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COP9 から COP10 に向けて
―― NGO として何が求められているのか
浅野正富（日本湿地ネットワーク運営委員）

はじめに
JAWAN は、 2005 年 11 月 8 日から 15 日まで、

JAWANも、JAWAN運営委員の呉地正行さん
が代表を務めている「日本雁を保護する会」と
韓国の NGO の KFEM と一緒になって「 アジア

ウガンダの首都カンパラで開催されたラムサー

モンスーン地帯の水田」というサイドイベント

ル条約第9回締約国会議（COP 9）に、柏木実さ

を開催して好評を博しました。

ん、小沢秀造さん、嶋田久夫さん、藤倉眞さん、

このように、湿地保全のために積極的な取り

そして私の5 名の会員がオブザーバー参加しま

組みを行っていることを幅広く紹介することが

した。

できた日本にとって、COP 9はとても大きな成

会議の内容については、釧路公立大の小林聡
史教授や柏木さんによる詳細な速報や報告が
JAWANホームページ（http://www.jawan.jp）

果があったと評価できるでしょう。

「何かが違う」という思い

に掲載されていますので、ここでは、COP 9の

しかし、COP 9への日本からの参加者の中に

印象とCOP10に向けて私たちNGOに何が求めら

は、未登録地で登録を目指す地元の保全グルー

れているのかということを、思いつくまま綴ら

プからの参加者は誰もいなかったのです。COP 7

せていただきます。

では藤前や中池見、COP 8では泡瀬と、開発を

COP9 での日本の湿地保全取り組みの紹介

止めて何とかラムサール登録を目指したいとい
う思いで地元の保全グループのメンバーがCOP

日本は、公約としていた登録湿地をCOP 7当

に駆けつけて懸命に重要湿地の問題状況を訴え

時の11か所からCOP 9までに22か所に倍増する

ていた様子の再現はありませんでした。JAWAN

という目標に対し、今回20か所追加して登録湿

は、事前に用意したポスターや泡瀬や渡良瀬の

地33か所（COP 8までの登録が13か所でした）

写真を展示ブースに展示し、日本の重要湿地に

と大幅に目標を上回る成果を挙げてCOP 9に臨

関する問題状況の報告を行いましたが、それ以

みました。11月10日に行われた日本政府主催の

外にはCOP 9に日本の問題状況は一切報告され

新登録地を紹介するサイドイベントでは、新た

ませんでした。

に20か所も登録され、それも様々な湿地タイプ

湿地の保全の問題を討議する締約国会議にお

が含まれていると、ピーター・ブリッジウォー
ター条約事務局長からもお褒めの言葉をいただ
き、外国の参加者の多くも「日本はよくやって
いる」という好印象を抱いていたようです。ま
た、展示ブースでは経団連や北海道電力の展示
も行われ、企業も積極的に湿地保全・再生に取
り組んでいるというアピールが行われていまし
た。ラムサール・センターの中村玲子さんのラ
ムサール湿地保全賞受賞も、アジアに向けて湿
地保全に取り組む日本というイメージの定着に
大いに貢献したことでしょう。 11 月 14 日には
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COP9でのJAWANの展示ブース
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Japan Wetlands Action Network

Status of Some Important Wetlands in Japan and
Future Approaches for Wetland Conservation
One Hundred Ramsar Sites in Japan
Japan Wetlands
by CoP16!
Action Network

2

Japan’s Ramsar sites increase from 13 to 33

Tokyo Bay has lost over 90 percent of its shoreline to
SANBANZE landfill, and 740 hectares of Sanbanze (in Chiba prefecture),
one of the few remaining natural areas, were to have been
landfilled for a sewage treatment facility, construction of the No.2 Tokyo
Bayline Expressway and other
uses according
to a 1993
plan, but Network
in April
Japan
Wetlands
Action
2001, the present governor of Chiba prefecture was elected on a platform of
canceling the landfill project. The landfill was cancelled, but the prefecture still
Fujimae
Onethe
Hundred
Ramsar
Sites Sanbanze.
by CoP16!
retains its intention of building
No.2 Tokyo
Bayline through
new
to thewould
List bring
its number of Ramsar sites up to 33,
The prefecture maintains thatJapan’s
Ramsar
siteadditions
Listing now
be premature,
Status of 4 wetlands JAWAN has been trying to
get
many landfill
important
wetlands that should on the List are not. Japan’s number
Sanbanze
while continuing to muddlebut
towards
at Sanbanze.
on the List since CoP5
and area of Ramsar sites have been small compared to other industrialized
countries with advanced wetland conservation policies, and so Japan needs
At CoP5 in Kushiro, Japan, JAWAN raised the issue of four threatened
Status
of other
wetlands:
to continue actively adding wetlands to the List. Also, due to a lack of wetland
tidal flat wetlands – Isahaya,
Wajiro,
Fujimaeimportant
and Sanbanze.
All were
tidal flat,
Nakaikemi
Marsh legislation, Japan has no system of protected areas specifically
exceedingly important for Awase
the international
migratory
bird flyway,Mire
but at and
the Wataraseconservation
for wetlands other than Ramsar site designation. Thus, increasing the number
time all were being threatened by development projects, and JAWAN argued
The plan to landfill Awase tidal flat (265 hectares) is going
of Ramsar sites is indispensable for protecting Japan’s wetlands.
that these developments should be cancelled and the wetlands protected as
forward. Awase is the largest remaining natural tidal flat on
Ramsar sites. The only one AWASE
of these now on the List is Fujimae tidal flat,
Okinawa Island, and Japan’s largest overwinteringInsite
for to Fujimae tidal flat, added to the List at CoP8, the “Ise-Mikawa
relation
added in 2002 at CoP8.
the Pacific Golden Plover. The landfill project aims to provide aBay
dump
for has been organized and has started working on protection of
Forum”
dredge spoil from ship channels being dug for new harbor facilities
underin the entire basin of rivers that flow into Mikawa Bay and Ise Bay,
wetlands
Formerly Japan’s largest site for migratory shorebirds,
construction nearby, and to build a marine resort. There is already
plenty of
of Fujimae. This Ramsar site-based network aims to protect the nonlocation
Isahaya’s
muddy
tidal
flats
were
completely
obliterated
by
a
ISAHAYA
unused landfill in Okinawa; it is unlikely that there will be demand for
the wetlands
land
listed
in the river basin of the Listed wetland, while maintaining an
national land reclamation project aiming to create
or that a resort here will be profitable even if it is built. The idea active
of using
a
awareness
of the relationships among them.
agricultural land and function as a barrier against tidal surges. In April, 1997,
high-quality natural wetland as a dump for dredge spoil has also attracted
3,550 hectares of Isahaya Bay were cut off from the sea by a 7 kilometer-long
This methodAwase
should be applied by adding to the List 100 important
strong censure, but construction started in October 2002. Since then,
barrier. This brought about changes in tidal flows in the greater Ariake Sea of
wetlands, 20% of the “500 Important Wetlands of Japan,” an information
although more species of endangered seagrass and rare shellfish have been
which Isahaya Bay is part, which in turn brought about increased algal blooms
wetland inventory compiled by the Ministry of the Environment in 2001, and
discovered on the site, the landfill is progressing as planned.
that are contributing to disastrously poor cultivated seaweed harvests, steep
systematically pursuing conservation of the other wetlands in the river basins
declines in harvests of ark shells, razor clams and other shellfish, and
of these Ramsar sites. With this Ramsar site-centered river basin network
Located southeast of Tsuruga City in Fukui prefecture,
declines in catches of blue crab, bastard halibut and other commercially
concept in mind, JAWAN has called for the designation of 100 Japanese
Nakaikemi is only 25 hectares in extent, but has peat layers
NAKAIKEMI
fished species. These conditions
are referred to locally as “The Ariake Sea
wetlands to the List by CoP16 in 2026.
40 meters deep that record 100,000 years of history. It has
Disaster.” Fishermen filed a lawsuit calling for a court order to stop the project,
a rich wetland ecosystem where 132 species of birds, including endangered
but as things presently stand, construction work continues, aiming for
species, over 270 species of plants and 1,372 species of insects Looking
have been towards CoP10
completion in fiscal 2007.
observed. The plan by Osaka Gas to construct a liquid natural gasOne
(LNG)
of the wetlands to be added to the List at CoP9 is Kabukuri-numa: this
Nakaikemi
storage facility at Nakaikemi was cancelled in the spring of 2002,
the both
siteand
includes
a restored marsh and the rice paddies surrounding it that
The artificial island construction project that was the object
developer donated 82 hectares of land, including the 25 hectares
are usedofby White-fronted Goose and Bean Goose as feeding and resting
of protests by proponents of the conservation of Wajiro tidal
WAJIRO
Nakaikemi, to Tsuruga City in the spring of 2005. However,grounds.
the local
The high value thus accorded under the Convention to the diverse
flat and Hakata Bay’s natural environment is now under
authorities still have no clear plan for protecting the site, and prospects
for of rice paddies managed by humans for agriculture over long
ecosystems
construction. This project has not only caused degradation in Hakata Bay; its
Ramsar Listing are presently obscure.
periods of time marks a conceptual milestone particularly significant for Japan
post-construction land use plan has also turned out to be a failure. At the
and the other wet rice agriculture-based countries of East Asia. There appears
same time, however, the remaining tidal flat at Wajiro has been designated a
At 3,300 hectares, Watarase is the largest flood-control
to be a significant possibility that CoP10 in 2008 might be held in Asia; further
national Wildlife Protection Area, but the Ministry of the Environment has not
“artificial backwater” wetland in Japan. It has the
second might be given to the value of rice paddies and other wetlands
consideration
WATARASE
made any progress in designating
it further as a Special Protection Area, the
largest expanse of reed marsh after Kushiro Marsh
(Japan’sto East Asia at this CoP, and implementation of the wise use
particular
ministry’s prerequisite for Ramsar site designation, giving as its reason
first Ramsar site) and the country’s greatest abundance of overwintering
concept in the 21st century viewed from a fresh angle.
difficulties in reaching agreement on the local level. Even the monitoring
raptors such as Marsh Harrier and Northern Harrier. It is managed by the
Watarase
program being carried out by Fukuoka City (promulgator of the artificial island
We also hope that this will help Japan, Korea and China embark on a path
national Ministry of Land, Infrastructure and Transport, which finished
project) has confirmed the decrease in numbers of migratory birds, pointing to
that will
lead them to abandon their large-scale landfill of tidal flat wetlands
constructing one reservoir in 1988 and proposed to build another
(270
the urgent need for protecting (and restoring) the degrading environment
and beginofwetland restoration, increase further their number of Ramsar sites,
hectares) in the area of marsh most untouched by development. Because
of Wajiro tidal flat.
and Marsh
build a network of internationally important wetlands.
this area’s importance as habitat for wetland vegetation and the

In a resolution adopted at CoP7, the Parties declared their intention to
double the number of Ramsar sites in the world to 2000 by CoP9, and the
Japanese government also aimed to double its sites from 11 to 22. In fact,
when it adds 20 new sites to the Ramsar List here at CoP9, Japan will have
33 Ramsar sites. This alone is cause for celebration. However, many
important wetlands that should on the List are not.

Isahaya (1997)

Isahaya

Wajiro

Wajiro

Harrier, local citizens mounted a persistent conservation campaign,Our
andhope
in is that as many people as possible
April 2002 the reservoir construction plan was cancelled. However,
in April
become
aware of the Ramsar Convention as a
2003, the ministry’s local River Bureau expressed the view thatliving
thereentity
still in the midst of where land interacts with
remained problems with the area’s capacity to absorb flood runoff.
Future
water
and humans interact with nature.
conservation of the site in its present form has thus become unpredictable,
and efforts to nominate the site for the List are not progressing well.
Watarase
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サロベツ原野

セマングム干拓中止とCOP10招致をアピールする韓国NGO

クッチャロ湖
濤沸湖
野付半島・野付湾

雨竜沼湿原

阿寒湖
風蓮湖
霧多布湿原

宮島沼

厚岸湖・別寒辺牛湿原
ウトナイ湖

釧路湿原

仏沼

蕪栗沼・周辺水田
伊豆沼・内沼

佐潟
中海
宍道湖
秋吉台地下水系

奥日光の湿原

三方五湖

渡良瀬遊水地
中池見湿地
琵琶湖

和白干潟

谷津干潟
三番瀬

藤前干潟
諫早干潟
漫湖
慶良間諸島海域

名蔵アンパル

藺牟田池

串本沿岸海域
くじゅう坊ガツル・タデ原湿原

泡瀬干潟

COP9 での NGO

尾瀬

片野鴨池

2002年までに登録されたラムサール条約湿地
2005年に登録された新しいラムサール条約湿地
保護が必要な重要湿地

今回は、恒例だった本会議前のNGO会議が開

屋久島永田浜

JAWAN が COP9 で展示した 3 枚のポスター（B1 サイ
ズ）。JAWANホームページにPDFファイルで掲載して
いますので、ご覧ください。

催されず、各国NGOの参加人数もCOP 8に比べ
少なく、NGOのまとまった報告を聞くことので
きる場が確保されていませんでした。なぜNGO
会議が開催されなかったのかという原因につい

いて、 諫早や泡瀬その他の日本の重要湿地で

ては諸説あるようですが、結果的にNGOの発言

様々な問題を抱えているところが全く話題にさ

の場が激減したこと自体はとても憂慮すべき問

れることもなく、
「日本はよくやっている」とい

題です。

う評価だけが残ることについて、私は「何かが
違う」と、違和感を抱かざるを得ませんでした。

今まで NGO が果たしてきた役割
政府、自治体、企業、NGOが協働して湿地保
全のための取り組みを進めていることを評価し、

JAWANが展示をおこなった展示ブースにつ
いても、 主催国ウガンダの地元 NGO の多くが
500ドルの参加費が高いからと参加を見合わせて
いたとのことで、折角ウガンダで開催したのに
地元NGOのアピールの場を狭めてしまうような
運営がされたことは非常に残念でした。

広報していくことはとても大事なことです。し

韓国も国を挙げてCOP10招致に取り組んだだ

かし、そればかりになってしまって、湿地関係

けに、バレンシアのCOP 8のときのような派手

者の多くが問題状況の存在を忘れてしまうよう

なデモンストレーションはなくなり、最終日に

なことは、湿地の保全を進めるためには、決し

セマングム問題の横断幕を広げてのアピールは

てあってはならないことです。1971年の採択以

ありましたが、セマングムを何が何でも保全し

来、ラムサール条約とその締約国会議が大きな

ようという勢いは感じられませんでした（この

成果を挙げることができたのは、湿地保全に不

原稿を書いている間の12月21日には、セマング

十分な各国の現状に異議申し立てを続け、理想

ム訴訟の控訴審判決があり、干拓事業計画の取

と現実のギャップを改善しようとし続けてきた

消を求めていた住民らの控訴が棄却されました）。

NGOの存在があったからではないかと思います。

そのような状況の中で、日本も、未登録地で

締約国の政府代表に、自らの国の問題状況を

登録を目指す地元の保全グループからの参加者

積極的に明らかにすることや他国の状況をあか

がなく、JAWANだけが日本の問題状況を報告

らさまに批判することを期待することはとても

していたのです。かろうじてJAWANの存在価

難しいことでしょう。しかし、NGOであれば、

値を示すことができましたが、JAWANと連携

自由に率直に問題状況を指摘することが可能で

した各地の保全グループが数多くCOPに参加で

すし、良いものは良い、悪いものは悪いという

きるような働きかけができなかったことは、非

価値評価を何の躊躇もなく表明することができ

常に心残りです。

るはずです。このようなNGOの存在を前提とす
ることによって、ラムサール条約は発展してき
たのではないでしょうか。

COP10 に向けた NGO の誓い
各地で様々な困難を抱えている保全グループ
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がラムサールに期待し、そしてラムサールによ

この蕪栗沼の画期的な試みが他の内陸湿地の

って日本の湿地保全が進んでいくような仕組み

保全運動にとっても大きな力となるように、内

を期待していた私たちにとって、この仕組みが

陸湿地の保全運動を連携させていく必要がある

別なものに変質していくか、より確かな仕組み

でしょう。そして、すでにCOP 8で登録されて

にしていくことができるのか、まさに分岐点に

いる藤前干潟では、干潟の保全の取り組みから

立っているように思えます。

伊勢・三河湾流域ネットワークとしての保全・

COP9に集まった各国のNGOは、NGOのアピ

再生への取り組みに進化しつつあり、この藤前

ールの場が十分確保できなかった危機感から、

の成功が、いまだ登録されていない各地の重要

2008年韓国慶尚南道で開催が決まったCOP10に

干潟の保全、さらに流域全体の保全へと繋がる

向けてNGO会議の準備をきちんとやっていこう

ように、各地の重要干潟の保全グループの連携

と誓い合いました。

を強めていくことが求められます。

日本にとって、COP10は、15年ぶりのアジア

私たちは、ここで改めて、干潟の藤前、内陸

開催、 かつ、 隣の韓国ということで、 政府も、

湿地の蕪栗を既存登録湿地のひとつの理想のタ

そしてこれから自然再生にシフトしていこうと

イプとして、既存登録湿地とこれから登録され

する企業も強力な取り組みを進めていくと思わ

るべき重要湿地、さらに地域の身近な湿地をネ

れます。しかし、いくら政府や企業が頑張って

ットワークとして保全していくため、COP16ま

も、草の根のNGOの声が反映されていかなけれ

でに登録湿地 100 か所をめざす JAWAN の立場

ば、かならずや様々な問題を抱えた湿地の保全

を明確にしていく必要があるのではないでしょ

は後回しになり、湿地保全の取り組みは非常に

うか。

いびつなものになってしまうでしょう。

COP10へ向けた取り組みは、COP 9が閉幕し

日韓のNGO、そして世界のNGOがこの3年間

た、そのときからすでに始まっています。登録

どのように連携を進めてその声を湿地保全政策

湿地を核に、全国の湿地がネットワークとして

に反映させることができるのか。NGOにとって

きちんと保全された未来を実現するために、皆

も正念場です。

さん、この3年間大いに頑張っていきましょう。

JAWAN はどのように取り組むべきか

ラムサール特別カンパのお礼

そのような中で、サイドイベント「アジアモ
ンスーン地帯の水田」でも大きくとり上げた蕪

COP 9参加のための特別カンパありがとうご

栗沼を中心に取り組まれている「ふゆみずたん

ざいました。JAWAN 通信 82 号でお知らせし

ぼ」は、これからのNGOの活動にひとつの展望

た皆様と合わせ、延べ51件39万2750円になり

を示すものと言えます。人工の湿地である水田

ました。航空券代、大型ポスター作製費、展示

が冬期湛水によって無農薬・無施肥での稲作が
可能になり生物多様性の宝庫に変わっていくこ
とを明らかにした「ふゆみずたんぼ」は、アジ

用ブース代、および2週間の現地活動費として
全額を支出いたしました。複数回ご寄付いただ
いた方もいらっしゃいます。皆様の暖かいご支
援に対し厚く御礼申し上げます。

アモンスーン地帯に位置して日本と同じように

●カンパをお寄せいただいた皆様（日付順、敬

稲作中心の韓国で開催されるCOP10においては

称略）

大きな注目を浴びるでしょう。

中丸素明、平井清治（2 回目）、高田直俊、武

全国の水田をふゆみずたんぼのように環境創

藤桂子、高倉泰夫（2 回目）、細川佳代子、山

造型の農法に変えていければ、私たちの一番身

本英司、中丸素明（2 回目）、島田美恵子、嶋

近にある湿地である水田を、かつてのように生

田久夫、牛久の自然を守る会、井上美智子、中

物多様性の宝庫にすることができるのです。最
近コウノトリを野性に戻そうと放鳥した豊岡市
のコウノトリの舞う水田が近い将来条約登録さ
れることも決して夢ではありません。
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池見湿地トラスト、笹木智恵子、（NPO 法人）
ウェットランド中池見事務局有志、
鈴木マギー、
神谷

要、近森憲助、増本

亨、安部

斎（2

回目）、三觜創枝子、このほかに匿名希望の方

「吉野川河口干潟」の危機的現状・課題・展望
―吉野川のシオマネキは開発を呼んでいるのではない―
井口利枝子（とくしま自然観察の会世話人）
「こんなに美しい空と風があることを世界に誇

ている。河口と浅海域は豊かな沿岸漁場であり、

りたい」と、多くの徳島人は誇ってきた。しか

良質の海苔やシジミを産してきた。県都の入り

し今、吉野川河口域は開発の展示場となってし

口にこれほどすばらしい自然環境や景観を保持

まった。

しているところはない

吉野川河口の景観の雄大さや自然環境の恵み

奇跡の川

と誰もが誇

ってきた。

を享受する幸せ。そして、無惨な姿を見なけれ

現在吉野川河口干潟は主に 3 件の大型公共事

ばならない、どうしようもない喪失感とそこに

業による撹乱の危機に曝されている。図に示す

立ち会わなければならない不幸。その両方を経

とおり、河口1.5kmのところに東環状大橋が建

験することになってしまった私たちはおろおろ

設されており、河口域の干潟や河道の空や空間

とし、地団太ふんだり、悔し涙を流したり、何

への影響が心配されている。そして、高速道路

に対して、だれに対してなのか申し訳ない思い

（ 四国横断自動車道） が、 河口入口を橋梁式で

を募らせている。

通過する臨海部ルートで計画され、政治的状況

奇跡の川といわれた吉野川河口はいま……
最悪のシナリオで開発がすすむ
ご承知のとおり、吉野川河口域500 haは、
「東

の変化により、着工を視野に入れた段階にある。
さらに、河口入口右岸側のマリンピア沖州第二
期工事は、高速道路のインターチェンジ用地と
して沖州海浜を埋め立てる計画である。RDB掲

アジア・オーストラリア地域シギ・チドリ類重
要生息地ネットワーク」に日本で最初に参加し
ており、勝浦川河口とともに、環境省の「日本
の重要湿地500」にも選定され、国際的に重要
な湿地に挙げられている。わが国では最大級の
規模をもつ吉野川の汽水域と河口干潟は、シオ
マネキなど多くの貴重生物の生息地であり、シ
ギ・チドリなど160種を超える野鳥の餌場となっ

吉野川河口風景

吉野川河口の開発計画

国土交通省の道路計画図
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干潟観察会と東環状大橋建設

建設中の東環状大橋

載種であるルイスハンミョウを移植するミティ

られたが、着工後2年間2億円という多くのエル

ゲーション措置として人工海浜がつくられるも

ギーと費用を投じたモニタリング調査報告はど

のの、二枚貝など多種多様な生物の豊かな生息

のように評価され審議されていくのか、吉野川

地である干潟が完全に消滅する。これらの開発

河口の環境保全の要ともいうべきモニタリング

工事は、道路と港湾の複合形であるため、総合

調査体制については極めて曖昧なままである。

的な検討が行われることはなかった。計画の将

環境保全目標も明確にせずただモニタリング調

来性も十分議論されたとは言い難い。隣接した

査さえすればいいという姿勢そのものであり残

ところで同時進行する大型工事であるにもかか

念でならない。市民の意見が干潟保全に生かさ

わらず、複合的な環境影響評価もなしに粛々と

れる道は閉ざされているのが現状である。

進んでおり、水面や空間の遮蔽による干潟環境
や生態系への影響が心配されている。

吉野川河口の中央を通過する
東環状大橋建設は干潟生態系を
分断してしまう

緊急問題!! 四国横断自動車道の
沿岸部ルート建設は必要ない
日本道路公団が民営化され、10月1日に新会
社がスタートし、吉野川の河口を通過すること
になっている四国横断自動車道（徳島〜小松島

東環状大橋（仮称）事業は、アセス対象外の

間）の整備方法が注目されている。つまり、西

事業とはいえ、吉野川の河川管理者である国土

日本高速道路株式会社ならば建設費は完成後

交通省との河川協議にもとづいて影響予測評価

の通行料収入を原資とする借金で賄われ、国と

がおこなわれたが、
「環境影響評価検討のあらま

県が負担する新直轄方式ならば税金でつくられ

し（2003年8月徳島県）」に示されるように、動

る。今後3、4ヶ月の間で検討されることとなっ

植物・生態系に関しては、すべて「影響は軽微

ている。

である」「影響はきわめて小さい」「影響はほと

四国横断自動車道のルートのうち、吉野川河

んどない」という文言で結ばれていて、せっか

口〜マリンピア沖洲〜新町川河口〜勝浦川河口

く調査をしながら、非科学的であり前時代的な

までの臨海部を通過する橋梁式高速道路建設に

予測評価となっている。

よって、多くの県民が愛してやまない吉野川河

その後、県内学識経験者による環境アドバイ
ザー会議が設置されたが、環境影響予測につい
て十分に審議されないまま、2003年12月には架
橋工事が着工された。

口の空間の広がりや景観、豊かな自然環境を著
しく損なうことになる。
吉野川河口の北岸と南岸を結んで勝浦川周辺
までの区間には、すでに東環状線事業（事業費

さらに本年 3 月に、 モニタリング手法を検討

1300億円）が進行中であり、接近したところに

するために徳島大学への委託事業として「汽水

平行して計画されるこの高速道路ルート（事業

域生態系モニタリング手法研究会」が立ち上げ

費1603億円）は、明らかな二重投資であり、し

−6−

マリンピア沖洲埋立工事

マリンピア沖洲埋立工事

かも、国土交通省に設置した「道路事業評価手

の渚に高速道路はいらない

法検討委員会」において、このルートは費用対

とが緊急課題と思っている。

運動を広げるこ

便益および採算性については最低のランクとし

2．いま霞ヶ関の国土交通省では、全国の一級河

て評価されている。私たちは、他の市民団体と

川同様、吉野川の百年の計となるべき「河川

ともに、新たな高速道路を建設するのではなく、

整備基本方針」策定が進んでいる。さらに今

既存の道路や東環状線の有効活用を図るべきだ

後河川整備計画の策定にあたり、吉野川の汽

と訴えているところである。

水域の重要性を評価し、保全することを盛り

私たちができることを確実に
吉野川河口保全の目標をしっかりと
見極めていきたい

込むこと、新河川法の精神に則り住民参加型
のしくみづくりが実現されるよう積極的に具
体的な提案をしていく。
3．吉野川河口の価値を自然や文化などいろいろ

これまで私たちは、東環状大橋建設にかかわ

な面から正当に評価するために市民調査を継

るモニタリングや河口保全に関して、関係各所

続し、しっかり記録に残す。あらためて河口

に何度も何度も要望書を提出したり、慣れない
折衝を繰り返してきた。また南港ウェットラン

の価値を調べながら保全活動を行なう。
4．現在建設中の東環状大橋については、今後も

ドグループなどのサポートでシギ・チドリや底

市民としてしっかり見届けていく。

生生物など市民調査を定期的に行ってきた。し

①事業主である徳島県は、干潟部に橋脚を立

かし、河口域は法制度も管理区域も複雑である

てない環境配慮型設計工法を採用したと主

ことから、河口の保全を総合的に考えて実行し

張してきた。果たして、潮流、地形、底質

ていくのは至難の技である。そのためその具体

や鳥の飛翔への影響はどうなのか、市民に

的な方法については迷路を手探り状態で進んで

よるモニタリング調査を行う。

いくような気持ちになり、いい知恵もあまりう

②徳島県と河川管理者である国土交通省との

かんでこないが、以下のような活動を考えてい

間の河川協議は、様々な課題が積み残しに

る。皆様からのアドバイスを期待したい。

なっており、河川協議そのものを形骸化さ

1. 四国横断自動車道の臨海部ルートは、徳島の

せないように見守っていく。

財産である吉野川の環境や景観に甚大な影響

③市民参加型モニタリングのしくみづくりを

を与える。大幅な環境破壊をしてまで、無駄

継続して訴えていく。行政に委ねるだけで

な投資をするのは環境、財政両面から大きな

なく、専門知と地域知をあわせた市民検討

損失であり、臨海部ルートの橋梁式道路を整

委員会をつくり、河口干潟保全に生かすた

備する必要性はないと考える。 吉野川や徳島

めの活動をおこなう。
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三番瀬の保全をめぐる現状
中山敏則（千葉県自然保護連合）

埋め立て計画の白紙撤回と円卓会議の発足
東京湾奥部に残された干潟・浅瀬「 三番瀬」

2丁目地先で海に張り出す形の石積み傾斜護岸を
つくり、その前面に人工砂浜をつくることが「計
画案」に盛り込まれた。

は、2001年9月に埋め立て計画が撤回された。撤

これは、多種多様な生き物が生息している浅

回された101ヘクタール埋め立て計画の主な目的

瀬（浅海域）の一部をつぶすものであり、ひい

は、三番瀬に第二東京湾岸道路（第二湾岸道路）

ては、猫実川河口域の大規模な人工砂浜化（埋

を通すことだった。

め立てと同じ）につながる恐れの強いものであ

撤回したのは、2001年春の知事選で埋め立て

る。そのため、三番瀬保全団体は強く反対した。

計画の白紙撤回を掲げて当選した堂本暁子千葉

パブリックコメント（意見公募）でも、反対意

県知事である。しかし、知事は、第二湾岸道路

見が多数寄せられた。しかしながら、円卓会議

は積極推進の姿勢である。この道路は、陸上部

はこれらの意見を無視した。

分はほぼ9割が確保されている。しかし、三番

県は昨年（2004）12月、円卓会議の後継組織

瀬で中ぶらりんになっているため、三番瀬を通

である「三番瀬再生会議」を発足させた。今年

さないかぎり建設は不可能である。

4月には、県が「三番瀬再生基本計画素案」を

浦安市の埋め立て地に確保されている道路用

発表した。この素案には、猫実川河口域を保全

地は三番瀬の猫実川河口域（浦安に隣接する海

するということが明記されていない。素案を審

域）につきあたるため、道路を通すためにはこ

議した再生会議は、「猫実川河口域の評価や扱い

の海域をなんとかする必要がある。そこで知事

は意見が分かれている」とし、県の素案をその

は、埋め立て計画をいったん白紙撤回したもの

まま認めた。

の、新しい三番瀬計画を策定するため、2002年
1月に三番瀬円卓会議を発足させた。

一方、 県は、「 再生会議」 の別組織として、
「三番瀬漁場再生検討委員会」を立ち上げた。こ

円卓会議は 2 年間ひらかれた。 そこでの議論

の委員会は、
「漁場再生」などのために猫実川河

は、最初から最後まで、猫実川河口域の扱いを

口域を人工干潟にすべきと主張している委員が

どうするかが焦点だった。海域に土砂を入れて

10人中7人を占めている。埋め立てに反対して

大規模な人工干潟（砂浜）をつくるべきという

いる委員は一人もいない。

提案がなんども持ちだされた。にもかかわらず、

また、県が別に設置した「市川海岸塩浜地区

猫実川河口域の現地視察（見学）は一度もおこ

護岸検討委員会」では、浅海域をつぶす形で石

なわれなかった。一方、第二湾岸道路の問題は、

積み護岸を実験的につくることが合意された。

知事の指示でいっさい議論がされなかった。

県は今後、関連事業として、石積み護岸の前に

「三番瀬再生」をめぐる動き
円卓会議は、2004年1月に「三番瀬再生計画
案」をまとめた。計画案には、猫実川河口域を
保存することが盛り込まれた。これは、環境保
護団体の代表委員や三番瀬保全団体、さらには
JAWANなど全国の環境保護団体が保全を強く
訴えたからであった。
しかしながら、この海域につながる市川塩浜
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浦安の第二湾岸道路用地

白紙撤回された埋め立て計画（101ha）

三番瀬の現況

第二東京湾岸道路の予定ルート

「干出域」（人工砂浜）をつくることなども今後
検討するとしている。これらが「再生会議」で
おおむね了承され、12月上旬にパブリックコメ
ントにかけられる予定である。
他方で、かつて三番瀬埋め立てを推進してい
た地元市川市は、今年6月、猫実川河口域の人
工海浜化構想をまとめ、広報紙で大々的に発表
した。
7月には、首都圏8都県知事が連名で第二湾岸
道路の整備を国に要望した。10月には、自民党

おり、これに反する。

の強い要請で県議会の中に「三番瀬問題特別委

② 浅瀬に生息している生物にどういう影響を

員会」が設置された。この委員会は、三番瀬再

およぼすのかという予測調査が不十分である。

生や第二湾岸道路などの問題を検討することに

また、浅瀬をつぶすことの問題が十分に議論さ

している。

れないまま、石積み護岸をつくることだけが議

「再生会議」などで議論されていること

論されている。
③ 直立護岸が危険だというのなら、いまの形

今のところ、「三番瀬再生」の具体的事業は市

のまま短期間で改修すればよい。しかし、海を

川塩浜護岸改修だけである。その事業計画をめ

つぶし、しかも多額のカネを費やして石積み護

ぐり、再生会議や護岸検討委員会の会合が何回

岸をつくるという。そのため、2丁目護岸の改修

もひらかれている。貴重な浅瀬をつぶして石積

だけで5年間かかる。他方で、崩壊危険性がい

み傾斜護岸をつくることが三番瀬再生の 目玉

ちばん高い塩浜 1 丁目の護岸は放置され、 改修

というのだから、「おいおい、正気かい」と言い

の対象外とされている。

たくなる。

竹川委員の主張は正論である。しかし、ただ

議論の内容をみると、東京湾奥部に奇跡的に

一人合意しない竹川委員は、「なぜ合意しないの

残された干潟・浅瀬をそのまま保存するという

か」「合意すべきだ」などと、ほかの委員から激

意見は

に近い状態である。11月17日

しく攻められた。環境派と目されている学者・

の護岸検討委員会では、海をつぶしての石積み

タブー

専門家も、竹川委員に強い調子で合意をせまっ

護岸をつくることにたいし、「千葉の干潟を守る

た。

会」 の竹川未喜男委員だけが合意しなかった。
竹川委員の主張はこうである。
① 円卓会議がまとめた「三番瀬再生計画案」
には「海を狭めない」ということが明記されて

それでも竹川委員が折れなかったため、
「委員
1名が合意事項を保留」ということで、11月25
日の再生会議に諮問された。
この再生会議では、護岸改修にともなう「生
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共土木工事について議論する場となっている」
「県は、市民運動（埋め立て反対運動）の高揚
でいったん白紙撤回された埋め立て計画を、形
をかえて遂行しようとしているのではないか。
円卓会議や再生会議は、市民運動を封じ込めた
り、自然保護団体の妥協を引き出し、公共土木
工事を進める手段に利用されている。 これは、
成田空港の2期工事を進めるために利用された成
猫実川河口のカキ礁の観察会

物調査及び予測結果」も県が報告した。生き物

田空港円卓会議と同じだ」

三番瀬を守るために

がたくさん生息している浅瀬（浅海域）の一部

以上の経過をみればわかるように、かつての

をつぶして石積み護岸をつくるのだから、影響

埋め立て推進勢力は猫実川河口域の「埋め立て」

は大きい。 県は、「 護岸改修によるハビタット

（ ＝人工砂浜造成） をけっしてあきらめていな

（生物の生育・生育場）への影響」について、こ

い。その根底には、なんとしてでも第二湾岸道

んな報告をした。

路を通したいという強い意向が働いていると推
測される。

（1）直接的な影響

環境省は、三番瀬をラムサール条約登録の最

石積み傾斜護岸に改修されることにより、現

有力候補地にあげていた。しかし、登録されな

在の直立護岸直下に成立している潮間帯生物の

かったのは、登録されると第二湾岸道路をつく

ハビタットは喪失し、石積み傾斜堤上の潮間帯

れなくなるという思惑があったからである。

に置き換わる。護岸を建設する海域には、ウネ

猫実川河口域は、三番瀬のほかの環境条件に

ナシトマヤガイなど、千葉県のレッドデータブ

は存在しない底生生物など、多種多様な生き物

ックに掲載されている絶滅危ぐ種もたくさん生

が生息している。アナジャコや絶滅危ぐ種もた

息している。したがって、石積み護岸をつくっ

くさんいる。ハゼなどの稚魚がたくさん泳ぎ回

たあとに、ウネナシトマヤガイなどが再定着す

っており、稚魚の楽園ともなっている。約5000

るかどうかが今後の検討課題になる。

平方メートルの貴重なカキ礁も存在する。それ

（2）間接的な影響
改修後の護岸形状が周辺域の地形や底質に影
響を与えた場合、その場所に生育・生息する生
物に影響がおよぶことが考えられる。

ほど、ここは生命力豊かな浅瀬である。生物多
様性の観点からも、ここを保存することは重要
である。
そんな大切な浅瀬をつぶして、石積み護岸を
つくったり、人工海浜（人工干潟）をつくった

これはすごく重要な問題である。三番瀬の保

りすることは、自然破壊でしかない。千葉の干

全・再生にとって根幹となる問題といってよい。

潟を守る会、三番瀬を守る会、三番瀬を守る署

ところが、再生会議では、この報告について議

名ネットワーク、千葉県自然保護連合などの団

論がまったくされなかった。そして、石積み護

体は、「わずかに残された干潟・浅瀬をこれ以上

岸改修がおおむね了承された。

つぶすな」などの要求を掲げて、さまざまなと

これが、市民参加組織「三番瀬再生会議」の

りくみを進めている。

実態である。これについては、円卓会議や再生

三番瀬市民調査の会も、2002年春から猫実川

会議などを傍聴しつづけている人からこんな意

河口域の調査を継続的におこなっており、この

見がだされている。

海域が

命はぐくむ海のゆりかご

であること

「三番瀬再生会議は、けっして三番瀬の自然や

を実証している。今年は、市民調査の会による

生態系を保護したり、良くしようとする会議で

カキ礁調査を新聞やテレビ、週刊誌が大々的に

はない。はっきりいえば、三番瀬で行われる公

とりあげ、大きな反響をまきおこした。
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新舞子浜の保全とラムサール条約
茂見定信（播磨灘を守る会／たつの市議会議員）
私は谷津干潟、藤前干潟、諫早干潟、ウトナ
イ湖、宮島沼など日本各地を訪問し、新舞子浜
を保全し、「ラムサール条約」登録への道を探る
旅をしています。住民運動を支えておられる方
がたにお会いし、大変お世話になりながら多く
を学びました。いつかは「新舞子浜と揖保川河
口一帯」をぜひラムサール条約登録地にとの思

新舞子浜は兵庫県
西部の播磨灘沿岸
にあります

いを募らせています。
＊

＊

＊

新舞子浜は奇跡的に残った瀬戸内海唯一の自

代頃からでしょうか。浜が黒く変色し、砂の量
が減少してきました。 西浜に減少傾向が強く、

然海岸です。明石市の「舞子」に勝るとも劣ら

逆に東浜の富島川河口には変色した砂がヘドロ

ない景観のため「新舞子」と名付けられました。

化して堆積するという状況です。砂が西から東

広さは約140 ha。遠浅で、干潮時には美しい波

へと移動したことがわかります。

紋の干潟が200 mの幅で現れます。底生生物が

砂の減少は揖保川上流の引原ダムが供給を止

豊富で、危急種のミサゴの飛来も見られる貴重

めたことと、潮流の変化により、他所へ移動し

な空間でもあります。春から夏は、播磨一円は

たり海へ流入したのが原因と思われます。潮流

もとより、京阪神からも潮干狩りや海水浴客を

変化は浜に隣接する姫路木材港の突堤と網干沖

集めます。 秋から冬は、 渡り鳥の楽園と化し、

の埋め立てによるものであり、砂の変色は播磨

干潟を撮影する写真愛好家が詰めかけます。

灘北部の海水汚染と富島川の水質悪化によるも

人びとが浜の異変に気付き始めたのは1970年

のです。 西浜の砂浜が痩せ衰えていった 91 〜
92年に壊滅的な台風被害に打ちのめされました。

「浜の保全とラ条約登録への道」経緯
西暦 平成 月

以降、防災の観点から養浜の必要性や干潟保
全、そして将来構想とラムサール条約登録が議

1992

4

9 台風被害で、 新舞子西浜の海の家が壊滅状
態になる。9月議会で養浜事業を求める。

1995

7

1 播磨灘を守る会でラ条約登録を協議。

海岸整備促進委員会」（国・県・町・地元関係者

3・6・9月議会でラ条約登録の一般質問。
8 6 『町主催「ラ条約シンポ」の考えを聞く』一
般質問を行うも「考えなし」の答弁。
9 1 新舞子関係者が実行委をつくり「 町民フォ
ーラム」を開催。参加者100余名。

による）に期待がかけられましたが、漁業権問

1996
1997

3 「みつの里構想」が策定され、ラ条約登録が
新舞子浜保全（再生）構想で認知。ただし、
「養浜事業、実施後に検討する」とされる。

論されてきました。
「みつの里構想」や「新舞子

題で前進せず、また市町合併の状況変化が生じ
ています。何はさておき市が動かないと前進し
ない。議員在任中に何をどう成すべきかと思う
毎日です。

12 第2回町民フォーラムに向けて「20人会議」
設置。
1998 10

1

茂見が、環境庁小林課長に説明のため上京。
翌9日谷津干潟へ行き、大浜さんの案内を受
ける。
「ラ条約登録地紀行」開始。

1999 11 11 町主導の「新舞子海岸整備促進委員会」発足。
「播磨灘を守る会」青木代表、副議長として
茂見も参画する。現在までに7回開かれる。
2005 17

3 「新舞子の将来構想を新市『たつの市』へど
う継ぐか」 を一般質問し、 町長のラ条約登
録についての意欲ある答弁を引き出す。

新舞子浜
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湿地再生は永遠のチャレンジである
伊藤よしの（グループ・エコアイランド）
2005年1月、三番瀬などで開催されたシンポ

行ってきました。結論からいうと宿題はまだ終

ジウムでサンフランシスコ湾における湿地再生

わっていません。文化的・歴史的側面が大いに

の経験について講演されたベイ博士は、スピー

作用しており、算数のようにはいきません。し

チでこう述べておられます。
「湿地の再生はたと

かし訪問先の人々や資料から得たヒントをいく

えよく計画され、成功した再生事業であっても、

つか書いておきたいと思います。

予期せぬ事態で予期せぬ方向へ向かいうる。科
学者にとってもチャレンジであり続けるのだ。
」

＊

＊

＊

ホームステイさせていただいたのは 92年の国

ベイ博士のお話をポイントアウトすれば

際湿地シンポジウムで日本の湿地を訪問された

1. サンフランシスコ湾の破壊、環境悪化を憂え

元議員のエミリー・レンゼルさん宅です。フロ

た先見の明のある市民による保全のキャンペ

ーレンスさんをはじめ環境団体が応援して市会

ーン開始

議員に当選して、湿地保全に貢献し、現在は婦

2. 芸術家、政治家など影響力を持つ人々などの

人団体の活動も行っています。たまたま地域の

参加・協力を得、湿地保全のための数々の法

婦人の集まりを見学させていただきました。そ

律が整備されていく

れは経済活動に関するもので、株を買い、活動

3. 多数の科学者による「サンフランシスコ湾ハ

費の捻出をはかるというものだったようです。

ビタットゴールズ」 の作成と、 企業や行政、

それぞれがお勧めの株の情報を持ち寄り、活発

NGOらによるその利用

な議論検討が行われていました。パロアルト市

4. 事業許可獲得のためのミティゲーションとし

は、ITに詳しい人にとっては憧れの地だそうで

ての再生から、いったん破壊された湿地を取

す、ここでも移民が増え、マンションの建築ラ

り戻すための大規模な再生事業の方向へ

ッシュのように見受けられました。

ということでしょう。

カリフォルニアは自然災害が少ない（地震は

ベイ博士は、「ハビタットゴールズ」の重要性

あります）ので、アメリカ各地から移住してく

と公正な結果を期待してのインディペンデント

る人も多いらしく、住宅の値段は一番高いと聞

な科学者による研究、しかもほかのグループの

きました。街づくりのお話などは伺うチャンス

科学者がそれを検証するというシステムを紹介

がありませんでしたが、泊めていただいたお宅

されました。

は古い農家をご自分で改築されたもので、市に

ハビタットゴールズは「こうしなさい」という
規制的な面を目指して作られてはいません。多
方面の調査に基づく指針集というところでしょ

よる歴史的な美しい建物として認定されている
ようでした（下写真参照）。
パロアルトにはエミリーさんの名前のついた

うか。開発の計画を持つ企業も湾の管理主体も、

湿地もあります、しかしなぜか訪問した際には

保全や再生の提案をするNGOも非常にしばしば

案内板が取り去られていました。

このゴールズを参考にし、引用するそうです。
＊

＊

＊

このサンフランシスコ湾の経験を、私たちは
どう活かすことができるのでしょう。
「多くの一般市民を納得させる提案ができる
ようになるために、NGOに何が必要かを考える」
という宿題をかかえて、サンフランシスコ湾へ
エミリーさん宅
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ラリビエ再生湿地の一部

エミリーさん宅には女性議員候補らの選挙キ
ャンペーンでちょうどお忙しいさなかに訪問し
て迷惑をおかけしましたが、ほんの一部とはい

ラリビエ夫妻

かも決め手になりそうです。
そういう意味でも、 登録湿地となったあと、

え本当の手作り選挙キャンペーンを見ることが

流域全体につながりを広げ、多方面の人々がか

できたのは幸いでした。女性たちが持ち寄りの

かわりあって活動をはじめている藤前（伊勢湾

食事をしながら会議し、あちこちに話をしに行

流域）や、たくさんの地域の人々がかかわって

き、手紙を出しているようでした。目先の利益

事業も実施しているアサザプロジェクトなどは

で動かない、持続可能な社会の構築を目標とす

参考になります。

る政治家が増えてほしいものです。
＊

＊

＊

日本でもNGOはいろいろなところに出かけま

＊

＊

＊

サンフランシスコ湾では、さらに大規模な湿
地再生に向けて市民や政府が協働しています。

す。JAWAN代表の辻淳夫さんの話ですが、鳥

サンフランシスコ湾保全運動の英雄たちの中の

のための保全など理解しないという場所に出か

お二人、ラリビエ夫妻も少し年齢を重ねておら

けて、自らの経験を淡々と話されたところ、は

れるものの、まだまだ湿地の保全・再生に対し

じめは警戒されたようですが、しまいにはお互

てアンビシャスにチャレンジ中です。驚いたこ

いを理解し合えたそうです。

との一つですが、このように湿地保全の英雄と

話し合いは相手を説き伏せるためではなく、

たたえられる方でも、立派な事務所を持ってい

お互いを理解するためにもつというのはこのこ

るわけではなく、フローレンスさんの台所が事

とでしょうか。このような取り組みは私たちに

務所であり、ニュースレターはラリビエ氏が作

はまだ経験不足だといえるかもしれません。地

ってこられています。お人柄でしょうか、NGO

域の環境の破壊を憂えた市民が活動をはじめた

同士の争いなどとも無縁に感じられました。彼

ところまでは日本も同様です。そのあと、芸術

女の一声で政府の保護区の管理事務所が動くの

家や政治家が同調し、力を発揮する―この点は

も面白く思いました。再生湿地では侵入種との

どうでしょうか。一部は同じように思えます。

戦いもあります。また塩がたまった池のままの

フローレンスさんが繰り返し言われるのは「人

状態を好む種もあり、防災のための堤防も必要

間の暮らしのためにも自然が必要である」とい

です。このような諸条件を、話し合いながらバ

うことです。そこでのくくりがうまく説明でき

ランスの取れた計画にするためのシステムがで

るかどうかは私たちの力量次第のような気がし

きているようです。

ます。食物連鎖の頂点にいるということは連鎖

＊

＊

＊

に含まれているということであり、ほかの生き

現存する湿地は保全が最優先、失ってしまっ

物におきている問題は人間の問題であることは

た湿地はサンフランシスコ湾のように再生をす

明らかです。

るためのシステム作りが前提になります。

一般的な人が理解・納得できるような提案が

理想的な湿地再生も保全計画も最初から存在

できるようになるには、幅広い地域の問題の理

するのではなく、作り出すものであること、作

解にもとづく前向きで具体的な提案を準備する

ったとしてもうまくいくとは限らないことを覚

必要がありそうです。広範囲なインディペンデ

悟しつつ活動を続け、協働のシステムを作り上

ントの科学者のデータがどれくらい利用できる

げるのは私たち自身の課題です。
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韓国の干潟保護運動について
木原滋哉（日本湿地ネットワーク会員）
先日11月にカンボジアで開催された「東・東

では、公害が発生しても、被害者である住民に

南アジア河川監視ネットワーク」 第 3 回総会の

よる公害反対の声は無視され、かき消された。当

おりに、「韓国環境運動連合」と「水源開発問

時、民主化闘争の担い手にとって、権威主義体

題全国連絡会」など日本の反ダム運動団体のあ

制を打倒するという民主化の課題は公害問題の

いだで、今後二国間の交流を深めていくことが

解決につながるものであった。87年の「民主化

合意された。ダム反対運動の領域でも「韓国環

宣言」以降、民主化が進行したが、環境問題が

境運動連合」の活躍は目覚しく、日本側として

なかなか解決しない中で、反体制運動という色

は、韓国におけるダム反対運動の現状を知るだ

彩の強い運動は環境運動へと衣替えしていった。

けではなく、多くの有給スタッフを擁し、多く

韓国環境運動連合も、民主化＝反公害運動とい

の会員に支えられている韓国の環境運動から多

う色彩の強かった80年代の「公害追放運動連合」

くのことを学びたいという意向があった。

を出発点として、93年に結成された組織である。

このたび日韓国際環境賞を受賞した日韓共同

以上のような由来は、韓国環境運動連合の特

干潟調査団に参加したのは一度だけであったが、

徴を説明してくれる。 まず、 団体名に「 環境」

干潟保護運動の領域でも各地域の環境運動連合

という文字が入っているが、韓国環境運動連合

が大きな役割を果たしていることに驚いた。ち

は、環境問題だけではなく、民主主義の問題に

ょっと古いデータだが、それでも、有給スタッ

由来する平和問題、労働問題、女性問題、核問

フ70名、会員数7万名、年間財政規模25億ウォ

題など広範な争点を取り扱っている。また、環

ンという規模である。数回にわたる韓国訪問の

境問題といっても、反公害闘争を担っていたこ

機会を利用して、どのようにして環境運動連合

とから、学術的に価値のある自然環境の保全と

のような強力な環境団体が形成されたのか、環

いうよりも、公害によって脅かされた生活環境

境運動連合の存在は、韓国における干潟保護運

を重視する傾向が強い。

動にどのような影響を与えているのか、調べて

では、このような特徴を持つ韓国環境運動連

みた（日本の干潟保護運動との比較など詳細な

合が大きく成長した理由は、どこにあるのだろ

調査報告は、近く発行される『日韓共同干潟調

うか。その理由は、民主化闘争に由来する以外

査報告書』に掲載予定）。

にもいくつか考えられる。日本に住む私たちか

1．民主化闘争から環境運動へ
韓国における環境運動は、民主主義を欠く権
威主義体制の下で始まった。権威主義体制の下

ら見ると、金大中大統領や盧武鉉大統領が実現
した背景に民主主義の深化があると考えがちで
ある。しかし、韓国政治には、地域対立が根強
く、例えば金大中大統領が実現したというのは、
それまで開発の恩恵を得られなかった地域の代
表が大統領になったという側面を持つ。したが
って、政権交代は、従来開発が進められなかっ
た地域で開発が進められることを意味した。要
するに、 地域対立を背景とする韓国政治では、
政権が交代しても、開発主義という側面はなん
ら変わらないのであり、環境問題は政党政治に
は反映されず、それゆえに市民社会における環

日韓共同干潟調査団の日韓国際環境賞表彰式（11月8日）
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境運動に期待が集まったのである。

うに思える。このデメリットを回避し、メリッ
トを生かすために結成されたのが、「全国湿地保
全連帯会議」である。この「湿地連帯」は、96
年ブリスベン（オーストラリア）で開催された
ラムサール条約締約国会議への参加をきっかけ
として、「湿地保全」に取り組んでいる「韓国環
境運動連合」メンバーなどを中心として結成さ
れた。いわば湿地保全の「専門店」を目指すネ
ットワークとして、湿地・干潟保全の環境運動
の強化を目指している。
セマングムの状況を心配した市民たちが毎月第1土・日
曜に行っている生態系調査を、韓国環境運動連合は2003
年12月からずっと事務的に支え続けている。

しかし、強力な「韓国環境運動連合」から完
全に分離したのでは、かえって組織力を失うこ
とになるので、「湿地連帯」は、「韓国環境運動
連合」との関係を維持しながら、湿地保全とい

2．干潟保護運動への影響
強力な環境運動が存在していることから考え
ると、韓国では干潟保護運動にとって有利な状
況であると予想される。始華（シファ）湖干拓

う単一争点に取り組むというスタイルをとって
いる。

3．日本への教訓
日本の干潟保護運動の歴史を振り返ると、71

計画が周辺に大きな影響を与えたことがわかり、

年に結成された「全国自然保護連合」という自

干潟保全の問題が韓国でも大きく取り上げられ

然保護運動の「百貨店」から自立して干潟保護

るようになった。このように何かが問題となっ

運動の「専門店」を作り上げてきた歴史でもあ

たときに、強力な環境運動があれば、すぐさま

る。75年汐川で干潟保護運動独自の「国際シン

多くの人材や資金を投入して取り組むことがで

ポジウム」を開催し、最終的には釧路でラムサ

きるし、干潟保全を全国の争点としてアピール

ール条約締約国会議が開催されるのをきっかけ

することも容易である。セマングムへの集中し

にして、「 日本湿地ネットワーク」 が結成され

た取り組みなどはその一例だろうと思う。私た

た。

ちから見てうらやましいのは、この点である。

日本の場合、「百貨店」の「全国自然保護連

他方、韓国環境運動連合は「百貨店」と言わ

合」はかっての勢いを維持していないのかも知

れることがある。いろいろな問題に取り組んで

れないが、誕生の際、母胎となった「日本自然

いるが、人材や資金は限られているので、ひと

保護協会」は、今日では調査・政策提言型NGO

つひとつの取り組み、例えば干潟や鳥の問題へ

という特徴を持っている。日本には、「韓国環境

の取り組みが不十分になっていることが問題点

運動連合」のような環境運動団体は存在しない

として指摘されているのである。「百貨店」とい

ので、同じ組織を求めるのはないものねだりで

う用語は、学術研究書でも見かけるが、その用

あろう。
「日本湿地ネットワーク」は、事務局機

語を始めて聞いたのは、釜山の野鳥保護グルー

能が弱いなどの弱点が指摘されているが、事務

プのメンバーからであった。 韓国第 2 の都市・

局機能の強化とともに調査研究・政策提言能力

釜山にも、強力な韓国環境連合の組織が存在し

を強化する努力が必要ではないか。他分野の環

ているが、野鳥保護という「専門店」から見る

境団体などと協力・提携することが重要になる。

と、「百貨店」である環境運動連合が鳥や干潟の

日韓共同干潟調査でも、日本サイドの調査手法

保全問題に十分取り組んでいないという不満が

は、韓国サイドから注目されてきた。形は違う

あるのだと、このときにはじめて知った。

が、干潟保護という単一の活動を絞った干潟保

このように韓国環境運動連合の干潟問題への
取り組みには、メリットとデメリットがあるよ

護運動の強化、総合的な環境運動との提携・協
力は、日韓ともに必要とされている。
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モニタリングサイト交流会

田尻町ラムサールフェスティバル

JAWANでは2006年1月7日、モニタリングサイ

日本雁を保護する会、NPO法人蕪栗ぬまっこくら

ト1000シギチドリ類調査のための委員による「検討

ぶ等では宮城県「蕪栗沼・周辺水田」のラムサール

委員会」を開催します。翌8日には「モニタリングサ

条約湿地登録を記念して「田尻町ラムサールフェス

イト交流会」として講演及び報告会を開催し、9日

ティバル」を開催します。「自然（蕪栗沼）に学び

にはエクスカーションとして藤前活動センターの見

暮らし（田んぼ）を豊かに」をテーマに自然環境と

学、弥富野鳥園、木曾崎干拓地の現地視察を行う予

共生するくらしについて考えます。日本湿地ネット

定です。

ワークは協賛団体として、ラムサール登録地のネッ

◎日

時：2006年1月8日（日）10：00〜16：45

◎会

場：名古屋市「稲永ビジターセンター」
2階会議室

トワーク作りを考える分科会を開きます。
◎日

時：2006年2月3日
（金）、4日（土）、5日（日）

◎場

所：メイン会場＝田尻町文化センター

◎参 加 費：無料
◎主

エクスカーション＝蕪栗沼、ふゆみずた

催：日本湿地ネットワーク（JAWAN）
（財）世界自然保護基金ジャパン

◎懇 親 会：名古屋港イタリア村・コルサーレ
18：00〜20：00

会費4000円

■エクスカーション
時：2006年1月9日（月）9：00〜16：00頃

◎集

合：名古屋市「藤前活動センター」9：00

◎視察場所：弥富野鳥園、木曾崎干拓地など
散：あおなみ線「野跡」駅

催：宮城県田尻町、田尻町教育委員会

◎主

管：田尻町ラムサールフェスティバル実行委
員会

◎スケジュール概要：

◎日

◎解

んぼ水田
◎主

16：00頃

◎参加方法：事前に申し込みが必要
◎連 絡 先：JAWAN事務局・伊藤宛 048-845-7177
Eメール ito-itoh@s2.dion.ne.jp

2月3日（金）13：00〜17：30
歓迎セレモニー、講演会など
2月4日（土）5：30〜17：30
エクスカーション、講演会など
2月5日（日）5：30〜12：45
エクスカーション、パネルディスカション、
分科会など

干潟を守る日 2006 ―Wetland Day in Japan―参加団体募集!!
1997年4月14日に行われた干拓事業による諌早湾

支給します。事務局ではリーフレットをマスコミや

の閉め切りは、豊かな干潟を消滅させ有明海の環境

JAWAN会員などに配布するとともに、JAWANの

や漁業にも深刻な悪影響をもたらしました。このよ

ホームページにイベント内容や参加団体の紹介コー

うな自然破壊を繰り返さないために、JAWANでは

ナーを設けて情報発信を行います。

4月14日を「干潟を守る日―Wetland Day in Japan

干潟だけでなく、湿原や湖沼などさまざまな湿地

―」とする全国的な湿地保護キャンペーンを毎春開

の保全をアピールするキャンペーンですので、内陸

催しています。ただいま、このキャンぺーンに参加

部の湿地の保護活動を行っている団体も、ぜひご参

して2006年4月から5月にかけて観察会、学習会、写

加ください。参加受付の締め切りは2月10日（金）と

真展、シンポジウムなど、湿地保護に関連したイベ

なります。

ントを実施していただける団体を募集中です。
参加にあたっては、キャンペーンの運営費として

以下の干潟を守る日事務局までご連絡をいただけ
れば、詳しい参加要項、申込書をお送りします。

1口6000円の参加費の納入をお願いします。事務局

〒171-0032 東京都豊島区雑司が谷3−11−4 パレド

では全国のイベントを掲載したリーフレットを作成

ール目白205 JAWAN干潟を守る日事務局

し、各団体に参加費1口当たりリーフレット300枚を

TEL/FAX 03-3986-6490

E-mail jawan@jawan.jp

りがラムサール湿地登録を実現したのだろう。次号の発
行は来年3月の予定です。皆さま良いお年を。
（昌）
◆JAWANの新しいパンフレットを今回皆さまにお届け
◆北海道野付湾では三角帆の打瀬船でシマエビ漁をする。

できることを幸せに思います。日本の登録湿地33ヶ所が

乱獲を避けアマモをスクリューで傷つけないためだ。漁

載っているとても美しいパンフレットです。寒さが一段

協は山に35万本の木を植えた。人と自然の見事なかかわ

と厳しくなりました。皆さまご自愛ください。
（恵）
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