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　歴史的な政権交代を果した鳩山内閣の「コンクリートから人へ」、「いのちを守る」施政方針は、

戦後の長期政権がとってきた経済至上主義の破綻、ムダな公共事業による乱開発が引き起こし

た環境破壊と生存基盤の喪失に対して、「このままではいけない」とする決意表明であり、私た

ちの期待であるはずです。

　それは同時に、長年のゆがんだ政治の結果として、3割自治といわれる公共事業頼みの自立心

を失った地方政治が全国に蔓延している実態をさらけだすことにもなりました。だが、その混

乱に目を奪われて本質を見失ってはいけません。

　すさまじい環境破壊とその経緯が、かくもはっきりした諫早湾閉め切りと有明海大異変でさ

え、国（農水省）と地方（長崎県）は、開門調査を命じた司法判断に抵抗している事実が問題

の根幹であり、「干潟・湿地を守る日」を継続する理由でもあります。

　特に、生物多様性条約締約国会議（CBD/COP10）が愛知県名古屋市で開かれる今年は、地球

上のあらゆる生命にとっての画期的な転換点にしたい。1992 年にリオサミットで制定された生

物多様性条約は、”Conference for Life on Earth”( 地球上の全てのいのちのための条約 )と

言われたが、2002 年 COP6 で採択された「2010 年目標＝生物種の絶滅速度を著しく減少させる」

の達成が絶望的と判定された今、これまでの議論の延長線上にとどまる限り、かけがえのない

地球が壊され続けるのを止められません。リオサミットで「直し方の分からないものを、これ

以上壊さないで！」と話した 12 歳の少女セバン・スズキに、未だ誰も、有効な答えを示せてい

ないのです。

　私たちは今あらためて、ラムサール条約の理念である、山から海までの水でつながる生態系（＝

生命流域 Bioregion）の大切さと、それをズタズタに断ち切ってきた過去数十年の人為を見直さ

なければなりません。さらにその根源にある人間至上主義、海を埋め立てたものに私有権を与

える公有水面の概念や、機械力で出来ることは何でもして良いとする考え、いのちの世界にさ

え知的所有を主張する人間の奢りを反省し、地球のいのちが生き永らえるために、生命の尊厳

と共生に焦点を当てた「いのち」の哲学、道理、掟、ルールを取り戻しましょう。

以上宣言します。

2010 年 4 月 14 日

日本湿地ネットワーク

干潟・湿地を守る日 2010 宣言
　　　　　　　　　辻　淳夫
　　(日本湿地ネットワーク代表 )
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海と山の恵みに生かされて

　沖縄島北部・名護市の西海岸に面した市
街地から、島を横断する国道に沿って分水嶺
を越えると、太平洋に面した東海岸が目の前

に開ける。沖合のサンゴ礁に砕ける真っ白い
波の花。その内側にエメラルドグリーンを湛
えた波静かなイノー（内海）と常緑の山々に
前後から抱かれ、同じ市域とは思えないほど
静かなたたずまいを見せるここが、私の住む
久志地域（辺野古・大浦湾沿岸地域。久辺 3
区及び二見以北 10区の 13区から成る）だ。

　深い山々から湧き出る水が小さな川となっ
て海に注ぐところ、河口にできたわずかな平
地にいつ頃から人が住み始めたのかはわかっ
ていない。山懐に抱かれるように海沿いに点
在する小さな集落は、遠い昔、海を渡ってこ
の地に初めて上陸し、ここを終の棲家と思い
定めた人々が、耕地を開き、山に分け入り海
に出て、ささやかな暮らしを紡ぎ、祖先神や
ムラの神々を戴いて、地縁・血縁を広げつつ、
形作ってきたものだ。

　80 ～ 90 年ほど前まで、深い山々に阻ま
れて陸路が発達せず「陸の孤島」であった
この地域の人々にとって、背後の広大な山々
は制約であると同時に、クサティ（腰当て＝
守ってくれるもの）であり、また薪炭をはじ
めとする山の幸を与えてくれる大切な資源で
もあった。ここから薪炭などの林産物を島の
中南部へ運び出し、食糧や日用必需品などを
運んできて交換するヤンバル船の時代は、戦
後しばらくまで続き、水深のある大浦湾はヤ
ンバル船の寄港地として賑わった。
　また、目の前に広がるイノーは、耕地の少
ないこの地の人々の胃袋を賄う海の畑、天然
の冷蔵庫として恵みを与え続けてきた。金銭
的には貧しくても、豊かな自然、海と山の恵
みに生かされてきたことを人々はよく知って
いる。

新基地建設に翻弄された 13 年

　島を焦土と化した沖縄戦、その後の米軍占
領という沖縄の苦難の歴史は、日本復帰後もヤンバル船のあった頃

名護の夜明けは

“やんばる”の

自然とともに

─鳩山政権は新基地建設断念を─

　　　　　　　　　浦島　悦子

（ヘリ基地いらない二見以北

10 区の会共同代表）

● ●●

●● ●

● ●●

●● ●

● ●●
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形を変えて続き、米軍基地の重圧にあえぐ沖
縄住民の鬱積した怒りと不満が、1995 年に
起こった米兵による少女暴行事件で一挙に噴
出した。それをなだめるべく、日米両政府は
翌年、世界一危険な基地と言われる海兵隊普
天間飛行場の返還を発表したが、県民の期待
を裏切って移設条件付きとなったその代替地
として狙われたのが、わが久志地域だった。
　過疎化・高齢化の悩みにつけ込むように持
ち込まれた基地建設計画に対し、地域は一丸
となって反対に立ち上がった。
　久志地域住民をはじめ名護市民は、当時の
自民党政府によるあらゆる圧力や妨害をはね
のけ、97年 12 月の住民投票で「基地ノー」
の市民意思を表明した。しかしながらそれ
は、日本政府の圧力に負けた当時の名護市長
によっていとも簡単に踏みにじられ、それ以
降、私たちは、いくら声をあげても自分たち
の声が政治に届かない無力感を味わわされて
きた。
　権力に逆らっても無駄という絶望感に加
え、防衛省予算で学校や公民館、診療所など
が次々に改築あるいは新設され、地域振興と

いう名目の補助金が注ぎ込まれるにつれて、
地域には基地問題へのタブーが生まれ、住民
が本心を語れない重苦しい雰囲気が漂うよう
になった。貧しくとも助け合い、築き上げて
きた温かで緊密な人間関係・共同性はズタズ
タにされ、集落自治は侵食されていった。
　地域の 4小学校がこの 4月から 1つに統
合され、3校が廃校になった事実は、基地が
らみのお金や「振興策」が決して地域を振興
などしないことを象徴的に示している。

1 本の杭も打たせていない

　そんな中でも、地域住民を
中心とする新基地建設への抵
抗・反対運動は、ある時には
激しく、ある時には静かに、
ねばり強く続けられてきた。
　この 13 年間に計画の中身
は二転三転してきたが、いず
れも住民の抵抗と、全県・全
国・世界にまで広がった共感・
支援の輪に阻まれて実現せず、
辺野古・大浦湾の美しい海に
は未だ杭 1本も打たれてはい
ない。
　沖縄戦の体験から、子や孫
たちにイクサバヌアワリ（戦
争の悲惨）は二度と味わわせ2100 日を超えた辺野古テント座り込み

二見以北 10 区と大浦湾
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てはならないとする強い意思、「命の
恩人」である海や自然に対する深い
感謝と、命をかけてもそれを守りた
いという地域のお年寄りたちの思い
が若者たちに引き継がれ、多くの人々
の心を動かした。
　夏は熱射に焼かれ、冬は寒風にさ
らされながら現在も続けられている
海岸でのテント座り込み（2004 年 4
月以降、2100 日を超えようとしてい
る）、熾烈をきわめた海上阻止行動も、
全県・全国から駆けつけてくれた多くの人々
に支えられてきた。
　昨年の衆議院選挙で民主党が圧勝、基地を
押しつけてきた自公政権が崩壊し、沖縄の全
選挙区で新基地建設に反対する議員が選出さ
れたことは、私たちにとって何ものにも勝る
喜びだった。
　新政権なら私たちの悲願を実現してくれる
という期待はしかし、政権発足前後から、民
主党が選挙前に主張していた「県外・国外移
設」のトーンを弱め「県内」に軸足を移すに
つれて、次第に不安に変わっていった。

名護市長選勝利＝新しい歴史が始まった

　そのような中で行われた今回の名護市長選
挙（1 月 24 日投開票）は、12 年前の市民
投票で示された「基地ノー」の民意を、再び、
はっきりと示すものとなった。
　ひも付き「振興策」のもとで倒産・失業・
生活苦にあえぐ市民が、ゼネコン支配下では
もう生きられないと、基地の利権にまみれた
これまでの市政にノーを突きつけたこと、基
地問題によって分裂させられた地域の絆をも
う一度結びなおしたいという市民の熱い思い
が、「辺野古・大浦湾の海に新基地は造らせ
ない」「市政刷新」を掲げる稲嶺進・新市長
を誕生させたのだ。
　稲嶺氏はわが久志地域（二見以北）の出身
であり、地域の痛みをよく知っている人でも

ある。
　名護市長選の翌日、平野博文官房長官が「市
長選の結果を斟酌しない」と発言して、沖縄
県民の猛憤激を買った。沖縄選出国会議員ら
の抗議で、それが「民意」であることをしぶ
しぶ認めたものの、自民党体質を根強く残す
政権に不安は消えない。
　5月末までに（移設先の）結論を出すと言っ
ている鳩山首相に言いたい。あなたの言う「ゼ
ロベース（あらゆる可能性）」の中でベストは、
普天間飛行場を（移設せずに）なくすことだ
と。

　私たちは何かが欲しいと言っているわけで
はない。自然の恵みに支えられて、これまで
通りの静かで心穏やかな暮らしを続けたいと
いう、ごくささやかな、当たり前の願いを叶
えたいだけだ。
　12 年間に溜まった膿を一掃し、やんばる
の豊かな自然に依拠した市民本位の市政を築
こうとする新市長とともに、私たちは新たな
歴史を歩み出している。

瀬嵩の朝市
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　徳島市市街地の東北の方向にある吉野川
河口は川幅 1.3km、南岸寄りに約 70ha の中
州干潟と上流に大小の干潟があります。約
15km上流まで生態系豊かな汽水域です。
　吉野川河口には、国内最大級で密度の濃い
生息地であるシオマネキをはじめ、底生生物
が多く生息しています。水鳥を中心とする野
鳥も多く観察され、約 200 種が記録されて
います。特にシギ・チドリ類の渡りのルート
上に位置し、中継地として重要な役割を担い、
「東アジア・オーストラリア地域におけるシ
ギ・チドリ類重要生息地ネットワーク」に、
1996 年、谷津干潟と共に日本で最初に参加
しています。
　この生態系豊かな吉野川河口の河口端から
1.8km上流に、現在巨大な吉野川渡河橋「東
環状大橋」の建設工事
が進行中です。これは
徳島市を取り巻く環状
道路計画の一部です。
日本野鳥の会徳島県支
部は 1994 年当初から
橋建設に強力に反対し
てきましたが、力が及
びませんでした。そこ
で、せめて環境への悪
影響を最小限に留める
よう、橋脚と橋脚の間
が 260m あり中州干
潟をまたぐ世界初の工
法「ケーブル・イグレッ
ト工法」を採用するよ

う県へ働きかけ、この工法が採用されました。
工事中の悪影響も心配されるため県や設計者
と話し合い、堤防や干潟を傷めないよう最南
岸の一部を除きほとんど水上（台船）で輸送
や工事をしています。これにより環境への負
荷がかなり軽減されたようです。2011 年度
に完成予定です。
　環境変化、影響については、私たち自然保
護団体の要望により、学識経験者等で構成さ
れた「東環状大橋環境アドバイザー会議」で
モニタリングされています。
　この東環状大橋は、ケーブル・イグレット
工法などを採用し、環境に配慮した設計です
が完成後どんな悪影響がでるのか懸念してい
ます。その上、すぐ下流に四国横断自動車道
（高速道路）の吉野川渡河橋が計画されてい

東環状大橋の工事現場 (干潟をまたぐケーブル・イグレット部分 )

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　撮影・三宅 武

吉野川河口と東環状大橋・四国横断自動車道

山内　美登利

（日本野鳥の会徳島県支部共存部長）
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ます。2km の間に 2橋も建設されよ
うとしています。吉野川河口南端から
南へ直角に生物相豊かな沖洲海浜が
あります。吉野川渡河橋はこの沖洲海
浜を埋め立てた道路へと続きます。四
国横断自動車道は自然を破壊する事
業なのです。
　2006 年、要望書「吉野川河口の自
然環境を破壊する『四国横断自動車
道・徳島 JCT から小松島 IC』のルー
ト変更について（お願い）」を県内 7
団体連名で、全国 1101 の賛同団体名
を添えて、国土交通省、環境省、西
日本高速道路株式会社に提出しました。徳島
JCT( 吉野川北岸 ) －吉野川渡河橋（北岸か
ら南岸）―沖洲海浜―小松島 IC のルートを
断念し、徳島 JCT －徳島東環状線（東環状
大橋経由）－小松島 JCT にルート変更する
よう要望したのですが、聞き入れてはくれま
せんでした。
　先の衆議院選挙で民主党が大勝し、徳島県
選出の仙谷由人氏が行政刷新大臣に任命され
ました。これは四国横断自動車道のルート変
更のチャンスだと思い、当会は 2009 年 10
月、仙谷行政刷新大臣宛に要望書「徳島県下
における税金の無駄遣いと自然環境破壊につ
いて（お願い）」の中に「吉野川河口の自然
環境を破壊する『四国横断自動車道・徳島
JCTから小松島 IC』のルート変更について（お
願い）」を添えて、確実に仙谷大臣に届くよ
うに徳島市内の仙谷事務所を通じて提出しま
した。また、同じ文面のものを前原国土交通
大臣宛に郵送しました。
　内容は「高速道路が沖洲海浜から南進する
には、新町川河口と勝浦川河口にはそれぞれ
渡河橋が必要です。これにも莫大な建設費（税
金）がかかり、そのうえ貴重な自然環境の破
壊を伴います。因みに、この高速道路は沖洲
海浜（徳島東 IC）を起点に北側は西日本高
速道路株式会社が建設し、南側は国交省直轄

で建設される予定です。
　そこで私たちは以下の代替案「ルート変更
のお願い」を国交省や徳島県に要望してきま
した。即ち、吉野川河口渡河橋～勝浦川河口
渡河橋ルートを中止し、代わりに徳島 JCT（川
内町）から徳島東環状線に接合し、東環状大
橋を利用して小松島につなぐルートです。こ
れだと貴重な吉野川河口干潟の自然を守り、
巨額の税金を浪費せずに済むからです。
　ぜひ、私たちの要望をお聞き下さり、税
金の無駄遣いと自然環境破壊を止めてくださ
い。強くお願いいたします。」というもので
す。いたずらにマスコミに流すと高速道路推
進派が今までのように巻き返しを強めると判
断し、着実な方法を選んだのです。
　吉野河口は、第十堰可動堰化計画、四国横
断自動車道、東環状大橋、マリンピア沖洲第
二期工事などの環境に悪影響を及ぼす公共事
業のほかに、釣用の餌であるパッチン捕りの
水中ポンプにより、底生生物が壊滅的な被害
を受けています。
　干潟・湿地の大切さを一人でも多くの人々
にわかってもらえるよう、普及啓発し、自然
破壊を伴う開発計画には、真正面から強い意
志を持って取り組んでいかなければと思って
います。

吉野川河口干潟
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　前原誠司国土交通大臣は昨年 9月 17 日の
就任早々、八ッ場ダムと川辺川ダムの中止を
言明した。そして、全国で工事中または計画
段階にあるダム事業のすべてについて事業継
続が妥当かどうかの見直しを行う考えも表明
した。必要性が希薄となり、建設すれば、子
孫にとって大きな負の遺産となる八ッ場ダム
と川辺川ダムの中止、全ダム事業の見直しを
表明した前原大臣の英断に拍手を送りたい。

　全国ではいまだに数多くのダム建設が続け
られている。それらのダム建設に対して、多
くのところで反対運動が展開されている。か
つてダムは水不足を解消し、洪水の氾濫を
防ぐために必要なものとされていたが、今は
時代が変わり、その必要性が疑問視され、自
然に大きなダメージを与えるものとして建設
反対の声が大きく広がるようになった。その
象徴が西の川辺川ダムと東の八ッ場ダムであ
る。
　八ッ場ダムとは、国土交通省が利根川の支
流・吾妻川の中流部（群馬県長野原町）に建
設する総貯水容量１億 750 万 m3 のダムで
ある。利根川の洪水調節と首都圏の水道用水・
工業用水の開発を目的とする多目的ダムであ
る。ダム予定地には関東の耶馬溪とされる吾
妻渓谷と、源頼朝が見つけたという言い伝え
がある名湯、川原湯温泉がある。
　
　前原大臣の「八ッ場ダム中止」の言明に対

して、「八ッ場ダムを中止するな！」と、関
係６都県知事とダム予定地から強い反発の声
が上がっている。昨年 10 月 19 日には６都
県知事がダム予定地を視察して、中止撤回を
求める共同声明を発表した。しかし、八ッ場
ダム中止への知事たちの凄まじい反発は、何
としても八ッ場ダム事業を推進しようとする
河川官僚とダム工事関連会社とその周辺の議
員たちが演出している面が強く、中止反対の
理由は事実に基づくものではないから、前原
大臣が八ッ場ダム中止の科学的な根拠を明確
に示せば、知事たちは反対の姿勢を続けるこ
とが困難になるに違いない。
　
　利水に関しては、首都圏の水道用水は
1990 年代後半からほぼ減少の一途を辿るよ
うになっている。これは節水型機器の普及な
どによって一人当たり給水量が減少してきた
ことによるものであるが、近い将来に首都圏
の人口も漸減していくようになるし、また、
節水型機器は今後とも普及していくから、水
道用水の減少傾向は今後も続くことは確実で
ある。
　一方で、利根川・荒川水系で数多くのダム
建設等の水源開発が行われてきた結果、各都
県とも大量の余裕水源を抱えており、水余り
の状況を呈している。今後は水需要の一層の
減少で、水余りの状況がますます顕著になっ
ていくから、八ッ場ダム等の新たな水源開発
が必要であるはずがない。
　
　治水に関しては、八ッ場ダムの治水効果は
小さなものである。利根川の河道は長年の河
川改修により、余裕を持って大きな洪水を流
せるようになっており、八ッ場ダムのわずか
な治水効果は利根川の治水対策上、意味を持
たなくなっている。６都県知事の共同声明の
中で、「最近の大きな洪水で利根川中流部の
堤防から漏水が発生しているので、八ッ場ダ
ムが必要だ」というものであるが、八ッ場ダ

八ッ場ダムの中止を

実現するために

嶋津　暉之

（水源開発問題全国連絡会共同代表）
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ムによるわずかな水位低減はその漏水防止対
策には全くならない。堤防の漏水は堤防の強
化でしか防げないものであって、八ッ場ダム
にその対策を求めるのは筋違いであり、知事
たちがそのように非科学的な要求をするのは
都県民の安全を守ることを真剣に考えていな
いことの証左である。
　
　八ッ場ダムの問題はそれだけではない。か
けがえのない自然を喪失させ、地すべり等
の災害誘発の危険性をつくり出し、さらに国
民に巨額の費用を負担させつつあるダムであ
る。このダムの建設は子孫に巨大な負の遺産
を残すことになるからこそ、首都圏では八ッ
場ダムの反対運動を大きなうねりとなって広
がってダム中止が政治的な課題にもなってき
た。前原大臣の中止言明は反対運動の成果の
現れといってよい。
　
　一方、中止言明に対するダム予定地からの
強い反発には理由がある。ダム予定地では代
替地への移転、補償金など、ダムを前提とし
て生活設計を立てている人たちが少なからず
いて、ダムの中止はその人たちの生活設計を
白紙に戻し、苦境に追い込んでしまう。今年
1月 24 日の現地での前原大臣との意見交換
会でも住民代表のほとんどはダムの建設を求
めた。しかし、これはダム推進側が演出した
面が強く、一般の地元住民はダム建設よりも
生活の再建、地域の再生を求めているとされ
ている。
　
　ダム予定地は代替地の造成の大幅な遅れと
高額の分譲価格により、外への移転が相次い
で、人口が激減し、活性が大きく失われてき
ている。国と県は、八ッ場ダム湖を観光資源
としてダム予定地周辺を一大リゾート地にす
る地域振興構想を示しているが、その構想は
絵空事にすぎない。ダム湖周辺が観光地とし
て賑わいを見せているところは皆無である。

しかも、八ッ場ダム湖は夏期に水位が大きく
低下し、また、水質の悪化が予想されるから、
特に条件が悪い。ダム中止後はそのような絵
空事ではなく、吾妻渓谷などの自然を観光資
源として活かして着実に地域を再生する道筋
を考えなければならない。
　
　ダム予定地は長年多大な不利益を受けて
きている。長年、ダム事業の犠牲となってき
た人々の真の生活再建・地域再生を実現する
ためには、ダム計画中止後に、ダム予定地の
生活再建の推進を可能にする法律の制定が急
務である。この法律に基づき、地域を再生さ
せるための様々な取り組みがなされていかな
ければならない。それは、不要なダム計画の
推進で地元を半世紀以上も苦しめてきた国と
群馬県、さらに、ダム計画を後押ししてきた
下流都県の責任の下に行われるべきものであ
る。
　前原大臣が言明した八ッ場ダム中止を実現
するためには、法律の制定も含め、真の生活
再建・地域再生を実現する具体的なプランの
提示が必要不可欠である。

吾妻渓谷 (６月 )
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　今年 10月に名古屋で開かれる生物多様性
条約第 10回締約国会議（COP10）には、世
界各地からＮＧＯや地域住民（先住民）など
の市民団体が集まります。2年前にドイツの
ボンで開かれた COP9 には総勢約 6000 人
のうち市民団体から約 1200 人が参加したと
いわれています。条約会議の正式メンバーは
各国政府とされていますが、政府だけではで
きないことを、市民サイドが担っていくこと
になります。こうした国連会議に市民が積極
的に参加してほしいというのが国連の考え方
で、その役割も期待され、条約事務局のアフ
メッド・ジョグラフ事務局長も市民の声を条
約会議に反映したいと強調しています。
　ドイツ・ボンの COP9 では、NGO が全国
一つの連携組織を作り、存在感のある働きを
しました。生物多様性条約の目的は自然保護
にとどまらず、南北間格差を是正しようとす
る国際関係、第一次産業の在り方にかかわる

テーマなど幅の広いもの
でした。政府と NGO の
連携もしっかりしてい
て、資金面のサポートも
十分にありました。ドイ
ツでは 1992 年に地球サ
ミットに出席したドイツ
の政治家が、ドイツにも

持続的発展問題を扱えるNGOが必要であり、
政府の政策をチェックする役割を期待して支
援をするべきという主張をしたとのこと。そ
の時誕生した NGOが連携組織の一翼をしっ
かり担いました。会場近くには市民団体の本
部とミーティングルームがあり、ここに EU
やドイツの環境大臣らが訪ねてきて意見交換
し、市民団体の意見をふまえてドイツ政府は
開発途上国への支援を打ち出すなど、市民サ
イドが影響力を発揮しました。逆に会議にマ
イナスの働きをする国や企業などへの批判も
します。日本もやり玉に挙がりました。
　COP9 に参加した NGO メンバーが中心に
準備を重ね、日本でも昨年 1月に全国一つ
の連携組織（生物多様性条約市民ネットワー
ク、略称 CBD 市民ネット）が結成されまし
た。CBD市民ネットには 2/1 現在正会員（団
体）が 62団体、サポーター会員（団体）が
16団体、個人会員が62名参加されています。
現在 8つのテーマ別作業部会と 2つのタス
ク別作業部会、1つの地域別作業部会が機能
しています。
　CBD 市民ネットの役割は大きく３つあり
ます。１つは、現場で地道な活動をされてい
る市民の力を集め、生物多様性の意義を確認
し広く普及すること、第二に、政府や自治体
に生物多様性条約が求める政策をおこなうよ
うに提言し働きかけること、そして第三に、
海外の NGOと連携して会議を成功させ、交
流することです。政府に働きかけ、市民に呼
び掛ける、そして両者の意見をしっかり聞く。
これが CBD 市民ネットの役割と考え、これドイツ・ボンで行なわれたＣＢＤ－ＣＯＰ９

生物多様性条約
市民ネットワークの意義と役割

　高山　進　

　　　　　  （生物多様性条約市民ネットワーク共同代表）
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をシンボライズしたロゴも作りました。
　政府が何かを提案する場合に、省庁間の権
限が絡む事例や長年続けてきた政策が壁にな
り、どうしても歯切れが悪くなりがちです。
利害に縛られず先を見通す市民がより優れ
た提案を行う可能性があります。市民側も政
策提案の能力を鍛える良い機会にしたいもの
です。また、現在「アイ・ダイアログ」とい
う国内外の対話を促進する仕組みを準備中で
す。これは通常はインターネット上で対話を
し、各地の経験を交流したり、政策提言作り
を進める手段として活用し、節目で顔を合わ
せて議論していくための手段で、実は世界各
地の生物多様性条約にかかわろうとする団体
の意見もここに集めながら、英語と日本語で
橋渡しをしたいと考え、鋭意準備を進めてい
ます。

　先日 1月 23日には発足集会以来の第 2回
総会が行われ、その翌日に「アイ・ダイアログ」
の一環で顔を合わせる集会を行いました。そ
の中の企画で秋辺日出男氏（阿寒アイヌ民族
村専務理事）から「アイヌの伝統的知識・知
恵と生物多様性」という報告を受け、そのあ
と秋辺さんも囲んでパネルシンポジウム「先
住民社会の知識・知恵と地域社会の暗黙知」
を持ちました。このシンポを通じて私たちに
とって生物多様性はどのような意味があり、
本来そして今後どのようにかかわっていくべ
きなのか、という奥の深いテーマで議論が進
みました。
　ヒトはかつて自然資源と直接向き合い、保
全しながら利用する絶妙な技法や知恵を世界
中で、しかし地域独自の方法で育んできまし
た。それらは先住民や地域住民の中に今でも
残っていますが、彼ら自身のコミュニティの
持続性が危うい状態になっているとともに、
その価値が正当に認知されてきませんでし
た。日本でも「限界集落」が問題となったり、
第一次産業の後継者不足といわれるように、

村落社会そのものが非持続的な状態になっ
ています。しかしそこにこそ、大地の生態系
サービスを地域の多様な自然的条件にかなっ
た形で最大限に発揮させた上で、その恩恵を
利用する大いなる知恵が、いわば暗黙知とし
て営々と機能してきました。
　秋辺さんは「寒さのために土が育たずアイ
ヌは、田んぼは作れなかった」と言いました。
水田なしに定住を図ろうとすれば、生物多様
性は彼らにとってまさに「運命共同体」であっ
たでしょう。そこから川、風、火、土、生き
物、人間がたがいに育て合う大地という意味
の「ウレシパモシリ」という言葉が生まれた
と言います。「和人も山の面倒を見ないと自
分の田んぼに水が来ない、だから山や水の管
理に励んだ」と秋辺さんは語りました。「ほ
んの 200 年ほど異常な世界に入ったけれど、
また正常な世界に戻るはず」という言葉は奥
深い言葉です。
　今日、財源と資源（エネルギー）を節約す
べき時代、環境、生物多様性への配慮を飛躍
させるべき時代にさしかかり、人工的な施設
への過度の依存を改め、大地の生態系サービ
スを最大限引き出す政策が現実的な意味を持
ち始めてきました。ダムと河道で水を制御す
る「線の河川政策」から、森林や氾濫原との
かかわりでコントロールする「面の河川政策」
の展開が象徴的です。

深いテーマが議論された対話集会
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１　釧路湿原保全の歴史

　釧路湿原は、北海道東部に位置する釧路川
とその支流に沿って展開する日本最大の湿原
です。1980 年に日本で最初にラムサール条
約に登録され、1987 年には日本で 28 番目
の国立公園「釧路湿原国立公園」に指定され
ています。
　現在では多様な主体により保全が進められ
ていますが、湿原の歴史をたどると３つの大
きな転機が見られます。

　タンチョウは釧路湿原の象徴とも言える
ツルですが、明治以降の乱獲や開拓による
生息地の狭小化によって一時は絶滅したと思
われていました。しかし、1924 年に湿原内
で十数羽が確認され、これを契機に地域住民
にタンチョウとその生息地を守る意識が芽生
えました。そして、1935 年には湿原の一部
2700ha がタンチョウの繁殖地として国の天
然記念物に指定されることとなります。これ
が湿原保全の最初の転機です。

　昭和の高度経済成長の時代に入ると釧路湿
原にも開発に向けた様々な動きが見られるよ
うになり、1972 年には「釧路湿原の開発と
自然保護を考える」市民シンポジウムが開催
されました。このとき食品コンビナート用地、
農業生産拡大をめざす牧草地などの開発構想

が出されるなか、唯一の保全構想として釧路
自然保護協会から国定公園化が提起されまし
た。さらにシンポジウムの成果をもとに議論
が重ねられ、翌年には「釧路湿原の将来－開
発と自然保護に関する釧路地方住民の意見」
と題する報告の中で、釧路湿原の将来のあり
方として、①自然保護の優先、②多面的調査
の継続、③非湿原化地域の開発の容認（農業
用地として開発に着手している地域は、既に
湿原の一部とは言いがたいため利用を認める
こと。）が基本原則として合意され、釧路市
の市街地の拡大を海岸線から概ね６km内に
とどめる方針が示されました。このことが、
釧路湿原の歴史上２つめの転機となり、後
のラムサール条約登録、国立公園指定につな
がっていきます。

　そして、1993 年に３つめの転機が訪れま
す。この年、釧路市においてラムサール条
約第５回締約国会議（COP ５）が開催され、
通訳やエクスカーションでのガイドなどに
多くの地域住民がボランティアとして協力し
ました。前年にブラジルで開催された地球サ
ミットなどで世界が自然環境の保全への一般
市民の関心の喚起と行動参加の方策を模索し
ていたときに、釧路地域の住民の湿原への関

1993 年ラムサール条約 COP ５( 釧路会議 )

ラムサール条約湿地
「釧路湿原」保全の
歴史と連携

福田　芳弘

（釧路国際ウェットランドセンター事務局）

●　●　●　●　●　●　●

●　●　●　●　●　●　●
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心と行動が世界の人々の前に示されることと
なりました。そして、この会議の成功は、地
元住民に釧路湿原の重要性を再認識させると
ともに、地域の自然保護と国際交流に対する
意識を飛躍的に高めることにもなりました。

２　湿地保全の取組みと国際協力

　COP ５の開催により、釧路地域の住民の
湿原保全への熱い関心と積極的な行動が、会
議参加者等から高く評価されましたが、この
会議を契機として高まった湿地保全と国際交
流の気運を生かし、湿地保全のための国際協
力を進めるための活動拠点として、1995 年
に釧路国際ウェットランドセンター（KIWC）
が設立されました。

　釧路地域には、釧路湿原、厚岸湖・別寒辺
牛湿原、霧多布湿原、阿寒湖の４つのラムサー
ル湿地があります。KIWCは、これらの湿地
を連携し、地域の豊かな自然、充実した施設
等を活用して、湿地の保全に向けた取組みと
賢明な利用を推進するとともに、地球規模で
の環境保全に寄与することを目的としていま
す。
　また、KIWCは、地元自治体、環境省・北
海道の地元機関などの行政機関のほか、地域
の大学、釧路商工会議所、釧路自然保護協会、
財団法人自然環境研究センター、NPO 法人
日本国際湿地保全連合、学識経験者など様々
な立場の専門家により構成されています。
　これまで、環境分野の国際会議・フォーラ
ムの開催、JICA の生物多様性・湿地保全等
に関する研修の受入れ、オーストラリア姉妹
湿地との交流などの国際協力事業のほか、技
術委員会による調査研究、ラムサール条約や
湿地保全に関する情報提供などを実施してお
り、地域・国を越えた協力ネットワークを展
開し、主に湿地保全の技術面に関する情報・
技術の交換を積極的に行っています。

３　連携を深める環境づくり

　釧路湿原では、KIWCのほかにも「関係者
の連携」を基本とした多くの組織・団体が活
動しています。
　自然再生推進法に基づいて設置された「釧
路湿原自然再生協議会」は、釧路湿原にお
ける自然再生事業や学校教育を含む環境教育
を推進するとともに、カヌー利用のルールづ
くりや地域で行われる自然環境保全に関する
様々な活動の支援などを行っています。
　この協議会の構成員を見ると、地域住民、
NPO、NGO、学識経験者、関係行政機関な
ど立場の異なる多彩な顔ぶれとなっていま
す。特に事務局は、環境省、国土交通省、林
野庁、北海道による構成で、省庁間や国と
地方の境界を越えた協力体制が確立されてお
り、行政のシステムとしても特徴のあるもの
となっています。

　地域が将来世代に残さなければならないも
のは、豊かな自然の環境はもちろんですが、
「地域や立場、年齢にとらわれることなく、
あらゆる関係者が真摯に向き合い、率直に意
見を述べ合うことができる社会の環境」なの
かもしれません。少しずつではありますが、
それが釧路地域に根付き始めています。

ＪＩＣＡ研修 (鶴居村 )
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　 東 京 湾 奥 部 に 残 さ れ た 干 潟・ 浅 瀬

「三
さ ん ば ん ぜ

番瀬」は、2001 年９月に埋め立て計画が

撤回された。しかし、その後も開発の危機に

さらされている。それはなぜか──

■「第二湾岸道路は通す」

　撤回された埋め立て計画の目的は、三番
瀬に第二湾岸道路（第二東京湾岸道路）を
通すことだった。堂本暁子前千葉県知事は、
2001 年春の知事選で「三番瀬埋め立て計画
の白紙撤回」を唯一の選挙公約に掲げて当選
した。ところが知事は、「埋め立て計画は撤
回するが、第二湾岸道路は通す」という矛盾
する方針を貫いた。そのため、三番瀬はその
後も危機にさらされつづけているのである。

■人工干潟化のウラに再開発計画も

　昨年４月、森田健作知事が誕生した。森田
知事は三番瀬問題について、「いちばん大事
なのは地元の考えだ」と述べている。
　地元の市川市長などは昨年５月、森田知事
と面会し、三番瀬の猫

ねこざねがわ

実川河口域（市川側海
域）に土砂を入れて「人工干潟」（中身は人
工海浜）をつくってほしいと要望した。知事
の発言はこれを受けてのものである。市川市
長らの要望は、三番瀬再生会議の議論を打ち
切り、人工干潟を早く造成してほしいという
ものだった。
　市は、地権者や産業界といっしょになり、
猫実川河口域に面する塩浜地区の再開発計
画を進めている。いまは工業専用地域などと
なっている市川市塩浜２、３丁目を、マンショ
ンやホテル、レジャー施設、商業施設などが
林立する街に変貌させたいというのが願望で
ある。大型ホテルの誘致も力を入れている。
　そのためには、そこに面する猫実川河口域
を人工海浜にし、横浜市「海の公園」のよう
なものにしたい。そうすれば、人工ビーチを
擁した街ということで採算がとれる。土地も
マンション業者などに高く売れる──という
わけである。
　再開発のコンセプト（基調）は「Love is 
money」である。「採算性のあるまちづくり」

とのことだが、直訳すると「カ
ネが大好き」あるいは「カネも
うけが第一」である。

■猫実川河口域が埋まったら　

ゲームオーバー

　猫実川河口域は多種多様な生
き物が生息する重要な浅瀬であ
り、三番瀬の中で最も生物相が
豊かな海域である。大潮の干潮
時には広大な泥質干潟が現れる。
　県の生物調査では、動物 195
種、植物 15 種が確認されてい人工干潟化をにらんだ砂付け実験

危機が続く三番瀬

  ～人工干潟化を求める請願が

　千葉県議会で採択された～

                       中山　敏則

        （三番瀬を守る連絡会代表世話人）
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る。そのなかには、県レッドデータブックに
掲載されている希少種も 11種が含まれてい
る。「三番瀬市民調査の会」（伊藤昌尚代表）
が 2003 年から続けている市民調査でも、動
物132種、植物 16種を確認している。また、
この海域には約 5000 平方メートルの天然カ
キ礁も存在する。カキ礁は、水質浄化機能が
高いだけではなく、魚礁としての機能も高く、
海外においてはその価値が高く評価されてい
る。
　まさに、ここは三番瀬の中でもっとも生物
の多い海域であり、東京湾漁業にとって魚類
を育てる“いのちのゆりかご”となっている
のである。これは、６億円をかけて実施され
た県の「補足調査」でも明らかにされている。
　そんな大事な浅海域をつぶすことは、一連
の三番瀬の生態系を分断することであり、多
様な環境と生物、漁業などの人間活動が微妙
なバランスを保ちながら関係しあい成り立っ
ている三番瀬全域の生態系に重大な影響をお
よぼすことになる。
　この点は、たとえば大野一敏・船橋市漁協
組合長も、「海にいろいろな生き物がいない
と漁業は成り立たない。あそこが埋まったら、
ゲームオーバーだ」（『サンデー毎日』2005
年７月 24日号）と述べている。
　ところが、再開発を進める勢力などの考え
は、「そんなのクソ食らえ！」である。生物
相がどんなに豊かでも、カネもうけに役立た
なければ無意味、というわけである。

■「生物多様性ちば県戦略」はお飾り

　再開発区域の地権者らでつくる市川市塩
浜協議会などは、猫実川河口域の早期人工干
潟化を求める請願を昨年９月県議会に提出し
た。これが自民・公明両会派の賛成多数で採
択された。
　県も、猫実川河口域に第二湾岸道路を通し
たいため、「干潟的環境の形成」という名で
人工干潟化をめざしている。県は今年度、人

工干潟化をにらんで砂付け実験に着手した。
県が三番瀬のラムサール登録に消極的なの
は、第二湾岸道路を通したいからである。
　三番瀬保全団体は、請願が県議会で採択
されたあと、人工干潟化の中止を求めて県と
交渉した。その際、県は、猫実川河口域が生
物多様性に富んだ海域であることを認めなが
ら、「地元の意見を尊重したい」と答弁した。
要するに、“生物多様性も重要だが、開発の
方がもっと大事”というわけである。
　県は、「本県の豊かな生物多様性を次の世
代に引き継いでいくため」として「生物多様
性ちば県戦略」を策定している。しかし、そ
れはただのお飾りとなっている。また、生物
多様性に関するイベントをひんぱんに開いて
いるが、それも“お祭り”と化している。

■貴重な干潟・浅瀬を次世代に！

　大切な干潟・浅瀬を一部の人たちのカネも
うけ（再開発）やムダな高速道路のためにつ
ぶすことは絶対に許せない。そのため、三番
瀬保全団体は人工干潟化に反対する運動を進
めている。また、三番瀬を恒久的に保全する
ため、ラムサール登録運動も旺盛に展開して
いる。

第二湾岸道路の予想ルート
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I N F O R M A T I O N

■ 2010 年度会費継続のお願い 

　いつも日本湿地ネットワークの運営にご協力あ

りがとうございます。みなさまの会費が湿地・干

潟の保全活動の力となります。

　日本湿地ネットワークは、６月に名古屋市で

2010 年総会＆シンポジウム「生物多様性と日本の

湿地」を開催します。全国の皆さまと総会＆シン

ポジウムでお会いし、意見交換や交流を図りたい

と存じます。

・個人会費 3000 円／団体会費 5000 円

・振込み先　郵便振替口座：00170-8-190060

　加入者名：日本湿地ネットワーク

　2010年度会費を３月末までに納入してください

ますようお願い申し上げます。

　会費を滞納されますと会員資格を喪失しますの

でご注意ください。

■生物多様性カンパ（CBD カンパ）のお願い

　生物多様性条約 COP10 参加やシンポジウム開催

のため下記の「CBD カンパ」にご協力を運営委員

一同よりお願い申し上げます。

CBD カンパ：1 口　2000 円

（複数口および複数回の応募歓迎です）

応募期間：2009 年 11 月～ 2010 年 10 月 ( １年間 )

振込先：郵便振替口座　00170-8-190060

加入者名　日本湿地ネットワーク

　尚、後日、お名前を JAWAN 通信に掲載させてい

ただきます。匿名希望の方は郵便通信欄にご記入

お願いします。

■カンパありがとうございます！

　2009 年 11 月から 2010 年 2 月までの間に、

次の方々からカンパをいただきました。今後

とも皆様の暖かいご支援をお願い申し上げま

す。（入金順・敬称略）

荒木優美子、土橋淳、三觜創枝子、村上悟、

三谷親子、山内美登利、松田恵子、田中徳恵、

名執真理子、高田直俊、執行利博、吉川雄作、

三宅武、大野千矢子、相馬喜久男、今城治子、

加山ひさの、深沢玲子、田久保晴孝、ほかに

匿名希望の方々。

■ CBD カンパのお礼

　2009 年 10 月から 2010 年 2 月までの間に、

CBD カンパにご協力いただいた方々です。心

から御礼申し上げます。（入金順・敬称略）

千葉県野鳥の会、牛野くみ子、千葉の干潟を守る

会、加藤敬美、高田直俊、笹木智恵子、青木敬介、

古川博、森本佐和子、島田美恵子、伊藤昌尚、伊

藤恵子、簗井裕和、名執真理子、讃岐田訓、朝廣

和夫、小池道子、NPO 法人アサザ基金、匿名 ( 男

性）、松田恵子、讃岐田訓、田中徳恵、匿名 ( 男

性）、山本英司、高田直俊 (２回目）、大野千矢子、

辻淳夫、播磨灘を守る会、安部斎、相馬喜久男、

加山ひさの、後藤哲子、池田愛美、匿名 ( 男性）、

吉川雄作、NPO 法人藤前干潟を守る会、田久保晴

孝、中山敏則、榮本和幸、志摩半島野生動物研究会、

匿名 (男性）、綿谷春代

編集協力：東銀座出版社

編集後記

　春は黄色い花から始まります。明るい日差しを

受け福寿草、水仙、ロウバイと庭先を楽しませて

くれます。春はもう海や山にも訪れています。３

月からの「干潟・湿地を守る日」イベントへご家

族でおでかけください。（恵）

　新しい JAWAN パンフレット「湿地をまもる」が

できましたのでお届けします。

辻代表が２月初旬に病気入院され療養中です。快

方に向かっていますのでご安心ください。皆様も

どうぞご自愛ください。次号通信 97 号は７月中

旬発行の予定です。(昌 )

■ 2010 年総会のお知らせ

開催日時：６月 12 日（土）　10：30 ～ 12：00

会　　場：稲永ビジターセンター

　　　　　名古屋市港区野跡４丁目 11-2

　　　　　ＴＥＬ　052-389-5821

総会終了後に、シンポジウム「生物多様性と日本

の湿地」（13：00 ～ 16：30）を開催。

６月 13 日（日）　８：50 ～ 13：00

エクスカ－ション「藤前干潟を歩く」

　　　　　　　　　定員 30 名（要申込み）

集合時間：８時 50 分　

集合場所：藤前活動センターの前庭

　　　　　名古屋市港区藤前 2-202

　　　　　TEL　052-309-7260

参 加 費 ：1000 円 ( 昼食費含む )

連 絡 先 ：jawan2@jawan.jp（伊藤）

「湿地・干潟を保全して、

　　生物多様性を高めよう！」


