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8年前の夏の始まりの頃、当時まだ「中津干

潟」という言葉もない浜の泥の中で、手の平に

のる小さなカブトガニの幼生を見つけたことが、

水辺に遊ぶ会の始まりでした。このカブトガニ

という不思議な生きものを通して、私たちは中

津の干潟や海の豊かさを知り、海の文化に触れ、

たくさんの人々に出逢いました。小さな生命の

輝きが、私たちのつたない保全活動の原動力と

なったのだと感じています。

川がつくる干潟

福岡県豊前市から大分県の国東
くにさき

半島のつけ根

まで、周防灘
すおうなだ

に断続的に続く豊前海干潟。その

ほぼ中央に位置し、干潮時には沖合約3kmまで

干出する中津市沿岸の広大な干潟を私たちは中

津干潟と名付けました。中津干潟は、耶
や

馬
ば

英
ひ

彦
こ

山
さん

国定公園から流れ出た急峻な山国川
やまくにがわ

が創り出

した河口デルタです。この山国川と中津市内を

流れる山国川水系の河川の河口域には、規模の

大小はあるものの様々な環境が残されています。

日々形を変える砂州、複雑な形の地形に海水と

真水が出入りする塩性湿地、「豊葦原中津國
とよあしはらなかつくに

」と

万葉の時代に歌われたアシ原、そしてどこまで

も続く干潟と青い空。夏の夜、丘からきたアカ

テガニたちが水際で放仔を行い、沖からきたカ

ブトガニが卵を産むこの場所は、川と海をつな

ぐ、生命をつなぐ大切な存在です。この一帯を

歩くと、足元に無数に散らばる生きものの多さ

に感動するとともに、中津干潟は川によって生

かされているんだということを実感します。

里海里浜

縄文時代、人々は河口の巻き貝や干潟の魚介

類を糧としてくらしていました。弥生時代には

稲作の傍ら、泥で作った小さなつぼを海に沈め

る蛸壺漁なども盛んになりました。戦後の食糧

難を支えたのもこの豊かな海でした。春と秋の

浜遠足、ザルを片手に夕飯のおかずを捕る人、

風呂の焚き付けに松葉や流木を拾い集める子ど

もたちの姿……。ほんの十数年前まで、海と人

は仲良くくらしてきたのに、時代が豊になるに

つれ、人々の足は遠のき、いつの間にか海と浜

は忘れられた存在になってしまいました。人々

が大切につきあってきた海をもう一度見つめ直

し、中津の海の未来を多くの人に考えてもらう

きっかけづくりをしよう、そんな思いから水辺

に遊ぶ会は誕生しました。私たちの活動の主眼

は、当時も今も、「海と人の心の距離」をもっと

もっと近くしようというところにあります。

啓発活動

水辺に遊ぶ会の基本は「たくさんの人に中津

の海の豊かさや楽しさを知ってもらうこと」。自

然観察会を中心に、地域の小学校や社会教育の

場での環境学習のサポートなどを実施していま

すが、夏休み干潟観察会には毎年200名を超え

る参加者があるほか、市内および隣接する福岡

県の多くの小中学校の総合的学習の時間に干潟

が取り上げられ、また、環境デーには「中津干

潟」をテーマに市内全小中学校で環境学習が実

施されるようになったことは、とても喜ばしい
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ことです。海への感謝の気持ちを込めて始めた

ビーチクリーンも7年、25回を超える実施にな

りますが、こちらも学校、企業、行政など多く

の地元の方々から参加をいただくようになりま

した。海からのごみは減らないものの、外部か

らの持ち込みゴミは確実に減少傾向にあり、継

続することによる抑止効果が見られます。また、

漂着物調査もJEAN指導の下実施していますが、

中津の海岸の漂着ゴミの傾向がわかり、廃棄物

問題や海洋ゴミの問題提起に役だっています。

調査研究活動

県境という地理的な問題や自然史博物館不在

等の理由により、過去、中津干潟には調査の手

がほとんど入ってきませんでした。自分たちの

海の状況をきちんと把握することを目的に、多

くの研究者の方々のご協力を得て干潟調査を実

施していますが、中津干潟に生息する生物の実

に4割が絶滅危惧種という、驚くべき結果を得

ました。また、成果である標本やリストに関し

ては、建物のない博物館「水辺に遊ぶ会

MUSEUM」を設置し、研究者と当会が共同で

管理を行うという試みも実施しています。定量

定性調査から測量まで、市民の手でも学術レベ

ルの調査ができるというのが水辺に遊ぶ会の身

上です。

合意形成とセットバック護岸

活動を始めた当初、一部干潟を浚渫・覆砂し

ビーチをつくる計画がありました。中津港とい

う地域振興と環境保全という相反する事象の解

決のため、大分県に干潟の保全と利用に関する

検討の場の設置を要望した結果、地元住民、漁

業者、公募一般市民、研究者、自然保護団体、

行政担当者などを構成メンバーとした環境整備

懇談会が開催されました。全面公開、傍聴者の

発言自由という画期的な会議での一年にわたる

協議の結果、干潟は環境学習等のため現状のま

ま残すという提言を導き出しました。さらに、

この会議を引き継ぐ形で、わずか200mあまり

の小さな砂浜とそれに続く舞手川
まいてがわ

河口湿地の高

潮対策についての協議会が実施されました。波

浪による浸食が著しく、地権者より護岸設置の

要望が出されていた一方、この一帯が生物多様

性に富む場所であることから、5年にわたる協議

が行われ、高潮対策と湿地保存を兼ね備えたセ

ットバック護岸（河口湿地よりも陸域に護岸を

設置）が実現することとなりました。この国内

で例を見ない画期的護岸が実現したのは、水辺

に遊ぶ会の生物調査や地形調査に基づく優れた

企画書と、研究者の方々による技術面や法的な

面での裏付け、行政担当者の頭が下がる作業の

積み重ね、そして私たちの訴えに耳を傾けてく

れた地権者の方々、皆の努力の結果だと思って

います。護岸が設置された現在は、市民と行政

と研究者によりモニタリング調査を継続してい

るところです。様々な立場の人々が、同じ目線

で中津の小さな海岸について意見を交わした7年

の積み重ねは、今後の保全活動の大きな力とな

ると感じています。

新しい取り組み

干潟や海の保全をはかる上で漁業者との連携

は必要不可欠と考え、この数年、彼らとの相互

理解のための努力を始めました。話をする、作

業の手伝いをする、一緒に飲む……当初は「よ

そ者」扱いだった私たちに心を開いてくれる漁

業者も増えてきました。漁獲の減少、後継者不

足、高齢化……中津の漁業の現実を見据えなが

ら、漁業者と共に中津干潟で歩む道を模索する

ことが、水辺に遊ぶ会の新しいテーマのひとつ

です。
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諫早湾干拓農地のリース事業に対して、長崎

県は公金を支出してはならない、という判決を

求めて長崎地裁に提訴した公金支出差止訴訟が、

9月10日に結審します。

諫早湾干拓農地のリース事業というのは、干

拓工事が終了し干拓農地が造成できても、現状

では、農民を集める自信がないため、農民が干

拓農地の購入代金に相当する受益者負担金を支

払わなくてもいいようにしようとして考え出さ

れた、農水省と長崎県の苦肉の策です。

具体的には、長崎県が全額を出資して設立し

た長崎県農業振興公社に受益者負担金を払わせ

て、干拓農地を全部一括して取得させ、それを

10aあたり2万円で農民にリースするというもの

です。ところが公社は、ほとんど休眠状態で、

もちろん50億を超える受益者負担金の支払い能

力はありません。そこで、今年の3月の長崎県

議会で発表されたスキームによれば、公社は農

林公庫から約2％の金利で受益者負担金を借り

入れます。返済は25年の均等年賦払いです。と

ころが、毎年のリース料収入はその金利分にし

かなりません。そこで、公社から農林公庫への

元本返済の原資を県が毎年貸し付けるというも

のです。

ちょっと考えてもらえばすぐに分かりますが、

これだと毎年農林公庫の残元本は減りますが、

その減った分だけ県からの貸付金が増えますか

ら、農林公庫と県の貸付残は、当初の50億を超

える農林公庫からの貸付額と同額です。そして、

25年後には農林公庫の返済は終了しますが、農

林公庫から貸し付けた元本は、そっくり県の貸

し付け元本に移行してしまいます。しかも、こ

の時点でも、リース料収入は金利分にしかなら

ないことに変わりはありません。そうすると、

県は、その先、貸付金の元本回収の見通しがな

いことになります。

こんな公金の貸付が地方自治法や地方財政法

に違反することは明らかです。このことを指摘

されると、次の裁判期日で、県は、突然、国と

負担軽減策を協議していると言い出しました。

調査したところ、協議しているという新しいス

キームはとんでもないものでした。

つまり、新しい国の制度融資を利用して、受

益者負担額の6分の5について、無利子の融資を

受け、農林公庫からの2％の利息のつく借入を6

分の1に減らすというものです。

わたしたちが調査結果を書面にまとめて裁判

所に提出すると、県はあわてて、その翌日に知

事の記者会見を開いて、弁解をしました。7月

30日の期日では、新しいスキームは、ほぼわた

したちの想定どおりという、県の回答でした。

確かに、6分の5が無利子になることによって、

リース料収入の一部は元本支払いの原資に回せ

ます。もちろん、元利金の全額をまかなうこと

はできませんから、やはり県からの貸付は行わ

なければなりません。

この苦し紛れの新しいスキームも、荒唐無稽

です。

県の試算によると、25年後に公社から農林公

庫などへの返済が終了した時点で、県の貸付残

は約36億円です。これを26年目からリース料収
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入で公社が県に返済するというわけですが、75

年かかるそうです。スキームの開始から県の回

収が終わるスキームの終了まで、合計100年。21

世紀が終わり22世紀になっています。

いまから100年前の日本は日露戦争が終了し

た直後でした。この100年の間に2つの世界大戦

があり、経済も政治も、科学技術も、人々の生

活スタイルも100年前の人々には想像もつかない

ものになりました。同じように、わたしたちが

22世紀の100年後を、現実味をもって想像する

ことなど不可能です。

そんな先に回収が終了するような貸付を、県

が公金を使って行うことも、やはり、地方自治

法や地方財政法に違反することは明らかです。

しかも、6分の5の無利子の制度融資は、本来、

諫干農地のリース事業に適用すると、制度の目

的外流用となります。

長崎県と農水省は、元本回収の見通しがない

と指摘されて、あわてて国の制度融資の目的を

逸脱した新スキームに乗り換えましたが、乗り

換えた先は泥船だったというようなものです。

攻勢的に進んでいるこの裁判で、原告県民が

勝訴すれば、工事が終わっても、農民を集めら

れないという状態が生まれる可能性があります。

何のための干拓事業だったのか、ということを

問い直すチャンスが生まれます。

9月に結審すれば、年内の判決は十分に可能で

す。ご注目ください。
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日本湿地ネットワークでは、10月12～14日に

東京のYMCAアジア青少年センターで、第1回日

韓NGO湿地フォーラムを開催します。

このフォーラムは来年10月に韓国で開催される

ラムサール条約第10回締約国会議（COP10）に向

けて、日韓NGOの連携を目的として開催するもの

です。COP10とその直前のNGO会議において、

日韓NGOが東アジアにおける湿地保全の問題状況

を明らかにし、今後の湿地保全の取り組みの促進

をアピールできるか否かは、以後10年以上の東ア

ジアにおける湿地保全の方向性を左右していくと

いっても過言ではありません。このフォーラムを

COP10における課題実現のための第一歩とするた

めに、全国各地で湿地保全に取り組んでいる皆様

に、ぜひご参加いただきますようお願い申し上げ

ます。

●日　程：2007年10月12日（金）～14日（日）

●会　場：YMCAアジア青少年センター

（東京・水道橋）

●参加費：5000円（3日間通し）

要事前申し込み（9月28日締切）

●主　催：日本湿地ネットワーク／WWFジャパン

●お問い合わせ・参加申し込み先：

TEL/FAX  048-845-7177

【プログラム】

●10月12日「日韓における湿地の現状と湿地政

策を検証する」

セマングム干拓や諫早湾干拓といった、両国の

典型事例にみる、それぞれの国の公共事業によ

る湿地破壊の問題に関する報告と討議。

●10月13日「東アジアにおける湿地の賢明な利

用の再構築をめざして」

午前は伝統的農漁業によって実現していた湿地

の賢明な利用とその喪失について、午後は「地

域」「流域」「再生」「調査」などをテーマとし

た報告と討議。夜は懇親会を行います。

●10月14日「NGOはCOP10で何をなすべきか」

午前は釧路公立大学・小林聡史氏の基調講演や

CEPAに関する報告。午後は「COP10までの戦

略と行動計画」をテーマとした徹底討論。

●エクスカーション 14日フォーラム終了後、10

月15、16日にかけて、韓国からのゲストと共に

霞ヶ浦、足尾、紅葉の奥日光、渡良瀬遊水池を

回るエクスカーションを実施します。

★参加には事前の申し込みが必要です。詳しいプ

ログラムや参加申込方法については、JAWAN

ホームページ（http://www.jawan.jp）をご覧

いただくか、左記までお問い合わせください。

第1回 日韓NGO湿地フォーラム開催のご案内

INFORMATION



「湿地の管理」は琵琶湖ラムサール研究会の

宮林泰彦さんをはじめ環境省他たくさんの方々

にお手伝いいただいて出来上がりました、改め

て皆様のご協力に感謝いたします。

この「湿地の管理」を教科書とした学習会が、

6月、名古屋市においてに開催されました。生物

多様性条約学習会という位置づけで開催された

この学習会では、釧路公立大学の小林聡史教授

に、ラムサール条約と環境関係の国際条約、湿

地の賢明な利用などとともに、この本の速読法

もご教示いただき、大学生や自治体関係者を含

む参加者に大変好評でした。その速読法と、質

疑応答の部分を抜粋して紹介します。

速読法の紹介

●時間がない場合は以下の★印の章を読むだけ

でも一応の理解は可能です。

●冊子に出てくる個別のガイドライン（住民参

加や沿岸域管理など）は勉強したほうがより

よいのですが、管理計画作りの基本をおさえ

れば管理計画自体は策定可能なので、本当に

時間のない人はこの部分は見出しを読むだけ

でもかまわないでしょう。

●まず大切なのは目標を話し合うことです。

●日本国内では個別湿地（特に条約湿地）には

断片的なデータはすでに存在するはずなので、

管理計画を作るという意思があれば、それら

を収集してみることから着手すれば、最初の

枠組みは比較的簡単にできるはずです。

●目標の話し合い＋具体的な行動のリストアッ

プ⇒素案の完成　となります。

●大変だから「誰かがやって」ではなく、思っ

た人が管理計画を作りましょう！

参加者との質疑応答

①「旧ガイドライン」との違いについて

「考え方は同じであるが、新版の特徴は他条

約（生物多様性条約など）のコンセプトを入れ

たものになっている。例えば「順応的管理」と

いう言葉は釧路（旧）ガイドラインには入って

いないが、フィードバックという考え方はすで

に用いられている。マスタープランが管理計画

と同じものかどうかはわからないが、今後フィ

ードバックを考える機会があれば、その段階で

新要素を組み込む必要があるかどうかを考えれ

ばよいのではないか」

②作った管理計画が適切であるかどうかわかない

「計画を作ることが目的と言うよりは保全や
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「湿地の管理―賢明な利用ハンドブック」を
使用しての学習会

伊藤よしの 日本湿地ネットワーク副代表　

名古屋で行われた「湿地の管理」の学習会

「湿地の管理」目次
Ⅰ はじめに

★ Ⅱ 総合的ガイドライン
Ⅲ 湿地の管理の河川流域及び沿岸域の管理を含

む広域の環境管理計画策定への組み込み
★ Ⅳ 湿地管理計画策定の機能
Ⅴ 地域住民と先住民を含む利害関係者
Ⅵ 環境管理への予防原則の適用

★ Ⅶ 管理計画策定はひとつの過程である
★ Ⅷ インプット、アウトプット、そして成果
Ⅸ 順応的管理
Ⅹ 管理ユニット、ゾーニング、そして緩衝地帯
ⅩⅠ 管理計画書の様式

★ ⅩⅡ 前文・方針
★ ⅩIII 湿地の記載
ⅩIV 湿地評価

★ ⅩⅤ 管理目標
ⅩⅥ 根拠

★ ⅩⅦ 行動計画（管理プロジェクトと見直し）



管理を目的と考えればよい。結果的に管理がう

まくいっているようであれば、計画やその過程

は成功していると考えていい。ガイドラインは

管理計画の作り方がわからないときのためのツ

ールである。マスタープランと管理計画ガイド

ラインをすり合わせて新しいガイドラインを入

れこんでみてはどうか。」

③順応的管理・定量的目標が組み込まれている

国際的な管理計画の例は

「数値目標ということの例であれば、ラムサ

ール登録したときの水鳥の数値などが入ってい

るはずである。減少傾向があるなら、減少の原

因を突きとめて減少させないために何らかの介

入をすることが、数値目標達成のための取り組

みに近いものとなるだろう。」

今後の学習会

今後いくつかの地域でこの本を基にした学習

会の開催が予定されており、藤前では10月に続

きの学習会を開催予定です（16頁のイベント情

報参照）。また、この「湿地と管理」は環境省

がラムサール関連自治体（県・市町村）にすで

に配布しています。みなさんの方から自治体に

「講師を呼んで学習会を開催してください」とお

願いしてみてもよいかもしれません。

＊　　＊　　＊

5月に韓国で開催された「海の日記念・COP10

準備シンポジウム」で、柏木実さんがJAWAN

の政策提言の例として、「湿地の管理」を環境省

が買い取り、地方自治体へ配布してくださった

ことを発表しました。同じく招待されていたラ

ムサール事務局CEPAコーディネーターのサン

ドラ・ヘイルズさんは、この例を挙げて、

「CEPAというと子どもたちへの教育を考えるけ

れども、このような形の行政への働きかけはそ

れ以上に大切なことである。」と、発表の中で、

大きく評価してくださったとのことです。

「湿地の管理」はラムサール関連の資料の中

では易しいはずですが、それでもさっと読み通

せるような本ではありません。しかし、思いが

けない発見も多々あります。巻末資料は、ウェ

ブの検索や条約の出版物などの確認のための資

料として、特に有用だと思います。

湿地の管理計画策定に役立てるばかりではな

く、いつもそばにおいて、いろいろな使い方を

工夫してみてください。

出版チームでは、さらなる翻訳・出版で湿地

の賢明な利用に貢献したいと願っています。
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韓国COP10に向けて日本と韓国の市民団体相互

の交流が増えてきました。

8月17日、記録的な猛暑の中、韓国仁川「緑の

連合」（GREEN KOREA）の湿地スタッフが東

京湾三番瀬を訪問しました。柳鐘班運営委員長一

行8名は来年開かれる韓国ラムサール国際会議

（COP10）を前に日本の湿地の研修と市民団体と

の交流を図る目的で13日より来日し、尾瀬、神代

植物園などを視察しました。当日、千葉の干潟を

守る会が出迎え、牛野くみ子さん、田久保晴孝さ

んたちの案内で、習志野市「谷津干潟自然観察セ

ンター」と「三番瀬船橋海浜公園」の2カ所を訪

れ、保全活動の歴史や湿地の現状を熱心に見学し

ました。 （伊藤恵子）

韓国仁川「緑の連合」が三番瀬を訪問

谷津干潟自然観察センター 船橋海浜公園



三番瀬保護団体は4月8日、日本と米国のカキ

礁研究者を招き、「日米カキ礁シンポジウム」を

和洋女子大学（市川市）にて開催しました。シ

ンポジウムは150人を超す参加者があり盛会の中

に終了いたしました。全国から多くの一般参加

者と各分野の研究者や専門家が加わり充実した

結果となりました。

＊　　　＊　　　＊

このカキ礁に関するシンポジウム開催は、2004

年に三番瀬猫実川河口域のカキ礁が発見されて

以来、わたしたちの願望であり懸案となってお

りました。

2006年2月より準備に入りました。7月にはプ

ロ・ナトゥーラ・ファンドに助成金の申請を行

い、幸いにも助成金申請が認められ本格的な企

画づくりに取り組みました。

10月には準備会を開催し、三番瀬の自然環境

の重要性とカキ礁の価値について広く県民と市

民に呼びかけるシンポジウムが提案され、三番

瀬で活動する8団体による実行委員会が立ちあが

りました。日本ではカキ礁の研究はほとんど行

われてこなかった経過を踏まえ、参加者の対象

を研究者、専門家を含め、広く一般の方を目指

すこととし、米国チェサピーク湾の研究者より

最新のカキ礁研究の成果、子どもたちへの環境

教育、漁業への視点などを学び、そしてカキ礁

生態系の役割と機能に焦点をあてる講演を企画

することを決めました。

2007年4月、米国の東海岸バージニア州と西

海岸ワシントン州の海外研究者3名の来日が実

現しました。（財）日本自然保護協会のご尽力に

より、国内の研究者として日本ベントス学会会

長の向井宏先生にご参加いただきました。また

来賓として京都大学名誉教授、鎮西清高先生に

お越しいただきました。

4月8日の日米カキ礁シンポジウムに先がけて

海外ゲストの方に6日は市川市猫実川河口沖、7

日は船橋市海浜公園沖のカキ礁へご案内しまし

た。晴天に恵まれ干潟の干出域も予想以上に広

がりカキ礁の周りを観察しました。猫実側のカ

キ礁に若いカキの生息割合が大きい状態を即座

に見てとり指摘されました。

船橋海浜公園地先のカキ礁は緑のアオサに覆

われているのが特徴です。猫実側のカキ礁の上

がアオサで覆われたことはこの5年間の観察では

皆無でしたので海の環境に違いが存在すると思

われます。船橋海浜公園のカキ礁では、マーク

先生とアラン先生が実践的な調査方法を実演し

てくれました。スコップでカキ礁を掘り下げて、

順次採り出したカキを観察して生育の歴史を調
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カキ礁研究の前進に向けて
――日米カキ礁シンポジウムの報告

伊藤昌尚 日米カキ礁シンポジウム実行委員会事務局　

シンポジウム討論（4月8日） シンポジウム会場（4月8日）



べる作業です。猫実側のカキ礁でもこの試掘を

ぜひ実施するべきと懇切な助言を受けました。

船橋側にはイソギンチャクが多く生息しており、

ムラサキイガイの塊と同居しています。猫実側

はケフサイソガニやウネナシトマヤガイが多数

観察できます。両方のカキ礁をじっくりと観察

できた様子で船橋側と猫実側のカキ礁の外観と

生物相の違いを指摘され興味を持たれたようで

した。

＊　　　＊　　　＊

シンポジウムでは海外ゲストよりカキ礁の濾

過能力、再生産の要因、干潟の定着率、潮位の

影響、生存率の実験などいろいろな調査や実験

の発表があり会場の注目を集めました。

特に印象に残ったのは「底質の変化」と「脱窒

の測定」に関しての報告です。

ジェニファー先生は最新の研究結果にもとづ

いて「生物学的に非常に活発な窒素化合物の一

つであるアンモニアの間隙水中濃度を測定しま

した。私たちはカキ礁がある所ではカキの排泄

作用により、間隙水中のアンモニア濃度が上昇

すると予測していました。しかし、実際にはカ

キ礁がある所ではアンモニア濃度が低下してい

たのです。これはいったいどういうことでしょう

か。カキが生態系から窒素を除去する微生物活

性を促進している可能性があると考えられます。

これは特に富栄養化など人間の活動によっても

たらされる余剰窒素を考える上で非常に重要な

ことです。」とカキ礁の脱窒機能を講演されまし

た。とても興味深い知見を学ぶことができました。

＊　　　＊　　　＊

この日米カキ礁シンポジウムが日本における

カキ礁研究の前進とカキ礁生態系の位置づけを

固めるはずみとなれば幸いです。シンポジウム

は終了しましたが、シンポジウムで学んだこと

を三番瀬の保全のためにどのように活かしてい

くかが今後の課題です。実行委員会では現在、

報告書づくりに取り組んでいます。9月末には報

告書を発行できる見込みですのでご利用をお願

いします。

最後になりましたが、このシンポジウム開催

のためにたくさんの個人や団体から後援や協賛

金のご支援をいただきました。感謝の気持ちで

一杯です。本当にありがとうございました。
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猫実側のカキ礁（4月6日） 船橋側のカキ礁（4月7日）

絵本のポプラ社が今年4月に発行した年少者向けの本。全国45カ所もの干潟につ

いて、それぞれの地元で保護活動に携わっている方々が、分かりやすく紹介してい

ます。風景や動植物のカラー写真も満載。巻末には日本の干潟の現状やラムサール

条約についての解説も収録されています。干潟へのアクセスや地元保護団体の連絡

先まで掲載されていて、干潟保護に関心のある大人にも役立つガイドブックです。

編者：日本自然保護協会　発行：ポプラ社　税込価格：1680円

親子で楽しめる干潟ガイド「干潟の図鑑」



今年に入って三番瀬
さんばんぜ

再生は県主導が一層強ま

ってきました。

堂本千葉県知事は、住民参加、情報公開を謳

った再生会議を、全国モデルと自負しています

が、千葉県議会の7割を占める自民党からは、

「三番瀬ばかりに金を費やしている。時間ばかり

かかってさっぱり前に進まない」と突き上げら

れていることも確かです。また、「庁内のお偉い

さんたちは101 haの時の事業がやりたいのだ」

と聞いたこともあります。そんなこともあって

か、6月に行われた第19回三番瀬再生会議はひ

どいものでした。予定された時間の半分は県か

らの報告でした。再生会議をなんと心得ている

のでしょう。

その中の一つに「干潟的環境形成及び淡水導

入の検討・試験」というのがあります。

これは淡水導入や湿地再生をどこで行うかと

いうもので、三番瀬再生の根幹に関係する重要

議題です。ところが県は、再生会議に事前に諮

ることなく庁内で5回検討したと報告したので

す。これには委員もびっくり。「由々しきこと、

心外」という声があがりました。県は事例収集

などで忙しく、再生会議に事前に説明出来なか

った、申し訳ないと謝罪しましたがまったくも

って由々しきことです。

また、行徳湿地の整備ということで海水交換

を、現在の暗渠から開削にという提案が出され

ていましたが、県は経済的に負担が大きく、計

画推進は困難と言い出したのです。自然再生と

いうのは時間がかかって当然です。県の姿勢に

は努力をしようというかけらも見あたりません。

円卓会議発足以来何年間も丁寧に議論されてき

たものが、経済的云々で蹴られてしまうのです。

現在、再生会議では一度も議論されていない

議題に第2東京湾岸道路（2湾）があります。

県の道路計画課に聞きに行くと、「2湾は構想

中であり、ルートは未定」と、それ以上の答え

は返ってきません。しかし、一方で知事は就任

以来ずっと、2湾の要望を国に出してきました。

そして、三番瀬の再生に影響を与えない形で2湾

を進めると言ってきました。今年に入り、「平成

19年度千葉県三番瀬再生実施計画（案）」が出

されたこともあり、今後、再生会議で論じない

わけには行かないでしょう。それとも三番瀬の

再生に関係ないと言って密かにやってしまうか

も。2湾の地下化にしろ高架にしろ、沈埋方式

にしろ、三番瀬に悪影響を及ぼすことは必至で

す。猫実川河口域にある、水質浄化をしたり、

稚魚の生育場になっているカキ礁は、壊滅して

しまいます。2湾のために貴重な泥干潟に手を入

れさせてはなりません。

なにしろ、堂本知事は101haの埋め立て白紙

撤回をしたのです。その中身は2湾と流域下水

道でした。しかし埋め立てが出来ないと分かっ

た時点で流域下水道は、先に都市計画決定され

ていた計画当初の用地場所に戻したのです。埋

め立て白紙撤回で死んだはずの2湾が出てくるな

んて。結局、県はやりたいものだけやろうとし

ているのでしょうか。そう思うと納得できます

が、やっぱりやりたいことだけやるなんて、お

かしいですね。

これまで以上に私たちは頑張ります、ご支援

よろしくお願い致します。
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三番瀬再生会議を傍聴して

牛野くみ子 千葉の干潟を守る会副代表　

市川塩浜改修護岸前に広がる干潟
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第三次生物多様性国家戦略策定に関する提言書

2007年8月2日

環境大臣　若　林　正　俊　殿

日本湿地ネットワーク（JAWAN）

共　同　代　表

辻　　　淳　夫

堀　　　良　一

ラムサール条約湿地を増やす市民の会

共　同　代　表

牛　野　くみ子

呉　地　正　行

笹　木　智恵子

高　野　茂　樹　

高　松　健比古

辻　　　淳　夫

山　内　美登利

第三次生物多様性国家戦略策定に関する提言書

1 はじめに

1991年の設立以来湿地保全のための活動を続

けてきました日本湿地ネットワーク（JAWAN）

は、2005年、2006年と環境省に対してCOP9以

降のラムサール条約湿地登録に関する長期的ビ

ジョンや数値目標を定めるよう提言してきまし

た。また、それまでのJAWANの提言を具体的

に各地の湿地で実践し今後の条約湿地の追加登

録を推進していくために2006年6月に各地の湿

地保全関係者が集まって設立したラムサール条

約湿地を増やす市民の会は、2007年1月には、

17か所の候補地を選定した「早急にラムサール

条約に登録し保全すべき重要湿地リスト（第1

1995年に策定された生物多様性国家戦略は、2002年に第二次戦略が策定され、今年中

には第三次戦略が策定されようとしています。第三次戦略については、今までになかった

数値目標を伴った行動計画が盛り込まれることになりました。そこで、日本湿地ネットワ

ークとラムサール条約湿地を増やす市民の会は共同で、条約湿地に関する数値目標が第三

次戦略に盛り込まれるように、8月2日に以下の環境大臣宛の提言書を提出しました。

次）」を公表し、環境省に対し登録要請を行いま

した。

私たちがそのような活動を積み重ねている間

に、残念ながら未だ環境省からCOP9以降のラ

ムサール条約湿地登録に関する長期的ビジョン

や数値目標は示されず、今後の追加登録に関す

る環境省の取り組みも積極的に展開されている

とは言い難い状況が続いています。

今回の第三次生物多様性国家戦略の策定に際

しては、戦略にできる限り数値目標を盛り込む

方針が示されましたので、JAWANとラムサー

ル条約湿地を増やす市民の会は、戦略の中に今

後のラムサール条約湿地登録に関する明確な長

期的ビジョン、数値目標が示されるよう、ここ

に改めて提言する次第です。

尚、ラムサール条約をめぐっては、このほか

にも、湿地保全法制、国家湿地政策、条約湿地

以外の湿地の賢明な利用、流域管理等々、生物

多様性国家戦略と関わる論点があり、本来であ

れば、それらも含めた包括的提言をなすべきと

ころですが、時間的な問題もありますので、今

回は先行して、ラムサール条約湿地登録に関す

る明確な長期的ビジョン、数値目標の問題に絞

って提言しております。

2 ラムサール条約が掲げる条約湿地拡充のため

の数値目標

2005年に、ウガンダのカンパラで開催された

ラムサール条約第9回締約国会議（COP9）にお

いて、わが国は新たに20か所の条約湿地を追加

登録し、既登録のものも含め、わが国の条約湿

地は33か所となりました。これは、1999年の

COP7において決議Ⅶ.11が採択され、その付属



文書である「国際的に重要な湿地のリストを将

来的に拡充するための戦略的枠組み及びガイド

ライン」がCOP7当時1000か所近くに達してい

た条約湿地を2005年のCOP9までに少なくとも

2000か所に倍増することを短期目標として掲げ

たため、わが国もCOP7当時の条約湿地11か所

を倍増することを国内目標として取り組み、そ

の結果、COP8では2か所、COP9で20か所を追

加登録し、登録された条約湿地は合計33か所と

なったのです。

COP9では、決議Ⅸ.1が採択され、その付属文

書B「国際的に重要な湿地のリストを将来的に

拡充するための戦略的枠組み及びガイドライン

の改正」は、2010年までに2500か所の登録を目

指すとされました。当時の条約湿地は約1600か

所ですから、ガイドラインの改正によって、2010

年までに条約湿地の約60パーセント増を目指す

ことになります。これをわが国に当てはめれば、

2010年までに20か所増やすことになり、わが国

の場合、慣例として締約国会議開催にあわせて

追加登録をしてきましたから、2010年の翌年に

開催される2011年のCOP11までには20か所を増

やす目標を設定しなければならないことになり

ます。

JAWANは、2006年3月に環境省野生生物課

と懇談を持ち、そのような目標設定をすべきで

あると提言しましたが、環境省からは、COP9

で倍増の公約を果たし20か所も一挙に増えたの

で、当面条約湿地の管理の問題に取り組む必要

があり、数値目標を設定する予定はないとの回

答でした。その後も、環境省からは2010年まで

に条約湿地60％増の目標をどのように達成する

のか全く方針は示されていません。このままで

は、わが国は条約が掲げた2010年までの60％増

の目標を達成することは不可能です。

2006年の生物多様性条約のCOP8では、2010

年までに現在の生物多様性の損失速度を顕著に

減少させることが目標とされましたが、野生生

物の生息地保護が図られなければ絶対に生物多

様性の損失速度を顕著に減少させることはでき

ません。ラムサール条約が2005年から2010年ま

でに条約湿地の60％増を目標にしているのは、

生物多様性条約の2010年目標と軌を一にするも

のであり、ラムサール条約の条約湿地60％増の

目標を無視して、生物多様性条約の2010年目標

を達成することが不可能なことは言うまでもあ

りません。

3 COP9での追加登録に際し条約が考慮を求め

ていた長期的ビジョン

JAWANは、COP9に向けて追加登録のための

準備が進められている最中の2005年4月にも環

境省野生生物課と懇談の機会を持ち、その際に

は、「今後のラムサール条約湿地登録に関する取

り組みについての意見書」を提出し、条約湿地

の登録について長期的ビジョンや数値目標を明

確に設定すべきであると指摘しました。

COP7で採択された決議Ⅶ.11の付属文書であ

る「国際的に重要な湿地のリストを将来的に拡

充するための戦略的枠組み及びガイドライン」

では、短期目標について「条約湿地を拡充する

際には、条約が採択した長期的ビジョン、戦略

目標、及び条約湿地に関する目標を考慮すべき

ことを認識した上で、2005年に開催される第9

回ラムサール条約締約国会議までに、少なくと

も2000か所の湿地を『国際的に重要な湿地のリ

スト』に掲げるよう確保すること。」とあって、

2000か所の条約湿地を目指す短期目標は長期的

ビジョンや条約湿地に関する目標を前提にして

いたのです。

「長期的ビジョン」は「生態学的及び水文学的

機能を介して地球規模での生物多様性の保全と

人間生活の維持に重要な湿地に関して、国際的

ネットワークを構築し、かつそれを維持するこ

と。」とされていますので、わが国がCOP9まで

に日本国内の条約湿地を2005年までに倍増する

として準備を進める際には、上記長期的ビジョ

ンを考慮したものでなければならないはずでし

た。

ところが、環境省がCOP9を目指して候補地

選定するに当たり示した方針は、「①わが国にお

ける保全上重要な湿地として選定された『日本

の重要湿地500』の中から国際的な基準を満たす

と考えられ、かつ予定を含む国指定鳥獣保護区

特別保護地区等として保全が担保されている湿

地について専門家による検討会を開催して検討

を行なう。②候補地の中から、地元自治体から

賛意を得られたものについて、条約事務局への
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登録申請手続きを行なう。」というもので、重要

湿地の国際的ネットワークの構築と維持を掲げ

ているガイドラインの長期的ビジョンには全く

触れられませんでした。

ガイドラインが示す長期的ビジョンとの関係

で、COP8までに登録していた13か所の条約湿

地に関する評価、問題点の洗い出しをした上で、

これからの条約湿地選定における課題の検討を

しなければ、COP9までの条約湿地倍増に際し、

長期的ビジョンとの関係で最も相応しい候補地

を選定することはできないはずです。しかし、

環境省の当時の候補地選定方針は、長期的ビジ

ョンとの関係で最も相応しい候補地を選定しよ

うという配慮はなく、湿地保全のあり方に関す

る根本的議論を避けた、倍増のみを実現しよう

とする方針であることは明らかでした。

そこで、JAWANは、2005年4月に環境省か

ら示されたCOP9に向けた候補地選定基準を満

たしている湿地の数だけでも50か所を超えてお

り、ラムサール条約の選定基準を充たしていて

も、環境省から示された面積や法的担保の要件

を充足していない湿地が相当数あることからす

れば、わが国の長期的ビジョンとして、100か所

以上の湿地登録を目指すことが明確に示される

必要があると指摘し、さらに、わが国の長期的

ビジョンとして100か所以上の湿地登録を今後

20年程度で実現するためには、COP9で倍増の

22か所を達成したとして、21年後のCOP16まで

3年おきの締約国会議ごとに平均11か所以上登

録していく必要があり、これが3年毎の新規条

約湿地の数値目標として設定されなければなら

ないと指摘したのです（実際には、COP9で33

か所になりましたから、COP16までに100か所

を超えるためには、平均10か所のペースで増や

していくことが必要になります）。

このJAWANの指摘に対し、環境省からは、

日本全体で50か所程度の条約湿地の登録は必要

であるにしても、それ以上の登録の必要性につ

いては懐疑的な考えが示され、COP9以降の長

期的ビジョン、数値目標の設定についての言及

はありませんでした。

このようにCOP9に向けたわが国の条約湿地

倍増の取り組みが長期的ビジョンに基づくもの

ではなく、倍増のみが目標であったからなのか、

COP9で新たな条約湿地60％増という目標が設

定されても、環境省からは、ある程度わが国の

登録状況が進んだという評価がなされるばかり

で、新しい目標に対しての積極的な対応はあり

ません。

本来、生物多様性条約の2010年目標と関連付

けて、条約湿地60％増の目標の達成が目指され

るべきところ、現時点においてそのような動き

は全く見られないのです。

4 わが国の湿地政策として長期的ビジョンと数

値目標を設定することの必要性

ラムサール条約湿地の増加が生物多様性条約

の2010年目標に資することは疑いがありません

が、そもそも「国際的に重要な湿地のリストを

将来的に拡充するための戦略的枠組み及びガイ

ドライン」が示した「生態学的及び水文学的機

能を介して地球規模での生物多様性の保全と人

間生活の維持に重要な湿地に関して、国際的ネ

ットワークを構築し、かつそれを維持すること。」

という「長期的ビジョン」の下では、どの程度

の条約湿地の登録が求められるべきなのか、改

めて考えてみたいと思います。

JAWANは、2005年において条約湿地として

100か所以上の登録が必要との見解を示しました

が、当時、環境省は50か所以上の条約湿地の登

録には懐疑的でした。COP9でも長期的ビジョ

ンの下に2005年から2010年の5年間の間に60％

増が短期目標にされたことからすれば、環境省

の50か所以上の登録に懐疑的な見解は、「国際

的に重要な湿地のリストを将来的に拡充するた

めの戦略的枠組み及びガイドライン」と距離が

あることは明らかです。

ここで、湿地保全の先進国であるヨーロッパ

諸国とわが国の条約湿地の登録状況を比較して、

わが国の条約湿地の登録状況がヨーロッパ諸国

とどれだけの差があるのかを確認しておきます。

世界 1675 Ramsar sites, 150,249,331 hectares 

日本 33 Ramsar sites, 130,293 hectares

イギリス 165 Ramsar sites, 895,144 hectares

フランス 24 Ramsar sites, 828,803 hectares

ドイツ 32 Ramsar sites, 839,327 hectares

オランダ 49 Ramsar sites, 818,908 hectares
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スウェーデン 51 Ramsar sites, 514,506 hectares

デンマーク 38 Ramsar sites, 2,078,823 hectares

スペイン 63 Ramsar sites, 281,768 hectares

（2007年7月17日現在、ラムサール条約事務局のHPから）

条約湿地の数については、断然多いイギリス

を除けば、わが国は一見遜色がないように見え

ます。しかし、面積で見ると日本の6倍以上の

国が多数を占め、デンマークはワッデン海の浅

海域を広く登録しているために実に日本の15倍

です。

国土面積に違いがありますから、国土面積と

国土面積に占める条約湿地面積の割合も比較し

てみる必要があります。

日本 37,783,500 hectares 0.34％

イギリス 24,482,000 hectares 3.65％

フランス 54,703,000 hectares 1.51％

ドイツ 35,702,100 hectares 2.35％

オランダ 4,152,600 hectares 19.72％

スウェーデン 44,996,400 hectares 1.14％

デンマーク 4,309,400 hectares 48.23％

スペイン 50,478,200 hectares 0.55％

デンマークは、ワッデン海の登録面積が広い

ので、国土面積と比較するのは相当ではないの

かもしれませんが、イギリスで10倍、フランス

で5倍、ドイツで7倍、日本に近いスペインでも

1.6倍、スウェーデンで3.3倍となっています。こ

れらのヨーロッパ諸国と比較すれば日本の登録

状況が未だとても貧しいレベルにあることは明

らかです。

わが国と同じ島国でかつ国土面積がわが国の

3分の2のイギリスは、ラムサールの最先進国で、

数で5倍、面積で6.9倍、面積割合で10倍です。

「国際的に重要な湿地のリストを将来的に拡充

するための戦略的枠組み及びガイドライン」に

示された、重要湿地の国際的ネットワークの構

築と維持という長期的ビジョンを実現するため

には、わが国がヨーロッパ諸国並みの条約湿地

の登録を目指すべきことは当然のことであり、

そのためには、JAWANが2005年に提案したよ

うに、20年程度の間に登録数を100か所以上に

して国内での条約湿地のネットワークを構築す

ることをわが国の長期的ビジョンとし、3年ごと

に10か所程度の追加登録を短期目標に設定する

ことが、やはり必要になるのです。

わが国が、2010年までに条約湿地数60％増と

いう目標について何らの取り組みもせず、環境

省がわが国の国家湿地政策であると条約事務局

に説明している生物多様性国家戦略の中に条約

湿地登録に関する長期的ビジョンや数値目標を

盛り込まないままにしておくことは、わが国が

締約国としての責務を放棄することに他なりま

せん。

第三次生物多様性国家戦略策定に際し、第一

次、第二次の生物多様性国家戦略をレビューし

て、数値目標が設定されていなかったと反省す

るのであれば、第三次生物多様性国家戦略にお

いて、湿地保全の先進国であるヨーロッパ諸国

並みのラムサール条約湿地の登録を目指した長

期的ビジョン、数値目標を盛り込み、生物多様

条約COP10の招致を目指す国として生物多様性

に関する取り組みの真剣さを世界に示す必要が

あるでしょう。

5 数値目標を実現するために必要な制度的枠組

み

わが国が、今後ラムサール条約湿地に関して

長期的ビジョンや数値目標を設定するためには、

今までの条約登録に関しての制度的枠組みを見

直すことが必須となります。何故かといえば、

わが国の現在のラムサール条約湿地に関する枠

組みは、条約が求めている条約湿地の登録条件

よりも、独自の条件を設定して条約登録のハー

ドルを高くしているからです。

この点についても、JAWANは、環境省に対

して問題点を指摘してきました。

COP9までに条約湿地を倍増するために環境省

が登録の条件としたのは、前述したとおり、「①

わが国における保全上重要な湿地として選定さ

れた『日本の重要湿地500』の中から国際的な

基準を満たすと考えられ、かつ予定を含む国指

定鳥獣保護区特別保護地区等として保全が担保

されている湿地について専門家による検討会を

開催して検討を行なう。②候補地の中から、地

元自治体から賛意を得られたものについて、条

約事務局への登録申請手続きを行なう。」でし
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た。さらに国際的基準を充たすか否かの当ては

めに際しては、一定規模以上の面積を要求して

いました。

このような法的担保や湿地の規模について、

「国際的に重要な湿地のリストを将来的に拡充す

るための戦略的枠組み及びガイドライン」は、

わが国が条件として示したものとは違う見解を

明らかにしています。「国際的に重要な湿地のリ

ストを将来的に拡充するための戦略的枠組み及

びガイドライン」の中の「Ⅳ.ラムサール条約の

下で優先的に登録湿地に指定する湿地を選定す

るための体系的方法の採用に関するガイドライ

ン」には、面積に関し「規模の小さな湿地を見

過ごさないこと」との記載があり、法的担保に

関しては「締約国は、条約湿地への指定が、そ

の湿地に対して、既になにがしかの種類の保護

区という地位を付与されていることを要求した

り、条約湿地への指定後に必ず保護区という地

位を付与することを要求したりするものではな

いことを認識する。」と記載されています。

何故、環境省は、ガイドラインの指摘を無視

して高いハードルを設けるのでしょうか。この

高いハードルとなった湿地の規模や法的担保の

条件が、開発がようやく中止され、条約湿地に

登録することにより確実な保全を求めた各地の

重要湿地に大きな影を落としています。

中池見湿地は、泥炭地として各生物地理区内

の代表的湿地の登録基準に該当しますが、わが

国では登録基準の当てはめに際し一定規模以上

の面積を要求したため、地下40メートルに10万

年の記録をもった国際的にも極めて重要な泥炭

地である中池見湿地が、小規模であったことを

理由のひとつにして、COP9のためにリストア

ップされた54か所の候補地にも入っていないと

いう、まさに国際的には信じがたい状況が出現

しました。

また、中池見湿地、三番瀬、渡良瀬遊水池等

では計画されていた開発が一旦止まったという

経過がありましたが、直ぐには保全の担保がな

されなかったり、地元の意見がまとまらなかっ

たために、この保全の法的担保が必要という条

件によっても、登録が足踏みし、その間に新た

な開発の危機に曝されるという状況を招いてし

まったのです。

条約登録された湿地が十全に保全されていく

ためには、環境省の所管する自然保護に関する

法律による保護区設定が必須の条件でしょうか。

たとえば、河川区域の湿地であれば、国土交通

省が主体となって、条約登録された後にラムサ

ール条約の様々なガイドラインに従って湿地の

管理計画を立てて管理していくことによっても、

保全の担保としては十分なはずです。

今までの高いハードルを改め、条約湿地登録

に関する長期的ビジョン、数値目標を設定する

に際しては、今までのラムサール条約に関し環

境省だけが専管する枠組みを同時に見直すこと

も必要でしょう。環境省を事務局としながらも、

国土交通省や農水省を交えた国内湿地委員会の

ような組織を設け、条約湿地の登録推薦、今ま

での保護区指定に変わる登録された後の湿地の

管理に関する方針策定・管理状況の監視等の機

能を担うような条約湿地をめぐる枠組みを新た

に構築することによって、初めて大幅な条約湿

地の追加登録の可能性が開かれるということが

できます。

6 おわりに

以上、ラムサール条約湿地の登録に関する長

期的ビジョン、数値目標に絞って提言しました

が、わが国におけるラムサール条約をめぐる状

況の中で最も問題なのは、ラムサール条約湿地

のわが国の自然環境保全政策の中での位置付け

が不明確なために長期的ビジョン、数値目標が

設定されないことにあり、この問題が解決しな

いかぎり、わが国においてラムサール条約に忠

実な湿地政策の展開を望むことはできません。

その意味において、今回のラムサール条約湿

地登録の長期的ビジョン、数値目標に関する提

言が第三次生物多様性国家戦略に反映されるか

否かが、生物多様性国家戦略が名実ともに有効

な戦略となり得るのか否か、わが国で開催され

る可能性が高い2010年の生物多様性条約COP10

の成功を導けるか否かを決定していくといって

も過言ではなく、私たちJAWANとラムサール

条約湿地を増やす市民の会は、今後の第三次生

物多様性国家戦略の策定作業を注目しておりま

す。

以　上

－15－
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◆8月3日に開催された泡瀬干潟シンポジウムへの参加を

兼ねて、初めて沖縄に旅行し、沖縄本島各地の干潟を駆

け足で回ってきました。でも干潮のタイミングで行くこ

とができたのは漫湖だけ、1日に4、5回干潮があれば…

と身勝手なことを思った次第です。（矢）

◆政府の新・生物多様性国家戦略策定作業は素案の段階

へ進んでいます。JAWANは提言書を環境省へ提出し、

ラムサール条約湿地登録拡充の数値目標を素案に盛り込

むことを提案しました。みなさまのご支援をお願いしま

す。（恵）

◆徳島大学で開かれた川をあなた（地域住民）が取りも

どすための全国シンポに参加した。河川行政に対する不

信感を払拭しようという行政マンが現れたことに感動し

た。第二、第三の宮本さんが出てくれば山も海ももっと

健康になるだろう。各地の流域委員会の動向はとても気

になる。そして吉野川第十堰で流れに足を浸しながら考

えた。今年の暑さはすごい。地球温暖化が進んで日本が

熱帯の気候に変わってしまったら大変などと飛躍してし

まった。次号通信は11月中旬発行の見込みです。（昌）

■【第二期】COP10に向けた協賛金ご協力の
お礼
COP10に向けた特別協賛金及び協賛金第二期分

に、8月15日までにご応募いただいた方々です。み

なさまのご支援に厚くお礼申し上げます。（敬称略）

●特別協賛金（2件）

斉藤礼子、山本哲江

●協　賛　金（22件）

パルシステム生活共同組合連合会、柏木実、山本

英司、藤倉眞、羽生洋三、古川博、伊藤昌尚、福

田正夫、井上美智子、嶋田久夫、立花一晃、高田

直俊、千葉の干潟を守る会、茂見定信、原戸眞

視、麻島武、馬場浩子、三番瀬を守る署名ネット

ワーク、向原祥隆、中丸素明、高松健比古、高橋

ひろみ

■JAWAN会費継続のお願い
JAWAN会計は1月から新年度になっています。

会費納入がまだの方は、この機会に納入してくださ

いますようお願い申し上げます。

・個人会費：3000円　団体会費：5000円

・郵便振替口座：00170－8－190060

・加入者名：日本湿地ネットワーク

■住所を変更された方はお知らせください。
お送りした通信が宛先不明で戻ってまいりますの

はとても残念です。当方の不手際で誤ったご住所、

お名前でお送りしている場合もあるかと存じます。

お手数ですが下記までご一報いただければ幸いです。

JAWAN事務局：伊藤恵子

Tel/Fax 048-845-7177 Eメール

第2回「湿地の管理」と生物多様性第2回勉強会
日　時：10月5日（金）14：00～16：30

会　場：ラムサール条約湿地藤前干潟

環境省稲永ビジターセンター

参加費：無料

講　師：清野聡子

（東京大学大学院・総合文化研究科）

主　催：藤前干潟協議会

生物多様性COP10招致実行委員会

問い合わせ・申し込み：

藤前干潟を守る会 TEL 052-735-0106

「生物多様性COP10ってなーに？」
―伊勢・三河湾流域・私たちの生命地域にとって―
日　時：10月7日（日）13：30～17：00

〔受付開始13：00〕

JAWANからのお知らせ

イベント情報

場　所：中部大学名古屋キャンパス（鶴舞校舎）

６Fセミナールーム

最寄り駅＝JR中央線鶴舞駅（名古屋より

2駅目）北改札口すぐ、または地下鉄鶴舞

線・鶴舞駅

参加費：1000円（資料代込み）

講　師：道家哲平

（日本自然保護協会保全研究部国際担当）

主　催：G8サミットNGOフォーラム

東海・中部「持続可能な発展教育の10年」

伊勢・三河湾流域ネットワーク

問い合わせ：伊勢・三河湾流域ネットワーク

FAX 052-581-8161（月、木、金）

Eメール　

または、藤前干潟を守る会

TEL 052-735-0106

Eメール


