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　東京湾奥部に残る貴重な干潟・浅瀬「三番
瀬」に再び危機が迫っている。
　森田健作千葉県知事が「三番瀬再生会議」
を解散し、人工砂浜造成のスピードアップ化
を表明したからである。

■住民参加「三番瀬再生会議」を解散

　森田知事は昨年 12月、知事の諮問機関で
ある「三番瀬再生会議」を解散した。再生会
議は徹底した住民参加と情報公開が売りだっ
た。三番瀬埋め立てに反対した自然保護団体
の代表も委員に加わっていた。
　県は、再生会議に代わる組織として、行政
が主体的に再生事業を進めるための新たな推
進体制をつくる。また、その助言組織として
「専門家会議（仮称）」を立ち上げる。この会
議は知事の諮問機関ではなく、助言をするだ

けである。さらに、住民や自然保護団体の代
表は排除され、少数の専門家だけで構成され
る。

■泥干潟の人工砂浜化をめざす

　県が再生会議を解散した目的は、「干潟的
環境の形成」という名で「人工干潟」（人工
砂浜）造成のスピードアップを図ることであ
る。対象は、市川側の猫実川河口域である。
　その真のネライは、三番瀬に第二東京湾岸
道路を通すことである。この道路は、埋め立
て地はほとんど用地が確保されているが、三
番瀬で中ぶらりんになっている。猫実川河口
域だけはどうしても通さないと道路建設が不
可能である。そこで、猫実川河口域を人工砂
浜にし、その造成工事の際に道路を埋め込む
というものである。

　しかし、猫実川河口域は、
三番瀬の中で最も生物相が豊
かである。大潮の干潮時には
広大な泥干潟が現れる。魚類
の産卵場や稚魚の生育場でも
あり、東京湾漁業にとって大
切な“いのちのゆりかご”と
なっている。
　この海域には、三番瀬の他
の環境条件には存在しない底
生生物が多く発見されている。
泥干潟特有のアナジャコもた
くさん生息している。カキ礁
とその周辺からは、普通の干

東京湾三番瀬をめぐる新たな局面
　　～千葉県が「三番瀬再生会議」を解散～

　　　　　　　　　　　　中山 敏則（三番瀬を守る連絡会　代表世話人）
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潟では考えられないような多種多
様な生物も次々と発見されている。
この海域を人工砂浜に変えれば、
三番瀬の生態系や生物多様性を破
壊するだけでなく、東京湾の環境
にも大きな影響をおよぼす。それ
は、諫早湾の泥干潟がつぶされた
ために有明海が“死の海”になっ
たことでも明らかである。

■２月県議会で３会派が懸念を表明

　そのため、先の２月定例千葉県議会の代表
質問では、全５会派のうち３会派が県の姿勢
を質した。
　湯浅和子議員（民主党）は、「三番瀬は千
葉県が誇る干潟・浅瀬である」「何十万年も
かけてつくられてきた自然を相手にする事業
なので、県民と専門家が十分な時間をかけて
調査や実験を行い、慎重のうえにも、より慎
重に再生事業を進めていくべきだ」とクギを
さした。
　丸山慎一議員（共産党）はこう述べた。
　「（猫実川河口域は）三番瀬の中で最も生物
相が豊かである。市民調査の会のみなさんが
毎月やっている市民調査などでは動物 195
種、植物 15種が確認され、本当にすばらし
い自然が残されている」「人工干潟が造成さ
れれば、泥干潟の生態系は死滅する。県民の
不安を払しょくするためにも、人工干潟の造
成はやらないと宣言すべきだ」「湾岸地域の
東京・千葉断面の交通量が減ってきているい
ま、はじめに３環状９放射のネットワークあ
りきの発想は止めて、第二湾岸道路の計画は
中止すべきだ」
　大野博美議員（市民ネット・社民・無所属）
は次のように述べた。
　「事業内容を見ると、実質は砂の投入によ
る人工ビーチ化を推進するものに過ぎない。
しかし、猫実川河口域は泥干潟であり、三
番瀬の他の底質と異なる。生物相も他と異な

り、より豊かな生態系がみられ、陸域からの
汚濁負荷の浄化などで大きな役割を果たして
いる。この泥干潟を人工ビーチ化することは、
三番瀬の環境改善、漁場再生どころか、生態
系や浄化機能を壊すこととなる」
　大野議員はまた、三番瀬で緊急に求められ
ていることは、人工砂浜造成ではなく、三番
瀬の貝類に甚大な被害をもたらしている青潮
対策や、大雨時に行徳可動堰が開放されるこ
とによる淡水・汚泥・ゴミの一挙流入対策、
さらには江戸川からの真水の常時流入をはか
ることである、と強調した。

■市民調査結果を小冊子に

　千葉の干潟を守る会や三番瀬を守る会な
ど、「三番瀬を守る連絡会」を構成する三番
瀬保全団体（９団体）は、なんとしてでも三
番瀬の破壊を防ぐため、さまざまな団体・県
民などと連携を深め、保全運動を強めること
にしている。
　「三番瀬市民調査の会」（伊藤昌尚代表）は
この２月、８年間におよぶ市民調査の結果
をまとめ、小冊子『三番瀬・猫実川河口域は
“宝の海”』を発行した。たいへん好評であり、
発行後２週間で1300部が売れた。私たちは、
この小冊子を猫実川河口域の人工砂浜化阻止
に活用することにしている。

猫実川河口域の泥干潟。左の黒っぽいのはカキ礁
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　山口県上関町にある、上関原発建設予定地
「田ノ浦」では、原子炉設置許可も下りてなく、
さらには地質調査さえ終わってないまま、中
国電力による森林の伐採が行われ、海上の埋
立工事を進めようとしている。
　田ノ浦周辺は、絶滅危惧種のハヤブサやナ
メクジウオ、国の天然記念物のカンムリウミ
スズメ、希少なスギモクの群集などが生息し
ている生物多様性のホットスポットだ。
　田ノ浦から４㎞のところに浮かぶ祝島の人
たちは１０億円以上の漁業補償金を受け取ら
ず、３０年近く反対の意思を、身体を張って
示し続けてきた。
　祝島の人口は、５００人弱で平均年齢は
７０歳を超えている。７０歳、８０歳にな
る島の人たちがきれいな海や生活を守るため
３０年間も反対運動を続けている。　

○深夜の強行工事

　２月２１日の真夜中（午前２時）に中国電
力は、田ノ浦の浜に立ち入らせないフェンス
を設置しようと中電社員、警備員、作業員な
ど約４００人を動員したのだ。海が透き通っ
て海草が育ち、祝島ではひじき取りなどが始
まっていた時季である。
　田ノ浦の浜に泊まり込んでいた上関原発計
画に反対のため全国から集まった人たち 20
数名はこの強行な工事に座り込んで抗議をし
た。
　また中国電力が作業を始めたと連絡を受け
た祝島からも、抗議行動に船に乗って田ノ浦
へ向った。

　海上のほうでは、埋立工事に使う土砂を落
とす作業船や、砂や石を掘りだして海底を深
くするための浚渫船など２０隻以上が動員さ
れた。
　祝島の人たちは、自分たちの船を出して、
祝島の船の数十倍大きい作業船に抗議に行っ
たが、海上保安庁のボートが祝島の船１隻に
対し、３，４隻で行く手を阻み、「危険ですか
ら離れて下さい」と船を横から突いて作業船
から遠ざけた。
　さらには、「危険物を積んでないか調べる」
と言い無理やり乗船してきた。その間に作業
船は大量の土砂を落とし、青い海は土砂で白
く濁っていった。

○緊迫する今の田ノ浦

　大規模な強行作業は連日続いたが、祝島や
全国から集まった人たちの抗議で４００人も
動員された浜ではフェンスの設置の一部をい
くつか立てただけにとどまっている。
　海上では作業船に大量の土砂を原発の排水

原発予定地上関「田ノ浦」の危機
　　～中国電力の大規模な強行工事～

　　　　　　　　　　　　　岡本 直也（祝島虹のカヤック隊参加）

強行作業が行われている田ノ浦
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口側にあたるところに落とされたが、他の浚
渫などの直接的な埋立工事は祝島の人たちの
抗議で食い止めた。海も浜もいつまた工事が
動き出すか分からない状況が続いている。
　現場の状況はブログ、音楽、映像、イ
ベントなどで情報発信をしている。最近は
Ustreamを使い、抗議行動の現場をインター
ネットで生中継している。

○抗議の若者ハンガーストライキ

　２０１１年１月２１日、僕たちは同世代の
１９歳，２０歳の仲間５人で、山口県知事に
「上関原発の埋立工事一時中断と埋立免許の
再検討」を求めて、１０日間、何も食べずに
水と塩だけで過ごして山口県庁の敷地内で座
り込みを実行した。
　二井関成知事は、この上関原発計画を推進
する中国電力に対し公有水面埋立免許を交付
したという。
　ハンストのメンバーは東京、千葉、埼玉、
大阪と出身は別々で、各自が活動している間
に知り合った仲間だ。
県知事に、埋立工事の中断を決断して欲しい
という想いと、関心を持って欲しいという意
味で全国の人に向けて、僕たち５人は本気で
想いを訴えるためにハンストという手段を選
んだ。

○ハンストへの想いと期待

　僕は、若い世代である自分ら５人がハンス
トをすることで、同じ世代の人たちに上関原
発の問題に関心を持って欲しいという想いが
あった。
　祝島の人たちは、故郷を守るため、自分た
ちの暮らしを守るために約 30年も原発に反
対し、海を守るために人生を懸けてきた。そ
して、これから続いていく世代に、命の糧と
なる綺麗で自然豊かな海を受け渡すため、裁
判で訴えられても、仕事を休んでも、体力を
削って、命、人生を懸けて闘っている。

　そのことを、若い世代に気づいて欲しいと
思っていた。決して祝島や上関町だけの問題
ではなく、自分たちの問題でもあるというこ
と。
　ハンストをした結果、県は要望に少しも応
えてくれなかったが、ハンスト当日に立ち上
げた僕たち５人のブログは１０日間の間に、
１日の閲覧数が１５０００人にも増えていっ
た。
　全国からも１０００通以上の僕たち宛に応
援メッセージが届き、ハンストをしていた現
場にも多くの方が訪れてくれた。多くの人に
原発問題に関心を持つきっかけになれば嬉し
く思う。（2010 年 3月 9日）

強行作業に抗議する全国の人たちが手をつないでいる。
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　昨年 10 月 11 日から 29 日まで、名古屋
市で開催された生物多様性条約第 10回締約
国会議（COP10）は、この会議過去最大の
13000 人の参加登録者を集めたが、名古屋・
愛知を除けば開催を知らない市民が圧倒的に
多かったのではないだろうか。会議が始まっ
ているさなかに、中国電力が生物多様性の
ホットスポットである上関原発予定地の埋め
立て工事を強行しようとしたあたりに、この
会議や生物多様性条約そのものの知名度の低
さが表れている。
　しかし、会議の渦に巻き込まれてみると、
体裁だけで実のない日本政府や電通の仕切り
に腹が立つと同時に、私たちの目指すべき世
の中のあり方についての示唆が含まれている
重要な会議でもあった。

生物多様性条約とは

　この条約は、1992 年リオデジャネイロで
開催された国連地球環境サミットにおいて、
気候変動枠組み条約とともに誕生した。批准
した国の数は 191 に達し、批准していない
のはアメリカ合衆国など 3カ国だけ。温暖
化防止で京都議定書を離脱したアメリカは、
この条約でも世界に背を向けている。アメ
リカの経済学者 J. スティグリッツでさえも、
アメリカこそ「ならず者国家」だと言ってい
るが、まさに自国の資本家の利害しか考えな

い国家である。
　この条約は、生物多様性の保全、生態系
サーヴィスの持続可能な利用、そして遺伝
資源の利用から得られる利益の衡平公正な配
分を 3大原則としている。また、遺伝子組
み換え生物の国境間移動に関して予防原則
のもとに制限を設けるカルタヘナ議定書が
あり、COP10 に先立って議定書締約国会議
（MOP5）が開催された。

COP10 の課題と成果

　「生物多様性の損失速度を顕著に減少させ
る」ことを掲げた 2010 年目標が落第点で
あったことが確認され、新たに 2020 年目標
が設定された（愛知ターゲットと呼ばれるこ
とになった）。しかし、定性的な表現にとど
まり、保護区の設定面積目標などが低く抑え
られて実効性が懸念される内容となった。
　最大の課題であった遺伝資源に関する先進
国によるバイオパイラシー（海賊行為）に歯
止めをかけるために、すでに条約本文にうた
われている「遺伝資源の利用から得られる利
益の衡平公正な配分（ABS と略記される）」
を議定書に格上げする案件については、最終
日の深夜から未明までかかって、なんとか名
古屋議定書が決議された。資源を利用する時
に原産国の許可を得なければならないとした
ことや、利益配分の対象を研究開発で資源を

生物多様性条約第 10回締約国会議で
　　　　　　起きたこと、見えたこと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大沼 淳一

　　　　　　　　　（生物多様性条約市民ネットワーク「CBD 市民ネット」・生命流域作業部会）
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改良した派生品まで広げたこと、不正な持ち
出しに対するチェック機関を利用国側にも設
けるとしたことなどは評価できる。
　しかし、途上国が求めた議定書発効以前の
（植民地時代からの）利用については盛り込
まれなかった。ABS ルールが確立することに
よって、途上国政府が自国の先住民族や地域
コミュニティなどが利用してきた薬草やそれ
を利用する知恵を勝手にたたき売るような事
態が頻発することも懸念される。
　MOP5 では、遺伝子組み換え生物による
汚染が起きた時の責任の所在と補償について
名古屋・クアラルンプル補足議定書が決議さ
れたが、やはり実効性が希薄なものとなった。

日本政府と名古屋市・愛知県

　生物多様性国家戦略を３度も改定し、生物
多様性基本法、遺伝子組み換え生物に関する
カルタヘナ法など国内法の整備も進んだ日本
という国は、この条約からすればお手本のよ
うな国のようにみえるかもしれない。
しかし、開発系省庁の大臣も出席して閣議決
定され、美しい文言が連ねられた国家戦略が
生物多様性を根底的に破壊するダム開発など
の大型公共事業を止めるために役立ったこと
は一度もない。
　条約を批准していないアメリカの意向を
代弁するかのように、遺伝子組み換え作物に
関する制限の緩和に向けて動くなどの行動が
目立ち、COP9 が開催されたボンでは、NGO
によって「次期開催地は日本以外ならどこ
でもいい」「Hostile Host 敵対的なホスト国・
日本」のビラがまかれた。
　名古屋市と愛知県が開催地となったことの
意図もよくわからない。工業出荷額日本一を
30 年以上独占し多くの箱モノが建設された
が、自然系博物館がほとんどないという土地
柄である。牧野コレクションに次ぐと言われ
た井波一雄さんの植物標本は引き取り手がな
く、千葉県立中央博物館に収蔵されたという

情けない地域である。
　この 2年間、「生き物にぎわい」をタイト
ルにした市民向け啓発イベントが毎週のよう
に開催されたが、COP10 の主要議題とは無
関係。本番の会議場や外の展示ブースの仕切
りも電通とその子会社である。このあたりの
構図は愛知万博と全く同じであった。
　先進国と途上国の対立が続き、名古屋議定
書や 2020 年目標の成立が危ぶまれた最終局
面になって来名した菅首相が、1600 億円供
与を約束する演説をしたが、この金が途上国
をなだめる効果を持ったようである。生物多
様性保全施策は極めて貧困であるにもかかわ
らず、日本政府は条約批准国中第 1位の資
金供与国なのである。
　COP10 最終日に、国際 NGO は主要な国
に対してニックネームを付けた。日本政
府に与えられたのは「絶対的な矛盾 Strict 
Contradiction」であった。

CBD 市民ネットワークと生命流域の再生

　開催国の NGO側の受け皿として 2009 年
１月に、大手環境団体などや個人が参加して
結成されたのが CBD 市民ネットワークであ
る。開催地名古屋では多様な個人が集まって
生命流域作業部会が発足し、生物多様性条約
の根底には南北問題があるという切り口から
議論と行動を開始した。
　我々が暮らす伊勢三河湾集水域に宿る南北
問題とはすなわち不条理な上下流間格差であ
る。安全でおいしい木曽川などの水（＝上流
域生態系サービス）を利用して繁栄する下流
域都市圏。そこではトヨタをはじめとする輸
出産業がWTO自由貿易体制下で大もうけを
しているが、その見返りとして安価な農林産
物が輸入され、上流域の農林業が疲弊した。
若い労働力を奪ったのも下流域都市圏だっ
た。上流域に送られたのは産業廃棄物だけ
だった。豊饒の内海であった伊勢三河湾を汚
染し、藻場や干潟を消失させたのも下流域都



8

市圏の繁栄そのものだった。
　「流域は単なる集水域でなく、生命流域
（Bioregion）として水と生命の循環を再生し
なければならない。根底的な答えは脱成長社
会であるが、当面やるべきことは繁栄する都
市圏から疲弊する上流域および沿岸域へのお
金や人の流れをつくる仕組みづくりである」
というコンセプトのもとに、長野県王滝村で
「生命流域シンポジウム」を開催し、COP10
や日本政府に向けてポジションペーパーを提
出し、開催地住民アピールを発表し、長良川
河口堰や諫早湾干拓のゲートを上げることを
求めた。
　脱成長について異論を唱えたのは、「生態
系と生物多様性のための経済（TEEB）」や生
物多様性オフセットなどのグリーン経済を支
持する首都圏のグループであった。議論は最
後までかみ合わないまま、首都圏グループは
別の開催地宣言を発表した。
　（※生命流域主義 Bioregionalism をスロー
ガンにすることを提案したのは藤前干潟を守
る会の辻淳夫さんだった。愛知万博で来日し
たネイティヴアメリカンのピーターバーグ氏
から聞いたということだった。筆者は、木曽
川上流の町・御嵩町に計画された巨大産業廃
棄物処分場反対運動に参加する中で流域圏の
上下流間矛盾に気がついていたので、すぐに
賛成した。その辻さんがご病気で倒れられて、
筆者がそれを引き継ぐ羽目になってこの１年
が過ぎたのであった。）

CBD アライアンスと上関原発

　生物多様性条約に関する国際 NGOネット
ワークである CBDアライアンスが来日して、
環境省や外務省に気兼ねして自主規制気配が
強かった首都圏 NGO のトーンが変わった。
　
　COP10 開幕セレモニーでの NGO 共同ア
ピールに上関原発問題が盛り込まれたので
ある。CBD アライアンスによる「市民社会

が考える COP10 における 10の課題」でも、
グリーン開発メカニズムのようなリスクの
高い手法は採るべきではないと一刀両断であ
る。ヨーロッパの環境 NGOと日本の環境団
体とのスタンスには顕著な差があったのであ
る。
　緊迫する上関現地から、COP10 開催中に
数度にわたってメンバーが来名し、会議場
内での記者会見、展示ブース会場でのワー
クショップ、サイドイベント会場でのトーク
ショウなどが展開され、そのたびに新聞報道
された。このことが効いたのか、埋め立て作
業船が座礁したのを契機にして中国電力はと
りあえず全作業船を引き揚げた。
　今年の２月下旬になって事態は緊張の度を
高めている。中国電力は作業船を大量に投入
して工事を強行しようとしている。けが人も
出てしまった。海上保安庁の巡視船も工事阻
止のピケットをはる漁船やカヤックに対する
妨害行為を働いている。COP10 開催国 NGO
の総力を挙げて、「奇跡の海」（日本生態学会
上関要望書アフターケア委員会編の同名の書
参照……南方新社刊）を守りたい。

先住民族とジェンダー

　CBD アライアンスと同じ大きさの部屋を
国際会議場内に確保したのが生物多様性に関
する国際先住民族フォーラム（ＩＩＦ B）で
あった。生物多様性条約は気候変動枠組み
条約に比べて実効性に乏しく、脆弱だという
印象を持っていたが、先住民族や地域社会そ
して女性のジェンダーの果たしてきた役割を
高く評価するなど、とても包括的な条約であ
ることに気がつき、大いに見直した。実効性
の担保が希薄な点は、NGO の行動力で補い
ながらより良い条約を目指していく必要があ
る。
　次回 COP11 はインドで開催される。
WTO-TRIPs 協定による生命特許の問題や、
ABS議定書による先住民の知恵や遺伝資源に
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関するパイラシーの増大問題などについて、
これから準備を始める必要がある。生命流域
再生の課題も山積している。私たちにとって
の COP10 は様々な宿題を残して第Ⅰ幕を閉
じた。

おわりに

　本稿は COP10 終了直後に書き上げて、季
刊「ピープルズプラン」第 52 号（2010）
に掲載されたものに少々加筆をしたもので
ある。あれから半年が経過した。３月下旬に
CBD 市民ネットは規約通りに解散総会をむ
かえる。と同時に、後継組織の検討と立ち上
げの準備がなされている。
　愛知ターゲットや名古屋議定書さらには
自治体宣言などがきちんと実行に移される
かどうかのモニタリング活動や、先住民や地
域コミュニティの知恵や存在そのものを支援
する活動、NGO 提案がもとになって成立し
た国連生物多様性の 10 年に関連した活動、
COP11 までの議長国としての日本政府の
NGOサイドのカウンターパートとしての役
割など、改めてネットワーク型の市民運動連

絡組織の存続が求められているからである。
開催地作業部会として活動してきた生命流
域作業部会も後継組織についての議論を始
めている。生命流域としての伊勢三河湾流
域に内在する上下流間の不公平や不条理をた
だし、生命と水の循環を再生させる課題を、
COP10 開催を契機に掘り起こしたが、それ
をそのまま放置するわけにはいかない。
　不確実性の壁に激突した科学技術の限界性
を、生物多様性を切口として専門家と市民が
対等な立場で話し合う場「ビオカフェ」の存
続も課題の一つである。土地区画整理事業に
よって危機に瀕している「才井戸流（さいど
ながれ）」（名古屋市守山区にある都市域とし
ては珍しい大規模な湧水）を守る運動がすで
に始まっている。
　地球温暖化問題と同様に、生物多様性の危
機は待ったなしであり、すでに手遅れかもし
れない状況である。この地球を壊さずに次に
来る人々に手渡すためにやらなければならな
いことは山積している。COP10 の風が吹き
終わったこれからが、私たち市民運動の正念
場である。

『八ッ場ダム（やんばダム）過去、現在、そして未来』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嶋津暉之／清澤洋子著　岩波書店（2,220 円＋税）

　八ッ場ダム計画は、2009 年の国交大臣の中止発言、2010 年 11 月の中止棚上げ発言

などで日本中の注目を集めています。半世紀にわたる資料とデータをもとに詳しく振り

返り、利水にも治水にも無用な巨大なダムを徹底検証し、地域がこれまでの断裂を乗り

越え、歩むべき再生への道を模索しています。

本の紹介
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１. 国連は、2011 年を国際森林年として宣
言しており、これに合わせてラムサール条
約事務局は毎年開催されている「世界湿地の
日」2011 キャンペーンのテーマを「湿地と
森林」とした。ラムサール条約は 1971 年 2
月 2日に採択され、今年 40周年を迎えてい
る。したがって 40周年記念行事と合わせて
世界的にも様々な催しが実施されている。ち
なみに 2012 年 5-6 月にはラムサール条約
COP11（第 11回締約国会議）がルーマニア
で開催される予定だ。

２. 湿地と森林を生態系として考えていくに
はまず二通りの場合がある。ひとつは湿地に
森林が成立している場合だ。（ラムサール条
約事務局提供のイラスト参照 [ 日本語版筆者
作成 ]）
　もうひとつは同じ集水域の中で湿地と森林
が密接に関わっている場合である。
後者では、例えば釧路湿原周辺の丘陵地で湿
原保護のために植林を実施している事例があ
る。また沿岸域でも、魚付き林といって河口
域とその周辺の漁場を豊かに保つために河川
の上流・中流部周辺に植林をしてきた例があ
る。

　1971 年に誕生し、40 年目をむかえたラ
ムサール条約は特定の生態系タイプを対象と
したいまだに唯一の国際環境条約だ。
1992 年にリオデジャネイロで開催された地
球サミットの準備会合では、「生物多様性条
約」と「気候変動枠組み条約」が誕生したが、
実は「森林条約」を制定しようという動きも
あった。しかしながら森林資源の利用に規制
が加わることに懸念をもつ熱帯林保有国など
の反対により、「森林原則声明」の採択にと
どまった。
　ラムサール条約の条文にもあるように、特
定の生態系タイプを対象にすれば、「締約国
はその領域内における△△△において .... し
なければならない」と国土内の土地利用に関
して、他の加盟国との意見調整が必要になっ
てくる。

湿地と森林
2011 年の「世界湿地の日」テーマを考える

　　　　　　　　　　　　　　小林 聡史（釧路公立大学教授）

2011 年「世界湿地の日」ステッカー
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　主権国家の国土計画について他の国々から
とやかく言われることを嫌う政治家は少なく
ないので、湿地以外の生態系タイプに対して
どんどん国際条約を作っていければいいのだ
ろうが、ことは簡単ではない。逆に言えば、
奇跡的に誕生することが出来たラムサール条
約を最大限活用して、湿地保全に関わる他の
生態系の保全にも役立てることが賢明だ。
　湿地と森林はある意味でベストマッチであ
り、それぞれが生物多様性の保全、気候変動
対策としてもきわめて重要な要素となってい
る。
　例えば、海域ではサンゴ礁における生物多
様性の高さ、陸域においては熱帯林の生物多
様性の高さは広く知られており、保全の緊急
性も高い。熱帯林はもちろん、森林はそれ自
体炭素を大量に蓄えていることになる。全体
として森林は、地上の炭素のうち 6割を貯
蔵していることになり、森林伐採と森林劣化
とで温室効果ガス排出の 17 ～ 20％に相当
すると推定されている。
　一方で湿地も、特に泥炭の形で炭素を蓄え
ているところは炭素貯蔵地としてきわめて重
要だ。したがって、泥炭がある地域に成立し
ている森林はダブルで重要となり、逆に言え
ば、これらを破壊することによって大気中に
放出される炭素の影響は地球全体への脅威と
なりうる。
　内陸湿地では、熱帯地方によくみられる泥

炭湿地林の炭素貯蔵能力がずば抜けて高い。
森林が発達していなくても熱帯の泥炭、温帯
や亜寒帯の湿原をはじめとする湿地は炭素貯
蔵能力がかなり高いと考えられる。
　沿岸湿地ではマングローブ林の炭素貯蔵能
力が高いと考えられるが、これは内陸の河畔
林や湖岸に発達した森林と同程度と考えられ
ている。沿岸湿地では、マングローブ林に次
いで、サンゴ礁、カキ礁、干潟、海浜の炭素
貯蔵能力が高いが、特徴的なのはマングロー
ブ林に比べると、サンゴ礁やカキ礁では改変
などを受けて劣化した場合の能力が著しく低
下してしまう点である。
　人工湿地では貯水池やダム湖に比べると水
田の炭素貯蔵能力が高いと考えられており、
場合によってはマングローブ林に匹敵する能
力を持つ。
  湿地がどのくらいのスピードで地上から消
えているかは長い間協議の的であった。
インドシナ半島最大の淡水湖トンレサップ湖
（カンボジア）などでは、乾季と雨季の湖面
面積が 3～ 4 倍ほども違ってしまう。他に
も季節的にしか出現しない湿地もあるため、
推計が困難となってしまう。
　一方、森林の方は国連食糧農業機構 FAO)
などが中心となって、かなり前から世界規模
での統計データを研鑽してきた。21 世紀に
入り、2000 年から 2010 年までの間、世界
中で毎年北海道と九州を足した面積よりも多
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い森林面積が失われてきたという。これは十
分に憂鬱になる推計だが、1990 年代には年
間これに四国の面積 2つ分多い森林が失わ
れていたそうだ。世界中で森林を守る動き、
植林への協力が進んできている多少なりとも
の成果だ。
　世界的に見れば、大部分の国々で自国の森
林面積のうち 1割以上を、国立公園をはじ
めとする何らかの法的規制を伴った保護区に
指定している。全世界では森林は陸地面積の
31％を占め、総森林面積のうち 12％が保護
区となっている。

３.　ニューヨーク市当局は、森林地帯を含
む集水域の保全を目的として、土地を購入し
管理措置を図るために 10 億ドルの投資を決
定した。これによって水処理施設建設にかか
る 40～ 60億ドル（プラス毎年の維持経費）
の支出を避けることができると判断したの
だ。
　スイスのバーゼル市は規模ではずっと小さ
い町だが、同じような試みをしている。バー
ゼルはスイス北部のチューリヒに近く、毎年
開催される高級腕時計の国際見本市で有名な
都市だ。バーゼル当局はライン川からの水を、
森林の中を流れるよう水路を設定し、これに
よって処理することにした。
　森林では水が土壌に吸収され浄化されるこ

とになる。バーゼル市の上水道のために他の
水処理施設は必要とはならなかった。スイス
の国全体では、地下水は大部分が森林の多い
集水域から供給されている。きれいな地下水
を利用できることによって、スイスの国民は
年間 6400 万ドルを節約できていることにな
るという。

　ここで日本の方々にはあまり馴染みがない
熱帯地方の泥炭湿地林について具体例を説明
しよう。
　マレーシア政府が指定した最初のラムサー
ル条約湿地にベラ湖がある。首都クアラルン
プールから東に約 100 キロ、マレー半島東
部にある淡水湖がベラ湖だ。ベラ湖に続く河
川沿いに発達しているのが泥炭湿地林だ。
　ベラ湖では先住民の人々の生活空間を取り
囲むようにラムサール条約湿地が指定されて
おり、住民参加による湿地管理が進められて
いる。また、湿地資源のワイズユースの一環
として地域住民によるエコツーリズムが進め
られている。
　問題があるのは、条約湿地に指定されてい
る部分の周辺に広がる丘陵地だ。かつてはゴ
ム園として利用されていた地域をはじめ、大
規模なアブラヤシのプランテーション化が進
んでしまっている。マレーシアとインドネシ
アだけで、世界全体のヤシ油の 8割以上を
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生産している。ヤシ油は日本でも大量に輸入
されており、食用油として利用・加工された
り、一部は洗剤や化粧品の原材料として利用
される。
　植物由来だから環境にやさしい、わけでは
ないという環境 NGOの指摘を受けて、日本
の企業の中にはヤシ油利用を廃止したり、ま
た 2008 年度からは持続可能なヤシ油の認証
制度が開始され、認証されたヤシ油のみを利
用しようという動きも出ている。認証には、
ヤシ油の生産地において、絶滅危惧種に及ぼ
す影響をきちんと調査しているかなどの検証
が行われる。

　これまでラムサール条約締約国会議はイタ
リア（第 1回、1980 年）、オランダ（第 2回、
1984 年）、スイス（第 4回、1990 年）、ス
ペイン（第 7回、2002 年）と西ヨーロッパ
中心に開催されてきた。次回、東ヨーロッパ
で初めての締約国会議がルーマニアで開催さ
れる予定だ。東ヨーロッパは西と違って、あ
まり人の手が入っていない本来の森林がまだ
比較的よく残されている。ルーマニアも同様
だ。
　湿地ではヨーロッパ最大のデルタ（三角
州）地帯ドナウ・デルタが有名だ（英語では
Danube Delta なので要注意！）。その面積は
ラムサール条約湿地指定部分で 6500 平方キ
ロと、日本では栃木県や群馬県よりも広い面
積となっている。ラムサール指定は 1991 年
5月 21 日でルーマニア最初の条約湿地であ
り、本年指定 20周年を迎える。
　美しき青きドナウはドイツ・アルプスに源
流を持ち、8ヶ国を流れて黒海に流れ込んで
いる。樹齢数百年の大木と湿地が織りなす風
景から、世界自然遺産そして同じくユネスコ
に管理される生物圏保護区にも指定されてい
る。
　交通手段には小舟が利用されることが多い
が、操縦するのは多くの場合地元漁師の方々

で、この地域では多くの漁業者が観光業に関
わっている。古くから自然資源は利用されて
きており、保護区とはいえ、約 15万人がデ
ルタに居住している。
　ドナウ・デルタの一部を有する隣国ウクラ
イナ政府は、黒海とウクライナ側のデルタを
結ぶ航行可能な運河を造るため、2004 年に
ビストロエ水路工事を開始している。
　前年 10月にラムサール条約事務局とユネ
スコ生物圏保護区の担当者（「MAB人間と生
物圏」事業）とが協力して、ウクライナ政
府側と協議したにもかかわらずの着工となっ
た（「ラムサール条約諮問調査団報告書第 53
号」）。
　欧州連合はじめ国際環境 NGOなどが、運
河がデルタの湿地帯を損なうとして、工事の
中止をウクライナ政府に要請したにも関わら
ず、工事は継続されている。ラムサール条約
では、COP9（2005 年）の決議Ⅸ .15 に続き、
COP10（2008 年）においても決議Ⅹ .13 の
中でウクライナ政府に状況報告を勧告してい
る。
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　今回紹介する宍道湖は、ヤマタの大蛇（お
ろち）の伝説で知られる中国山地を源流とす
る斐伊川の下流に位置し、松江市内を流れる
大橋川下流部で前回紹介した中海と結ばれて
いる海水と淡水の入り混じる汽水の湖です。
　湖の面積は国内第 7 位のおよそ 79．
1km2、平均水深は 4.5m という広くて浅い
湖で、2005 年 11 月に中海とともにラムサー
ル条約の登録湿地となりました。汽水といっ
ても塩分は中海が海水のおよそ二分の１程度
であるのに対し、宍道湖は十分の１程度と大
きな違いがあり、これら２つの湖には塩分に
応じた様々な動植物が見られます。
　宍道湖は湖内の漁獲量の約 9割を占める
シジミ漁で特に有名で、ジョレンと呼ばれる

カゴ状の漁具を用いての早朝のシジミ漁は、
四季を通しての宍道湖の風物詩となっていま
す。
　漁獲されるシジミの種類は汽水性のヤマト
シジミで、全国のシジミ漁獲量の約 40% が
宍道湖産となっています。
　潜水ガモのキンクロハジロは、宍道湖では
このヤマトシジミを主食として、毎年１万羽
以上が飛来しますが、隣接する中海に飛来す
るキンクロハジロは、そこで優占している二
枚貝のホトトギスガイを主食にしています。
宍道湖ではヤマトシジミ以外の魚介類も豊富
で、「スモウアシコシ」として覚えるスズキ、
モロゲエビ（ヨシエビ）、ウナギ、アマサギ（ワ
カサギ）、シジミ、コイ、シラウオが、「宍道

湖七珍」として知られていま
す。
中海・宍道湖では、前回紹介
したように、国土交通省出雲
河川事務所によって、湖岸植
生浄化あるいは親水型湖岸堤
と称して、これまでのコンク
リートで固められた湖岸を緩
傾斜の自然に近い形の湖岸と
してヨシなどの植生帯を創造
する試みが行われています。
　この試みの手始めとなっ
たのは宍道湖の西岸で、ここ
は人と自然の共存をめざした
多自然型の公園として整備さ
れ、宍道湖・中海や島根の河宍道湖の風物詩「早朝のシジミ漁」

野鳥観察舎の正面玄関

ラムサール条約湿地「恵み豊かな汽水の宍道湖」

　　　　　　　　　　　國井 秀伸（島根大学汽水域研究センター・教授））
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川の魚介類の展示施設である県立の「宍道湖
自然館ゴビウス」（今年が開館 10周年）や、
湖を一望できる野鳥観察舎のある「宍道湖グ
リーンパーク」という施設が設けられていま
す。斐伊川河口一帯を中心としたこの周辺は、
マガン、ヒシクイ、コハクチョウの集団越冬
地で、西日本最大の野鳥の宝庫として知られ
ています。
　賢明に利用されている宍道湖ですが、最近、
いくつもの気がかりな出来事が報告されてい
ます。
　たとえば、漁獲量日本一のヤマトシジミ
が、2006 年の豪雨以来、漁獲量が激減して
いること、宍道湖七珍のひとつでもあるワカ
サギの漁獲が、この 10年ほどはほとんどな

いこと、2010 年の夏から秋にかけて、アオ
コが大発生したこと、そしてこれまで船溜ま
りなどの限られた場所でのみ生育していた水
草（オオササエビモ、ホザキノフサモ、マツ
モ、エビモなど）が、2009 年秋から南岸を
中心にパッチ状の群落を形成し始めたことな
どです。
　宍道湖では、1960 年代までは広大な沈
水植物帯が存在していた記録があるものの、
1980 年代前半以降は、沈水植物は船溜まり
などの極めて限られた場所以外ではその生育
は確認されていませんでした。
　突発的な水草の出現と分布拡大は、いわゆ
る植物プランクトンの優占する「濁った系」
から水草の優占する「澄んだ系」へのレジー
ムシフトの可能性が高いと考えられま
す。
　人為的な操作なしに湖沼沿岸域に水草
が回復した事例は世界的にもまれで、宍
道湖での水草の回復過程を湖沼全体の
生物生産や様々な構成種の変化、そして
水質や底質の変化とともにモニタリング
し、さらに統合的流域管理の視点で流入
負荷量などを精査することにより、宍道
湖のシジミ漁に対する影響評価はもちろ
んのこと、世界の様々な湖沼の生態系管
理や生物多様性保全・資源保全に資する
ことができると考えられます。

野鳥観察舎からの宍道湖の眺め野鳥観察舎の正面玄関

水面でたなびくオオササエビモ
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　北海道中央部に位置する宮島沼は、広大な
田園地帯に残された水面積僅か 25ha ほどの
小さな沼です。毎年秋と春、渡りの途中に多
くの水鳥が羽を休める場所として、2002 年
11 月にラムサール条約に登録されました。
　代表的な水鳥であるマガンの飛来数は最大
７万５千羽にのぼり、朝夕の飛び立ちとねぐ
ら入りの、空を覆う大群とその鳴き声は圧巻
です。これだけのマガンを、これ程間近で体
感できる場所は、世界でも宮島沼だけといえ
ます。
　宮島沼は小さく、人間の活動域に囲まれ
ているため、人と自然の軋轢が生じやすい特
徴があります。例えば、マガンが生長途中の
小麦の葉を食べることによって生じる食害問
題や、来訪者がマガンに接近しすぎることに
よって与えるストレスなどが課題としてあげ
られます。

　こうした課題に総合的な見地から取り組
み、宮島沼の保全とワイズユースを推進し、
宮島沼の自然を将来にわたって継承してい
くことを目的に「宮島沼保全活用計画」が
2002 年に策定されています。この計画は来
年には計画期間の１０年を経過するため、現
在その進捗状況や課題を整理し、新たな計画
の策定に向け準備を進めています。
　また、2007 年には宮島沼の保全とワイズ
ユースを進める拠点施設となる「宮島沼水鳥・
湿地センター」が環境省によって整備され、
昨年は開館３年目にして来館者１０万人を記
念することができました。
　センターは、宮島沼に関係する団体や機関
によって組織される運営協議会を母体に、地
元美唄市によって管理されていますが、調査
研究、普及啓発、環境教育、地域づくりなど
に関する多様な事業を、市民団体である「宮
島沼の会」や地域の代表者が集まる「宮島沼
プロジェクトチーム」と連携しながら展開し
ています。また、「北海道ラムサールネット
ワーク」や「ウェットランドリンクインター
ナショナル（WLI）」などを通じ、国内外の
ラムサールサイトとも連携を保っています。
　宮島沼における課題への具体的な取り組み
として、2007 年度から環境省による「国指
定宮島沼鳥獣保護区保全事業」が始まり、観
察者によるマガンへのストレスを軽減する
ため、宮島沼の湖岸への立ち入りを制限する
ゲートやバードウォッチングウォールが整備水田に囲まれた宮島沼（７月）

　　ラムサール条約湿地「宮島沼における保全と
　　　　　　　　ワイズユースの取り組み」

　　　　　　　　　牛山 克巳（宮島沼水鳥・湿地センター）
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されました。
　また、事前に行われた調査から
は、宮島沼の水面積が 1973 年当
時から２割ほど縮小し、周辺湖沼
と比べて富栄養化の度合いも深刻
だということがわかりました。さ
らに、底泥の堆積は年１センチ
の速度で進行しており、単純計算
では５０年後には宮島沼の水面が
消失することも判明し、緊急を要
する新たな課題が浮き彫りになり
ました。浅底化の一因には周辺農
地からの土砂流入があげられるた
め、来年度から水路の流入口付近で沈砂池の
整備を行う予定です。
　こうした宮島沼の水環境の悪化は、周辺農
地からの土砂や栄養分の流入、また、周囲の
乾田化に伴う地下水位の低下が深く影響して
いるため、その保全には周辺土地利用を含め
た対策が不可欠です。
　そこで宮島沼水鳥・湿地センターでは、周
辺土地利用を工夫することで宮島沼の水環境
を改善することを目的に「ふゆみずたんぼ（冬
期湛水水田）」の試みを始めました。周辺の
田んぼを冬期間も湛水することで沼の乾燥化
を防ぐことができないだろうか？富栄養化し
た宮島沼の水を田んぼにくみ上げ、田んぼを
通して浄化できないだろうか？そんな単純な
発想から始まったプロジェクトでしたが、少
しずつ成果をあげることができています。
　宮島沼のふゆみずたんぼはまだ面積も小さ
く、田んぼオーナー制度によって維持されて
います。オーナー制度自体はとても面白い取
り組みに発展しているのですが、今後面積を
拡大していくためにはお米のブランディング
や販路の拡大も不可欠と考え、「えぞの雁米
（がんまい）」と銘打って販売を始めました。
まだまだ認知度は低いのが現状ですが、化学
合成肥料を一切使用していないためか「昔の
お米の味がする」との評価も頂いています。

　
　昨年は、同じくラムサール湿地の保全の
ためふゆみずたんぼに取り組んでいる蕪栗沼
と片野鴨池のお米とのセット販売も始めまし
た。また、ふゆみずたんぼを市内小学校の体
験学習の場とするなど、様々な方法で活用を
試みています。
　一方、マガンによる小麦食害問題への対策
としては、2010 年度から北海道空知総合振
興局を主体とする「マガンと環境に配慮した
農産物づくりの共生推進事業」が始まってい
ます。その詳細については省略しますが、小
麦畑からマガンを誘引する「代替採食地」の
設置と効果の検証を中心に成果を残しつつあ
ります。
　このように、宮島沼における課題の多くは
地域農業と関わりが深いものですが、その関
係性をうまく活かせば地域農業振興にもつな
がり、地域の持続的な取り組みとして宮島沼
の自然環境を守り育むことも可能になると考
えています。
　今後、宮島沼における試みが広がり、地域
農業と一体化する形で流域全体の湖沼や水の
ネットワークが保全・再生されるようになれ
ば、かつて流域に広がっていた国内最大の「石
狩湿原」が、また新しい形で現代に再生され
るのではないかと夢見ています。

えぞの雁米と揚水風車
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　今年は久々の豪雪になり、敦賀は一時陸の
孤島になりました。テレビで全国放送となれ
ば雪の怖さのみが強調され、人も近づけない
ような報道がされていました。
　雪もほとんど降らない、東京のような太平
洋側の乾燥した所のみが、日本だと考えてい
る都市中心主義の表れで、日本には多様な自
然環境があり、多様な生活様式があるという
ことを忘れてしまっています。
　日本は人口が都市に集中し続ける体制を
取っているために、都市型生活優先で山間・
僻地等、地方の雪国に住む人間はたまりませ
ん。積雪地対応でない管理と無防備な自動車
の一台により道路は止まってしまうのです。
　昔から比べ降雪も少なくなくなりました
が、積雪地に住む人々は古代か
ら雪と戦い、雪を利用し、雪に
助けられ生活してきました。中
池見もこの雪を利用して、深く
なり酸性化する田んぼへ客土を
して耕作してきました。
　降りしきる雪は墨絵のよう
に広がり、久々の晴天の日は一
面キラキラ輝く銀世界になりま
す。２メートル近い雪は容易に
人も近づけません。この雪の日
だからこそ活動する生き物も、
見える自然も多々あります。人
間が考えるより湿地の自然はた
くましいかぎりです。

　さて、大阪ガス（株）のＬＮＧ基地建設の
計画が中止（2002）になり、その後の中池
見の在り方が議論になってきました。大阪ガ
スは、買収した土地と施設全てを敦賀市に寄
付（2005）、現在は敦賀市の所有になってい
ます。
　河瀨一治敦賀市長も中池見をラムサール条
約の登録湿地にしたいと表明し、福井県へ敦
賀市の重要要望事項として「ラムサール登録
を視野にいれた中池見保全協力について」を
提出（2007）。まず、国定公園に編入するこ
とが必要です。国立公園協会が調査に入り、
昨年秋（2010）に敦賀市による樫曲等、国
定公園の範囲に入る地元への説明会がありま
した。どの地区も異論はなかったようです。

雪の中池見湿地

中池見湿地のラムサール条約登録への道のりと現況

　　　　　　　　　笹木 智恵子（ＮＰＯ法人ウエットランド中池見　理事長）
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　全国からの一般・産業廃棄物が持ち込まれ
た地域ですから「ゴミが持ち込まれず自然環
境が保たれるなら問題はない」との考えです。
２月に福井県と環境省国立公園課の現地調査
がありました。
　冬は天気が悪く、屋外の作業もできないの
でゆっくりと資料の整理でもと計画していた
のですが、世界湿地の日のイベントを市内量
販店「ポー・トン」の協力で１月２７日から
２月７日まで開催しました。また、来年も開
催して下さいととても好意的でした。
　１月３０日、敦賀市が中池見の管理を委託
している、ＮＰＯ中池見ねつと主
催の「中池見フォ－ラム２０１１」
が東郷公民館で 開催。環境省のラ
ムサール条約湿地候補地検討会委
員でもある近畿大学の細谷和海教
授の記念講演があり、京大、近大
の大学院生の研究報告も湿地の不
思議を紐解くようでした。
　外は雪が降り続き、数時間で車
も雪だるま状態になった日でした。
翌日は全ての交通機関はストツプ
してしまいました。危機一髪の日
でした。
　当会は２月２６日・２７日に敦

賀市で里地分野を統括する ( 財 ) 日
本自然保護協会と共催で「モニタリ
ングサイト１０００里地調査発表会
＆サイト間交流会」を開催しました。
２６日には私たちの調査地・中池見
湿地の現地見学会。６人の里地調査
検討委員とともに各地のサイトから
の参加者が天候に恵まれ、春間近な
中池見を散策、見学しました。
　２７日午前中に発表会が行われ、
環境省生物多様性センターや日本自
然保護協会からモニタリングサイト
１０００調査事業についてのお話し
ののち、中池見での調査発表。概要

報告と鳥類、チョウ類、カヤネズミ、哺乳類
調査と項目別に発表がありました。
　市民にも広く知っていただき、参加いただ
けたらと一般公開で行われました。午後は、
全国からこられた調査員が調査分野ごとに分
かれ、調査検討委員を囲んで意見、情報交換
などが行われました。
　同じ日程で、敦賀市の環境フェアが開催さ
れたため、中池見でのモニ１０００調査の様
子を出展、展示しました。

世界湿地の日 2011

モニタリング 1000 現地見学会
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I N F O R M A T I O N

■東日本大震災の国難に思う

　３月 11 日 ( 金 )、東日本に巨大な地震と大津波

が発生し、日本は重大な事態に直面しています。

亡くなられた方のご冥福を祈ると共に、被災され

た方に早く物資が届くことを願っています。現在

も続く余震と福島原発の放射能拡散の危険性に直

面し、不安な毎日を送っていらっしゃる事と察し

ます。しかし、勿論暴動も略奪も無いし、日本人

の心の強さをあらためて感じました。海外では、

この未曾有の非常事態に、日本人がお互いに助け

合い、秩序を維持していることに目を留めています。

　国を挙げての救援、支援及び復興活動が進め

られています。日本全体の人々の間で困難を克服

しようとする気運が高まっています。皆が力を合

わせ、海外からの援助も受け入れ、今回の国難も

乗り切ることが出来ると信じています。皆様、ど

うか希望を持ってこの非常事態を乗り切って下さ

い。（昌＆恵）

■ 2011 年度総会の開催（延期または中止の可能性あり）

　日時：5月 22 日（日）　10：00 ～ 11：00

　会場：木更津市中央公民館講座室

　木更津市中央 1-15-4　電話 0438-25-4582

　議題：事業報告、決算報告、事業計画、予算案、

　　　　役員改選など

■シンポジウム「日本の湿地を守ろう！」のご案内

　テーマ「日本の湿地を守ろう！ラムサール条約

　　　　　ＣＯＰ１１へ向けて」

　日時：5月 22 日（日）　13：00 ～ 16：30

　会場：木更津市中央公民館講座室　　　　

　木更津市中央 1-15-4　電話 0438-25-4582

・基調講演「干潟・湿地の経済的価値について」　

　関東学院大学教授　安田八十五

・講演「ラムサール条約ルーマニア会議に向けて」

　釧路公立大学教授　小林　聡史

・各地の報告と意見交換

　参加費：５００円（資料代）

★シンポジウム終了後、懇親会を開催（会費

４，０００円要申込）

■エクスカーション「盤洲干潟を歩く」……要申込

　５/２２シンポジウム「日本の湿地を守ろう！」

の前日に盤洲干潟を歩きます。

集合時間：21 日（土）１２：３０（昼食をすませて）

集合場所：グランパークホテルエクセル木更津ロビー

ＪＲ木更津駅東口　徒歩４分　電話0438-22-4123

移動手段：タクシー（片道６ｋｍ）

見学時間：13：00 ～ 15：00（干潮時間 13：25）

参加費：２，０００円

■ 2011 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。みなさんの会費が湿地・干

潟の保全活動の力となっています。またＪＡＷＡ

Ｎ会計は 1月から新年度になりました。

　2011 年度会費 (1 ～ 12 月 )の納入を５月迄まで

によろしくお願い申し上げます。

　会費納入が遅れますと退会扱いになりますので

ご注意お願いいたします。

・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

■２０１１年「干潟・湿地を守る日」キャンペーン（再掲）

　日本湿地ネットワークは、長崎県諫早湾が閉め

切られた 4月 14 日を「干潟・湿地を守る日」とす

る全国キャンペーンを毎年春に実施しています。

　4月 14 日＝「干潟・湿地を守る日」の全国キャ

ンペーンは日本湿地ネットワークとみなさんの大

切な行事として続けて参ります。全国の湿地保全

を求め、諫早干潟の復活という趣旨を尊重してい

ただき、「干潟・湿地を守る日」という名称はイ

ベントで自由に使っていただいてかまいません。

　キャンペーンを実施の際には、「干潟・湿地を

守る日 2011 宣言」をご利用お願いします。宣言

文に各地の文言を必要に応じて追加していただけ

れば幸いです。

・キャンペーン期間：３月～５月

・行事内容：自然観察会、シンポジウム、勉強会、

講習会、写真展、絵画展、コンサート、映画上演

など自由に自主的に開催してください。チラシや

広報に「干潟・湿地を守る日」に参加や協賛と付

記お願いします。ＪＡＷＡＮ加入団体はもちろん

未加入団体の参加も歓迎します。

　参加イベントについては、事前に所定の様式（Ｈ

Ｐに掲載）で JAWAN 事務局までお知らせください。

ホームページでご紹介できます。イベント終了後

の報告や感想、宣言文などもお送りください。（連

絡Ｅ -mail：jawan2 ★ jawan.jp）

編集協力：東銀座出版社

編集後記

　次号 100 号発行は 7月下旬の見込みです。（昌＆恵）


