港湾管理者の長）にまかせては

あまり強い意見は述べないように自粛していた節が

いるものの、一定の重要なものについては本来公有

あります。しかし、その大きな転機になったのが、

水面の支配権を持っている国が認可という形で関与

藤前でした。藤前の場合、まだ免許の申請が行われ

して、免許手続を適正にしよう、というのが趣旨な

る前から、環境庁が断固とした姿勢を打ち出し、ゴ

ので、こうした公水法のしくみからすると、支配権

ミ埋立を中止に追い込みました。それも、こうした

を持っている国が行う場合の承認手続きに認可手続

公水法の手続上の権限を背景にして始めて可能だっ

を加えるというのは、本来、論理的ではありません。

たと言えるでしょう。

そして、環境庁長官手続はこの認可手続きを前提と
した付随的な手続という位置づけなので、認可手続

3．国が事業者である埋立と公水法の手続

がない以上、登場しようがありません。
もっとも解釈上は、公水法47条は「本法により都

建設省や運輸省あるいは農林水産省などが直営で

道府県知事の職権に属する事項は政令の定むるとこ

埋立を行う場合は、手続はどうなるのでしょうか。

ろにより主務大臣の認可を受けしむることを得」と

最初に述べたように、公水法は、公有水面につい

いう規定の仕方をしていますから、 公水法 42 条の

ては国が支配権を持っていて、その支配権の中には

「承認」も「都道府県知事の職権」に該当し、政令

埋立をする権限を含む、ということを前提にしてい

によって認可手続を要する埋立に加えることができ

ます。そして、公水法はそのことを前提に、民間の

る、というようになりそうです。しかしながら、施

埋立を念頭に置きながら免許制度を定めたものです。

行令 32 条は「 左に掲げる埋立の免許に付いて

そうすると、公水法上は、もともと埋立の権限をも

は・・・認可を受くべし」と免許に限定しています

っている国が直営でする埋立には免許は不要、とす

から、施行令がこうなっている以上、現行のままで

るのが論理的だということになります。

は、国が直営で行う埋立の場合、認可手続やその認

実際、公水法はそういう立場をとっています。た
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可を前提にした環境庁長官の意見の手続は登場して

こないということになります。

事が述べているように、いわゆる地方分権一括法の

これらは、そもそも公水法のしくみそのものから

施行が根拠になっています。この法律は、地方分権

くる限界で、こうして検討すると、公水法がいかに

を推進するために、これまで通達行政で行われてき

悪法かということがよく分かります。

たような法令に根拠をもたない国の自治体に対する
関与は原則として廃止する方向を打ち出しています。

5．8 月 1 日付け朝日新聞の記事「国の埋め
立て事業に環境庁、点検機会失う」について

そのため、都道府県知事に、公水法上の根拠を持た
ない国が行う埋立の場合の主務大臣への承認（認可）
手続をさせることをやめ、その結果、主務大臣から

さて、こういうように検討してくると、問題にな
っている8月1日付けの朝日新聞記事の内容が分から
なくなってきます。
まず、記事が従来の手続として指摘しているのは、
次のようなものです。

環境庁長官へ意見を求める手続も存在の根拠を失っ
たということです。
法令に根拠を持たない国の自治体への関与が廃止
されたことには、いろいろ議論があると思います。
しかし、いずれにしても、国の行う埋立に従来かか
わっていた環境庁がかかわれなくなったというのは

（1）
事業者である国が都道府県知事に申請する

大変な問題です。先に述べたように、乱開発の歯止

（2）
知事は公有水面埋め立て法を所管する運輸、建

めらしい歯止めのない現行の埋立手続上、極めて弱

設両省の承認を得る
（3）
運輸、建設両省から環境庁に対して意見が求め
られる
（4）
環境庁は環境保全上の意見書を両省に提出し、環
境面でのチェックをする

い手続ではあるけれど、環境庁長官意見の手続は唯
一の希望です。
同時に、今回のことは、公水法という法律が、そ
もそもの仕組みからして、国の行う埋立を特別扱い
することを許容する構造をもった大変な悪法である
ということを改めて教えています。

この手続の流れは、認可と環境庁長官の意見を必
要とする埋立の場合の手続そのものです。

6．新アセス法と公水法

記事は、 こうした手続を、 従来は、「 通知行政」
でやっていたと述べています。

1996年6月に制定された環境影響評価法が1999年

ここで記事が「通知行政」と書いているのは、「通

6月から施行され、それまで環境影響評価実施要綱

達行政」と呼ばれているものを分かりやすく置き換

という通達行政によって行われていた環境アセスメ

えたのでしょう。「通達」というのは行政内部の事

ント制度が、法律上の根拠を得てリニューアルされ

務連絡で、言葉の意味としては「通知」と同じです。

ました。

行政内部では、これまで法律の定めを補充するよう

いろいろと不十分さが指摘されていますが、それ

な意味合いで運用されてきました。わたしたちがよ

でも新アセス法では、従来の手続になかったような

く知っているところでは、日本の環境アセスメント

環境庁の関与が定められています。

制度は、長い間、法律ではなくて閣議決定の「環境

事業者が行った環境影響評価に対しては、従来の

影響評価実施要綱」というものによって行われてき

手続では、主務大臣から求められなければ環境庁長

ましたが、このアセス要綱も一種の通達行政に他な

官は意見を述べられませんでした。しかし、新アセ

りません。

ス法では、環境庁長官が必要に応じて意見を言える

実は、国の行う埋立の場合の主務大臣の承認や環
境庁長官意見を求める手続は、本来、公水法に定め

ことになりました（第23条）
。
このこと自体は、従来の手続からすると前進です。

られていない手続を、通常の手続に準じて行うよう

それでは、環境アセスの手続で環境庁が意見を言え

に、この通達を根拠にして行われていたのです。

るから、その後に続く公水法の手続の中では環境庁

この通達が取りやめになったため、公水法のもと

長官意見を出せなくなってもいいのでしょうか。

もとの法律の規定に戻って、国の行う埋立には、主

わたしは、いくら新アセス法で環境アセスメント

務大臣の認可も、主務大臣から環境庁長官へ意見を

段階での環境庁意見が強化されたといっても、やは

求める手続もいらなくなった、というわけです。

り公水法の手続段階での環境庁長官意見は、新しい

では、なぜ、そのようになったのか。それは、記

公水法に代わる立法ができるまでの間、何とかして
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って環境庁が再考を促すことが可能になりますし、

確保すべきであると思います。
第1に、現在の環境アセスメント手続は、環境問

そうした手続が背後に控えていると、最初の段階で

題の狭い枠内のもので、社会経済的な視点を加えた

も事業者は環境庁の意見をおろそかにできなくなる

アセスメントではありません。公水法の手続は、そ

からです。

ういう社会経済的な観点からの審査に重点が置かれ

7．結

ます。

論

埋立・干拓の必要性に触れた公有水面埋立願書を
閲覧して、社会経済的な視点からもう一度環境保全

以上のように検討すると、わたしは、公水法とい

のあり方を問い直す、という世論の変化もありえま

う悪法は廃止し、これに代えて、湿地保全をはっき

す。そうした世論の変化を踏まえて、もう一度、環

りと理念に掲げた埋立や干拓の規制法を一日も早く

境庁が審査をする、 とりわけ公水法の手続は事業

作るべきだと思います。

の実施直前の手続ですから、 着工間際に環境庁が

さらに、それができるまでの間、今回の措置によ

最終的な審査をする、 ということは、 やはり必要

って国が直営で行う埋立という、諫早の例をみても

です。

分かるように、規模が大きく、しかも、問題の多い

第2に、新アセス法で環境庁が必要に応じて意見

ものが、それ以外の埋立よりも素通りしやすいとい

を述べられるといっても、その効果には制限があり

う状況を放置してはならないと思います。きちんと

ます。つまり、環境庁長官の意見は事業者を法的に

した対処ができるように手当すべきだと思います。

拘束するのではなく、環境庁長官の意見は、あくま

具体的には、施行令32条を改正して、免許手続だ

でも参考意見としての扱いで、それを取り入れるか

けでなく、国が行う埋立の承認手続きにも、主務大

どうかは事業者が決定する、という位置づけになっ

臣の認可と環境庁長官意見の手続が適用できるよう

ているからです。そうすると、環境庁の意見を事業

に働きかけることだと思います。

者が十分に配慮しなかった場合、公水法の手続のな
かで環境庁長官が最終段階での意見を言えることが

たくさんの方が、この問題に関心をもたれること
を願ってやみません。

できれば、この段階で事業者の反省が足りないと言

R E P O R T

日韓共同干潟調査
コーディネーター

ができます。そして、干潟文化班については、降

脇

義重

雨だったので逆に漁師に話を聞く機会が多くあ
り、セマングム地域の漁業の現状や干拓事業に対

8月下旬に韓国干潟に第2次調査に行ってきまし

する漁民の声を聞くことが出来ました。

た。今回は総勢17人で、今までの最大規模の調査

今回の調査は春に続いて夏から秋口にかけての

団となりました。前回に引き続きベントス、水鳥

干潟を調査し、セマングム干拓事業対象地域の生

そして干潟文化の 3 班に分かれての調査になりま

物相と干潟と人間のかかわりを明らかにすること

した。場所は5月と同じセマングム干潟でした。

を目的としました。

今回は初日は晴れていたのですが、それ以降は

受け入れ準備をし、当日は献身的に活動された

降雨のなかでの調査となりました。特にベントス

キム・キョンウォンさんはじめ韓国環境運動連合

調査班は、船を出し 5 月の調査地点の延長で採泥

のみなさん、通訳をしていただいたリー・オンチ

をする計画を立てていたのですが、風雨が激しく

ョルさんとチョン・ウンジュクさん、そして群山

て沖合での調査は出来ませんでした。それでも、

大学日本語学科のみなさんに紙面を借りてお礼申

採取は出来たので結果報告がたのしみです。干潟

します。ありがとうございました。

域でも採取活動をしました。また水鳥班は同一地
点で春に続いて秋口にも調査が出来たので、比較
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なお、次回は今年12月に釜山地域で調査と交流
を実施します。

2000 年 JAWAN ハマシギ・プロジェクト報告
――アラスカでの調査と台湾訪問
文：柏木

実（日本湿地ネットワーク）

JAWANの活動でありながら、情報が伝わってい
ないように思う、という声をいただきました。ハマ
シギプロジェクトは多くの人に関心を持っていただ
いて、ハマシギのフラッグ観察の情報をもらうこと

■アラスカ ノーススロープにおける
ハマシギ共同調査
このプロジェクトの一環として、7月29日から8月

が目的です。 それなのに、 忙しさにかまけて、

13日までアラスカノーススロープのコルビル河口に

JAWANのかたがたにもきちんと報告してこなかっ

おけるハマシギのカラーマーキング調査に参加しま

たようにも思います。JAWAN通信にも、できる限

した。

り報告するようにしようと考えています。
今年度のJAWANハマシギプロジェクトの活動は、

今年は、米国側が内務省魚類野生生物局（FWS）
か ら Dr. Brad Andresと Ms. Heather Johnsonと 、

次のことを行ってきました。7月29日から8月13日

地理調査局（USGS）の Dr. Jonathan Bartの 3人。

までのアラスカノーススロープでのカラーマーキン

日本側は山階鳥類研究所の茂田良光博士、標識調査

グ調査を中心として、5月1日から8日までと8月20

員の真野徹氏、そしてJAWANから私の3人で、合

日から26日までの韓国、9月10日から14日までの台

計6人の小ぢんまりした落ち着いたチームでした。

湾での鳥類調査とハマシギパンフレット作成につい

昨年は不順な天候のために1週間のうち3日しかで

ての事務連絡をやってきました。紙面の都合で、今

きず、4羽しかマークできませんでした。今年、米

回はそのうちアラスカと、台湾のことについてご報

国側は6月の繁殖期からシギ・チドリ類全般の調査

告します。

の一環として個体数調査を始めました。営巣期間中

■プロジェクトの概要

に、コルビル河口と、バローの2箇所で合計30羽に
マーキングをしました。

ハマシギプロジェクトは北極圏でフラッグをつけ

今年の共同調査は昨年より2週間早く、気候も少

たハマシギをできるだけ多くの方々に見つけてもら

し穏やかでした。着いたばかりのときは青々として

うことで、多くのデータをえて、それによって生息

いたツンドラの植物が、帰る前には、黄葉を始めて

地である湿地の保護のためのデータにしようという

いました。3ヶ月しかない北極圏では1週間が温帯の

のが、その活動の目標です。

1ヶ月にあたるとのこと。

活動はハマシギの調査と関心の啓発の二つです。

普通、干潟に集まるシギ・チドリ類は、満潮時に

調査は、北極圏におけるカラーフラッグによるマ

追い上げられて集まる高い場所に網を仕掛けて昼間

ーキングと、渡りの中継地、越冬地におけるマーキ

捕まえるか、干潟にかすみ網を広げておき、夜採餌

ングをした鳥の観察です。

のために動き回る鳥たちを捕まえます。地面の起伏

マーキング調査は、鳥の捕獲をするので、専門家

のほとんどないデルタ地帯では満潮時に集まる場所

に頼らなければなりません。調査のこの部分は、繁

がありません。また、8月はじめにやっと太陽が沈

殖地の研究者が主体です。

むようになるコルビル河口では、真夜中も明るくか

観察は、多くの土地で、多くの人が関心を持って

すみ網は丸見えです。特に成鳥のハマシギは警戒心

探し、観察情報を集めることでよりよい結果が得ら

が強くなかなか捕まりません。鳥たちへのストレス

れます。JAWANの調査活動はこの部分が中心です。

をできるだけ少なくして捕獲するために、金網やか

関心の啓発は、湿地の重要性と、この調査の意義

すみ網の材料などを使って、さまざまな仕掛けを作

を多くの人に理解してもらうことです。このことで、

ったり、鳴き声のテープをMDを使って流して仕掛

よりよい調査結果が得られます。これに関連して行

けに誘い込んだり、網の方向に壁を作って追い込ん

う活動として、今年は、国際湿地シンポジウムと、

だり、捕獲調査はまさに鳥との知恵比べです

韓国語、中国語（繁字）版のパンフレットの発行を
計画しました。

今年の調査期間も最後の3日間は天候が悪く、最
大風速毎時65マイル（秒速28メートル）の強風に加
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えて、雪も降るというブリザードに閉じ込められま

様の相談をしてきました。

した。みんなで力を合わせてやっていても、毎日の

韓国と違って、台湾には1998年のオーストラリア

収穫が1羽、2羽でしたので、ブリザードのこの3日

の踏査で知り合った劉威廷（リュウ・ウェイティン）

間はとても痛手でした。

以外に直接のつながりがまったくないこともあり、

それでも調査期間中に12羽にマーキングすること

地球環境基金の予算で、調査の面で鳥の専門家とし

ができました。したがって、今年は全部で42羽、昨

てかかわってきた山階鳥類研究所の茂田良光さんに

年の分をあわせると46羽になります。私たちは、ア

一緒に行ってもらいました。昨年、今年と、アラス

ラスカの緑色のフラッグと水色のカラーリングをつ

カでの調査に関わり、啓発について台湾のかたがた

けたこれらのハマシギに出会う可能性があることに

とのつなぎをするという協力を申し出てくださった

なります。

からです。

しかし実は、今年は、アラスカだけでなく、ロシ

ちょうど、オーストラリアからフィル・ストロー

ア極東のチュコト半島でも黄緑色のフラッグをハマ

氏（東アジア・オーストラリア地域フライウェイの

シギにつけたのです。ロシア科学アカデミーのエフ

ニュースレター The Tattler

ゲニー・シロエチコフスキー博士たちの踏査に

り、彼と一緒に、台中でシギ・チドリ類のバンディ

JAWANが申請して、WWFの助成金から支援をし

ングを行っているウェイティンに案内をしてもらい

ました。

ました。台湾では、台北、台中、台南、高雄に独立

の編集者）が来てお

ここにいるのはアラスカ・ノーススロープとは別

してあった各地の野鳥学会（野鳥の会）が数年前に

の亜種です。彼らも大変なハプニングに出会いなが

中華民国野鳥学会の傘下に入ったのですが、最近に

ら、約50羽のハマシギに黄緑色のフラッグをつけて

なって連携を取り合って、シギ・チドリ類のフラッ

きました。したがって、私たちが秋の渡りから冬に

グ調査を積極的に行っていこうという動きが出てき

かけて出会う可能性のあるハマシギは100羽近いの

ていました。ちょうど6日から9日までに台北で開か

です。

れたシンポジウムのためにきていたフィル・ストロ

話をアラスカに戻します。今回の成果は他にもあ

ーを案内して、バンダーなどみんなで話し合おうと

りました。ブリザードに閉じ込められたおかげで、

いう計画が進んでいました。ハマシギのこともその

JAWANのハマシギプロジェクトについて、私と共

ためのきっかけになるので、そこに合わせるとよい、

に最後まで残ったバート博士と詳しく話をし、検討

という連絡をもらったので合流することになりまし

する時間ができました。ゴール、目的と、調査の統

た。台湾における今後のフラッグ調査のあり方につ

計的な裏付けについて話をし、かなりはっきりして

いて相談する勉強会で発題をすることで、台湾の湿

きました。こちらで米国西部鳥類モニタリング計画

地の見学の部分は交通費、宿泊費ともすべて彼らの

のウェブサイトに特別調査プロジェクトとして載せ

お世話になりました。

て、観察者を増やそうと提案していただきました。

フラッグパンフレットについてはできるだけ多く

インターネットでデータの報告、アクセスができる

の団体が協力した形で作ってほしいと考えていまし

ことになるかもしれません。

た。帰国の前日、13日に中華民国野鳥学会の主任研

アラスカ北斜面での調査の後、太平洋東海岸のハ

究員リー・ジャンナンさんとお会いして、中華民国

マシギが非繁殖期を過ごすオーシャンショアーズで、

野鳥学会として出してくださることになり、全部の

魚類野生生物局保全研修センター主催の「シギ・チ

野鳥学会が協力する形が得られたと思います。10月

ドリ類の生態学と管理」というコースに2日間参加

末に台北のクヮントゥ湿地で行われる野鳥フェステ

し、調査について発表をし、またシギ・チドリ類の

ィバルまでに出せるよう努力しましょう、との回答

調査の方法についての講義と実習、資料をもらって

を得ました。6月からe-mailでやり取りをしてきた

きました。これは、特に韓国の中に観察者を増やす

ウェイティンがこちらの意図を汲み取って仲介の努

ための貴重な資料です。

力をしてくれたおかげです。

■台湾でのパンフレット発行の打ち合わせ
今回の台湾訪問は、パンフレットの発行を依頼し、

ハマシギプロジェクトに関しては、10日の夜に台
南野鳥学会の事務所で茂田さんが鳥（ハマシギ）の
事に焦点を当てて話し、11日夜には台南市のスーツ

具体的な相談をするためのものでした。韓国につい

ァオ（四草）湿地のバンディングステーションで台

ては5月はじめと8月末に干潟調査に行ったときに同

北、台中（タイチョン）
、台南、カオシュン（高雄）
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のバンダーや野鳥学会会員などに私が話をしました。

持ってくださりパンフレットなどについても協力を

話の内容は、日本の湿地保護、鳥類保護団体とその

約束していただきました。

調査、そして、ハマシギプロジェクトと観察の重要

飛行機代まで全部は持ちきれないけれども、自分

性についてでした。 この晩は、 発表の後、 台湾の

たちのところに来たらすべて面倒を見る。できるだ

人々は今後の調査などについて、3時ごろまで話し

けたくさんのところを見てもらい、違った視点から

ていたとのことでした。（私とフィルとは12時ごろ

の意見を発表してもらう。JAWANと同じやり方で、

に失礼させていただきました。）また、13日の晩に

自分たちの活動とその方向性をしっかりと作ってい

も、台北市野鳥学会で、ハマシギプロジェクトにつ

こうという熱意が伝わり、とてもうれしかったです。

いて話すことができました。どこでもとても興味を

千葉県公共事業評価監視委員会の追原ダム建設中止判断についての声明
2000年9月22日
追原を歩く会（代表・鵜沢喜久雄）
（小櫃川源流域の自然を守り育む連絡会構成団体）
連絡先 千葉県夷隅郡大原町大原5934 TEL 0470-62-0120
1．2000年9月21日に開かれた千葉県公共事業評価監視
委員会（黒坂正則委員長）は「追原ダム」の建設事
業について 中止が妥当 との判断を下しました。
これは昨年8月に同委員会が裁定した
の休止

2年間程度

判断を更に踏み込んだもので、千葉県が進

めた追原ダム建設計画の不合理性が厳しく評価され

この地を広く知らせる活動も続けてきました。
私たちの展開してきた様々な運動が

建設中止

として実ったものと確信し、運動に参加し協力して
くれた多くの方々に、このことを報告できることを
喜びあいたいと思います。
4．追原ダム建設中止の確定後に、私たちは更に次のこ
とをめざし、地元関係住民とも一致点をつくり、運

た結果、事業中止が裁断されたものです。
2．今回のこの判断を、600万県民はもとより「追原、
七里川を含む各地の自然環境の保全」を求める人々

動を続行してゆくものです。
①地元住民の永年の願いである国道 465 号線（黄和
田〜亀山）の拡幅改良工事を進め、県道市原〜天

は高く評価するものです。
同時にこの無謀な計画を立案し、推進してきた千

津小湊線（黄和田〜四方木）の二車線化改良工事

葉県に対し、この判定に従い、 事業の完全中止 の

を、自然と景観をそこなわない工法で実現させる
こと。

決定をすることを要求します。
併せて、1995年に国に補助事業を採択させ、それ

②七里川沿いのクリーン作戦を更に進め、ゴミひろ

以降11億9000万円もの公費を注ぎ込んできた千葉県

い、不法投棄の防止、バイオトイレの新設などの

の無責任さを、私たちは今後の県政の問題として追

活動をすすめること。
③農村と都市の交流をすすめ、 渓谷美、 農林産物、

及します。
3．今回の中止判定の主な理由は、多目的ダムである追
原ダムの「今後の水需要の伸びが期待できない」と
のことですが、正にそのとおりで、計画の主体者で

温泉等を活用することを提案し、地元住民ととも
に 村おこし をすすめること。
④東大演習林関係の国家予算をふやさせ、大学関係

ある「君津広域水道企業団」も、計画立案人口予想

者と話し合いをすすめ、 森の教室

を

ング

下方修正

せざるを得ない状況で、ダム建設中

止を求める私たちは第一の理由として、この現実を

県民ハイキ

などの公開講座をふやし、演習林100年に

わたる貴重な財産を、県民に広く公開すること。
5．私たちは、追原ダム建設反対の運動を通じて、三番

指摘してきました。
一方、この計画地域一帯は奥清澄県立公園であり、

瀬や盤洲干潟のこと、里山保全と産業廃棄物のこと、

東京大学の演習林もあり、貴重な自然環境が現存し

そして地球温暖化のことなどの環境問題を学びまし

ている県民共有の財産です。この渓谷は

た。

生きものにふれるいやしの水辺

みどりと

として君津市民に

さらに、国民一人ひとりが ことの本質を知れば、

親しまれてきた所です。そして、迫原やキンダン沢

正義の力を発すること

は、山深い里に住む先人たちの

事業をおし進める政治のゆがみも学びました。

生活の知恵

を識

る文化遺産でもあります。

も学びました。ムダな公共

これらの経験を活かし、政治を国民本位のものと

私たちはこの場所を次代の人々に残すことを大き

し、これからも私たちのふるさと房総の自然を守っ

な目的にして、追原ダム建設反対の運動を広げつつ、

てゆくことに、微力をつくすことを誓うものです。
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イ ベ ン ト 情 報
干潟探検隊「カモカモウオッチングと豚汁会」
◎期日：11月11日（土）10:30〜14:00
◎場所：藤前干潟

◎参加費：200円

各 地 の 近 況
【 藤前干潟】 環境庁、藤前干潟の国設鳥獣保護区設
定を概算要求、2002年のラムサール登録地指定をめ
ざす（8月24日）。2005年の「愛知万博」開催に合

◎主催：藤前干潟を守る会

わせて、ラムサール会議の誘致構想も検討されてい

◎問い合わせ：TEL 052-735-0106

る。もしそうなれば、「藤前」が持つ意味を世界の

E-mail atuo@mub.biglobe.ne.jp

人々が共有することになり、「環境万博」のねらい

月例行事、越冬するカモがそろう頃です。干潟が日

が鮮明になるだろう。それは森から海までの水系全

中、出なくなってシギ・チドリの採餌が見られませ

体の、生態系のつながりとはたらきがいかに大切か

んが、ハマシギは来てる頃。水鳥の観察と、暖かい

を理解し、ゴミで環境を壊さない、循環型社会への

藤前鍋をたのしみに！

動きを加速してくれる筈だ。

＊
＊
＊
霧多布湿原ボランティア体験エコツアー

潟を復活させる大事業への転機にしなければならな

◎期日：11月23日（祝）〜26日（日）3泊4日

いし、20世紀の破壊型開発の公共事業を、環境修復

◎目的地：北海道浜中町霧多布湿原

型に変えていく機会にしたい。

同時に、「諫早」を問い直し、水門の開放から干

（辻淳夫／藤前干潟を守る会）

◎参加費：東京発 78000円
◎主催： F.A.Network
◎問い合わせ：メープル・ツアーズ（担当：大村）

★「イベント情報」「各地の近況」原稿募集!
12月初旬発行予定の次号では、12月〜1月のイベン

TEL 03-3437-6266
ラムサール条約登録湿地の霧多布湿原をいろんな面
から満喫したいと思います。北海道の美味しいもの

ト情報、 9 月〜 11 月の近況報告を掲載いたします。
「JAWAN通信原稿」と明記の上、下記までお送り

を食べ、自然を楽しみながら、霧多布湿原周辺で湿

ください。原稿の締切は11月10日です。

原を潤す水瓶の森をの整備作業します。

東京都豊島区雑司が谷3-7-3 ベルビュー目白701

（URL http://member.nifty.ne.jp/ONF/KIRI.htm）

＊
＊
＊
干潟探検隊「ナイトウオッチングと星見会」

諫早干潟緊急救済東京事務所内 JAWAN通信編集部
〒171-0032

TEL/FAX 03-3986-6490

E-mail signa@ppp.bekkoame.ne.jp

◎期日：12月9日（土）20:00〜23:00
◎場所：藤前干潟

◎参加費：200円

◎主催：藤前干潟を守る会
◎問い合わせ：TEL 052-735-0106
E-mail atuo@mub.biglobe.ne.jp
冬の干潟は夜中に良く引きます。真冬の寒い夜中で
も、潮位に応じて行動するシギやチドリたちは、餌
を食べにやってきます。対岸のライトをたよりにシ
ルエットで見る光景はいつもあらたな感動を呼び起
こします。暖かくしておいでください。

JAWAN 会員募集中!
入会ご希望の方は、下記まで年会費をお振込く
ださい。会員の方にはJAWAN通信（隔月発行
予定）をお送りします。
▼年会費
▼振込先

団体：5,000円／個人：3,000円
郵便振替：00170−8−190060
加入者名：日本湿地ネットワーク

◆追悼記事にもありましたように、JAWAN共同代表の
山下弘文さんが、 7 月 21 日に心不全で急逝されました。
前号のJAWAN通信では諫早干潟の記事やこの編集後記
◆皆さんに通信が届くころ、今年の「国際湿地シンポジ

にも執筆いただいていたのに……。天国とは蓮の花が咲

ウム」は終わったばかりでしょう。沖縄まで行けなかっ

き乱れているような所だと言う人がいます。だとすれば、

た人も多いと思いますが、堀良一さんの記事を読めばわ

そこには山下さんの大好きな「湿地」があり、山下さん

かるように、泡瀬干潟問題は全国的に注目すべきです。

が守ってきた生き物たちも一緒にいることでしょう。ご

JAWANは、各地の湿地の保護・再生のために存在してい

冥福を心よりお祈りいたします。（矢嶋）

ます。各地からのお知らせを送っていただいた方々にも厚

◆訂正：前号の編集後記で「来年の5月、JAWANが10

くお礼申し上げます。
（鈴木）

歳」とありましたが、
「来年の9月」の誤りでした。
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