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　4 月 6 日（土）、福岡市「和白地域交流セ
ンター」で日本湿地ネットワーク主催の講演
会「日本の湿地を守ろう」が開かれました。
講演会には 50 人以上の参加者があり、当日
は風雨が吹き付ける荒天にもかかわらず、盛
会となりました。

　山内副代表のあいさつ、そして、山本さん
の「和白干潟の現地報告」から始まりまし
た。講演では、鹿児島大学の佐藤正典先生か
ら、「干潟・湿地の重要性と生物多様性」と
いうテーマでお話がありました。

　≪干潟は高い生産性があり、また、干潟生
態系は水中の栄養塩を「ただで」除去してく
れる天然のフィルター（人工的な下水処理シ
ステムでは「高度処理」と呼ばれるコストの
高い機能）として働く。
　また、私たちの先祖は、米を食べる前から
干潟の魚介類を食べていた。縄文時代の貝塚
からもそのことが窺える。干潟は内湾全体の

漁業を支える場であり、子孫のために残すべ
き大切な食糧庫と言える。
　干潟のある内湾では、干潟生態系の食物連
鎖によって、陸から流入する栄養分の多くが
人間の漁業資源や鳥の食物に転換され、最終
的に系外に運びだされる。
　干潟を失った内湾では、海底の浚

しゅんせつ

渫による
窪地もできている。流入する栄養分が運び出
されることなく、湾内の海底に沈殿し、海底
が酸素不足となり、ますます生物が住みにく
くなる。また、底生微小藻類や干潟上部を縁
どる泥の世界と塩生植物も重要である。≫

　東京湾三番瀬は、昨年夏、赤潮や青潮が頻
発し、漁業被害も甚大でした。東京湾の干潟
の 90％は消失し、また、港湾としての機能
を維持するため、継続的に浚渫がおこなわれ
ており、今後どうしたら保全できるのか、真
の再生への道筋はあるのかなど、改めて考え
させられました。
　次に「ラムサール条約入門～和白干潟を条
約湿地に指定するとどうなるか～」と題し
て、釧路公立大学の小林聡史先生の講演があ
りました。

　≪ラムサール条約事務局から公式の条約湿
地認定証をもらった後はどうなるのだろう
か？　条約加盟国として条約湿地を指定する
ということは、我が国が世界に向けて、湿地
の価値を認め、その保全とワイズユースの取
り組みを促進していく約束をしたことにな
る。そのため、①国と自治体の取り組みが始
まることになる。また、②市民との協働のあ

講 演会「日本の湿地を守ろう」に
　　　　　　　　　　参加して

細田邦子　（三番瀬を守る署名ネットワーク）

「日本の湿地を守ろう」講演会場
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り方が問われることになる。さらに登録前か
ら重要なことなのだが、一層の③普及啓発活
動が必要となっていく。≫

　条約に登録されること自体、容易なことで
はありませんが、登録した後もその保全とワ
イズユースの取り組みを促進していかねばな
らず、登録したからそれで終わりということ
にはならないということです。
　その後、中池見湿地からの特別報告、各地
の報告と意見交換があり、講演会は閉会しま
した。
　翌日は、和白干潟を守る会の方々に案内し
ていただき、現地見学をしました。和白干潟
は博多湾の東奥部にある約 80ha の砂質干潟
です。沿岸にはハママツナやハマニンニクな
どの塩生植物が豊富で、絶滅が心配されるク
ロツラヘラサギやツクシガモの越冬地として
も重要です。
　私は初めて訪れたのですが、アシ原が広
がっている風景が印象的でした。アシ原の
間から干潟や鳥を見るというのは、何ともの
どかで、こういう風景が干潟の原風景なのだ
ろうと思いました。
　ただ、現在、前方に人工島があり、残念な
がらこの人工島がなかった時の風景をもう見
ることはできません。人工島には、帰路、無
理をお願いして車で通過してもらいました。
この美しい干潟を埋め立てて建設した人工島
の風景はどこにでもある、ありふれた都市の
風景で、味気ないものでした。
　余計な話ではありますが、東京湾三番瀬に
面して、浦安という半分埋立地の市街地があ
りますが、2011 年の震災で埋め立て地は液
状化し、街はデコボコになりました。現在で
も復旧していません。この人工島も巨大地震
に襲われれば、同じ運命になるだろうと危惧
しています。
　この人工島建設の目的に一部には、浚渫土
砂の廃棄ということがあるようです。ここだ

けではないのですが、港湾施設があれば浚渫
は不可欠ですし、その浚渫土砂の持っていき
場所として干潟が狙われるという事例をよく
聞きます。このような理由で美しい干潟が消
失していくのをなんとかしてくい止めたいも
のです。
　当日、天候が悪く、期待していたクロツラ
ヘラサギを見ることはできませんでしたが、
佐藤先生が干潟を掘って、チロリ、コケゴカ
イなどの底生生物を取出し、同定の仕方の説
明をして下さいました。また、アシナガゴカ
イという外来種が広がっているとのこと、三
番瀬では見ていないのですが、全国的にはど
うなのでしょうか。
　現地見学のあと、山本さんの切り絵館でお
茶をごちそうになりながら、作品の数々を見
せていただきました。山本さんは美大を卒業
されていらっしゃるそうで、作品の完成度が
高い理由に納得がいきました。

　最後になりましたが、和白干潟を守る会の
方々には大変お世話になりました。お礼申し
上げます。

きりえ館でお茶を飲みながら勉強
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生きものの豊かな三番瀬

　東京湾奥に広がる三番瀬は、市川、船橋、
浦安、習志野市の埋め立て地に囲まれた
1800 ヘクタールの干潟・浅瀬で、人びとの
オアシスになっている。
　砂質が広がる船橋側では、アサリを主とし
た貝類、コメツキガニ、ガザミ等の甲殻類、
ハゼ、ボラ等の魚類の産卵場、生育場であ
る。
　泥質が広がる猫実川河口域 ( 市川側 ) には、
ヤマトオサガニ、5000 平米のカキ礁と独自
の生物多様性を誇っている。特に 3 ～ 4 月
頃に、10 円玉ぐらいのイシガレイを見るこ
とが出来る。この頃には既に目は頭の右側に
よっている。このイシガレイは三番瀬で育
ち、三浦半島から相模湾へと巣立っていく。
埋立計画があったとき、神奈川県水産技術セ
ンターの主任研究員から「三番瀬が埋め立て
られたらイシガレイがとれなくなる。埋立反
対頑張ってね」と言われた。現在は「三番瀬
のラムサール登録は、東京湾全体の自然再生
の大きな推進力になる。是非とも頑張ってく
ださい」と言われている。
　干潟にはシギやチドリがやってくる。チド
リの仲間であるミヤコドリ。日本に飛来する
半分以上(200羽)が餌を求めて三番瀬にやっ
てくる。スズガモは少ないときでも 3 万羽
はくだらない。
　このように多くの鳥類 ､ 魚類を養っている
のは、豊富な底生動物、プランクトン、小型
甲殻類等が多く、これらの生物が東京湾の水
質浄化にも役立っている。三番瀬には鳥類、

魚類だけでなく多くの人も潮干狩り、ハゼ釣
りにとやってくる。
　ここではラムサール条約が謳う「賢明な利
用」がなされている。

ラムサール条約登録の条件

　ラムサール条約に登録するための条件は国
内では 3 つある。
１．国際的に重要な湿地であること
　9 つの基準があり、いずれかに該当すれば
いい。三番瀬は 4 つ満たしている。
２．国の法律 ( 自然公園法、鳥獣保護法など )
により、将来にわたって自然環境の保全がは
かられること
　環境省では三番瀬を「国指定鳥獣保護区」
に予定し、2002 年から 2008 年までの 6 年
間で 2 億 2 千万円の補助金が交付された。
しかし、県が積極的に動かないのでうちきら
れた。
３．地元自治体などの登録への賛意が得られ
ること
　3 つの条件の中、1、2 はクリアーしてい
ると考えられる。3 が登録を阻んでいる。

それぞれの思惑

　船橋漁協はラムサール登録賛成の意を表し
ていたが、組合長が代わった昨年、「ラム
サール登録よりも漁場再生が先」と一変して
しまった。しかし、漁場再生の中身をはっき
りと示していない。
　一方、県も通常の漁業においては、漁場再

東 京湾三番瀬の展望

　　　　　　　　　　牛野くみ子
　　　　　　　　　　　　（千葉の干潟を守る会副代表）
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生とラムサール条約登録は抵触
しないことを認めているが、通
常以外というのは何かと質して
も答えない。
　三番瀬には他にも 2 つの漁協
がある。個人的に話はするが、
組織としての話し合いは拒絶し
ている。
　また市川市は、「条約は時期
尚早」の立場を崩していない。
その考えの裏には、JR 市川塩
浜駅から海にかけて、再開発
（まちづくり）計画を進め、そ
の先に人工干潟を作る方針があ
る。東京のお台場のようにする
ことで、人びとが大勢やってくれば、地域活
性化につながると考えている。
　県は、漁協や市川市の言い分を口実に、三
番瀬に第 2 湾岸道路を通すというのが狙い。
ラムサール条約に登録されてしまえば、一定
の開発行為には環境省の許可が要る。だから
ラムサール条約には消極的だ。
　こういった勢力が私たちの前に立ちはだ
かっている。

これからの展望

　東京湾の干潟・浅瀬が 90％以上埋め立て
られた今日、私たちは残る三番瀬を「生き
ものの共有財産である海をこれ以上狭める
な」、「海はみんなのもの」を主張し、保全
を訴えてきた。
　埋立計画があったときは埋立反対の署名
を、30 万余を集め、白紙撤回を勝ち取った。
　現在、2015 年ウルグアイで開催されるラ
ムサール条約締約国会議に向け、ラムサール
登録の署名を開始している。JAWAN のアド
バイザーをはじめ、多くの方から呼びかけ人
として名を連ねてもらっている。また、県民
にアピールするためのパンフレットも作る予

定で進んでいる。
　三番瀬の漁業を悪化させる原因の一つに江
戸川放水路からの出水がある。また、これま
での埋立により、浚渫 ( 土砂採取 ) をしたこ
とで沖には 30 ｍもの大きな穴が出現。それ
が青潮を生み出している。これらの対策では
漁業者と一緒に運動が出来ると思っている。
　更に、継続的に漁業が行われることを支援
し、観光資源として発展することにも、お手
伝いが出来ると思っている。
　ここにきて、市川市の思惑が通り一遍には
進んでいないことも分かった。
　現在、塩浜地区の「にぎわいの街づくり」
予定地には大型流通施設が次々と建設されて
いる。様々な理由により、土地区画整理事業
の事業認定申請が出せないと言うことで、ま
ちづくり計画は実質的に破綻状態にある。
　人口減少に伴い、交通量も減ってきてい
る。これ以上海を潰して、人工干潟や道路を
造ることを私たちは許さない。埋立で泣いた
のは人だけではない。幾多の海の生物が命を
落としたことか。
　道理は必ず通ることを信じて、これからも
様々な運動を三番瀬保全のため展開していく
覚悟である。（2013.5.7）

潮干狩りでにぎわう三番瀬船橋海浜公園
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１．2013 年 12 月までに開門する

　毎年 4 月 14 日は諫早湾にギロチンが落と
された記念日である。全国の JAWAN の仲間
を始め、干潟と湿地をフィールドに行動する
仲間が一斉に活動のレベルを上げ、新たな気
持ちを確かめ合う時でもある。
　諫早湾でも、私達は、今年は特別の感慨を
持ってその時を迎えた。いよいよ開門が現実
のものとなる年である。
　2010 年 12 月、福岡高裁が干拓事業によ
る漁業被害を認め、排水門の開放を命じた。
その内容は「３年間の猶予のあと、南北排水
門の５年間の常時開放」である。
　当時の菅首相が最高裁への上告をしなかっ
たので、判決が確定した。
　今年はその期限の 3 年目。12 月までに海
水が諫早湾の調整池に流れ込むことになる。

２．開門調査の問題点

　農水省の説明によると、現在の諫早湾調整
池の水位は「平常時は、排水門操作によっ
て調整池の水位を EL(-)1.0m に管理する。ま
た、洪水時には、外潮位が高い場合、調整池
に一時貯留し、外潮位が低い干潮時に外海へ
排除する。」とあります。
　つまり基本的に標高マイナス１m のレベ
ルで調整池の水位を管理する。雨が降って川
からの雨水で水位が上がって来たら、干潮の
時に排水し調整池は常にマイナス１m を維
持している。
　今回の開門の際には、その水位をどのよう

にするのか。
　農水省はいくつかの案を提起した。
　ケース１は当初から終わりまで全開門。
ケース２は、当初は「3-2」にあるマイナス
1.2m の開門から始まり、最終的に全開門ま
で進める。そしてケース「3-1」は管理水位
の上限をマイナス 0.5m。「3-2」はマイナ
ス 1.0m とし、下限はいずれもマイナス 1.2m
とする。
　この中からケース「3-2」の開門方法でや
ると明らかにした。
　つまり、調整池の水位をマイナス 1.0m ～
マイナス 1.2m の間で管理する。

　農水省の開門方法は下記をご覧ください。
http://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/
isahaya/pdf/h_hyouka_1_houhou.pdf

　福岡の高等裁判所が指示したのは「排水門
の開放」ではないのか。それを農水省は、干
潮の時期に調整池の水位をマイナス 1.2m ま
でで止める。さらに満潮の時にはマイナス
1.0m で止める。
　外界の干潮と満潮の海水位の差は 6m にも
達しているのに、わずか 0.2m の開門でお茶
を濁そうとしています。
　満潮の時に諫早湾の調整池奥部のまで海水
が届きません。さらに干潮の時に調整池の水
が完全には排水出来ません。

３．長崎県知事と農水省の談合

　農水省は「長崎県、地元の了解が取れない

諫早湾の明日を語ろう

大島弘三　（諫早湾しおまねきの会）
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ので、最も影響の少ないケース 3-2 で開門す
る。」つまり、県知事に「地元の了解なしに
は開門させん。」と言わせておいて、開門効
果が無い、わずか20センチの開門でしのぎ、
開門の結果は「特に顕著な効果はありません
でした。」という報告書を作り、５年後に再
び海水の導入を止め、アオコの調整池を再現
する。
　これが開門したくない農水省と県知事の、
今回の開門調査の談合による筋書きです。

４． 市民主導の開門と
干潟再生を求める

　今年の 4 月１３日、諫
早市の高城会館での「干
潟を守る日 2013」諫早集
会で私達は、「開門した
らどうなるのか。」、「昔
の諫早湾はどんな所だっ
たのか。」などをテーマ

にグループディスカッションをしました。
　出された意見は、「本明川にウナギが戻っ
て来る。」「アサリ、タイラギ、アゲマキが
採れるようになる。」「海に後継者が戻って、
漁師もニコニコ。」
　市民、漁民、子供達そして研究者の方々な
ど、みんなでこれからの諫早湾を語り合えば
自ずと何をやればいいのか、明日のためにど
うしたらいいのか展望が開ける。そのための
取り組みを、今始めよう。

模造紙の書き込んだ意見を共有

ラムサール条約事務局長の交代
　ラムサール条約常設委員会は、2013 年 4 月 8 日から 12 日にスイス・グランにて開

催された第 46 回ラムサール条約常設委員会において、クリストファー・ブリッグス博

士を第 5代ラムサール条約事務局長に指名しました。

　6年間にわたり事務局長を務めてこられたアナダ・ティエガ氏の任務は、ブリッグ

ス博士に引き継がれることになりました。

　常設委員会の指名を受け、博士は「意思決定者たちにとって湿地が重要な存在とな

るよう、そして今日の湿地を管理していくことが将来の大きな便益につながり、全て

の人が湿地のもたらす多くの恩恵を受け続けられるようにするために、やるべきこと

は山ほどある」と語っています。

　詳しい紹介はラムサール事務局のHPでご覧ください。
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公共事業バラマキ「復活」

　今年 2 月、総額 13.1 兆円の補正予算が成
立した。このうち、公共事業費は 2.4 兆円で
ある。ここから「国土強靭化」という名の公
共事業バラマキが始まった。
　もともと、本予算を増額する補正予算は、
「予算作成後」におきたことに基づき、特に
緊急に必要になった経費に限って認められる
（財政法 29 条１項）。
　しかし、「予算作成後」に、13.1 兆円も
の増額を必要とする「緊急」事態はおきてい
ない。このことは、民主党の桜井充衆議院議
員が国会で指摘したが、維新の会、みどりの
風などの一部野党議員はこの正論を理解する
ことができず、なんと野党が多数を占める参
議院でも補正予算は可決されてしまった。国
会・中央官僚の劣化は絶望的で、希望は地方
自治体にしかないようにも思える。

公共事業バラマキで不況は克服できない

　政府は、景気を回復し不況を克服するため
に補正予算を組んだという。しかし、公共事
業バラマキでは不況は克服できない。
　この点について、経済学者で元内閣府参与
の小野善康・大阪大学フェローは、次のよう
に指摘している。つまり、「発展途上社会」
から「成熟社会」（インフラが整備され、モ
ノの生産力が十分にあり、需要が不足しモ
ノ・サービスが供給過剰な社会）に入った日
本においては、生産インフラを整備して生産
性を上げても、かえって供給過剰がすすみ、

不況を克服するどころか逆効果になるおそれ
がある。
　広い意味での「公共事業」は必要である
が、それは旧来型の「ムダな」土木事業では
なく、環境、介護、保育、健康、観光など経
営的には「採算」を採ることが難しいが、国
民生活の質が上がるような分野を対象とすべ
きである、と（『成熟社会の経済学―長期不
況をどう克服するか』岩波新書）。

公共事業バラマキで地域経済は弱体化

　このように、公共事業バラマキで国の経済
は改善しないし、国からの「一時金」で地方
の公共事業依存度が増えれば、本来、地域が
必要としていない産業が延命し、地方経済で
本来おこるべき「産業転換」が起こらない
し、自治体の「中央」依存度も高まる。
「一時金」があるからと無理やりハコモノ・
インフラをつくれば、ゆくゆくはその維持管
理費用が自治体の「お荷物」となる。

公共事業バラマキは防災・減災を阻害

　現在、すでに、ハコモノ・インフラの老朽
化は、自治体の「お荷物」となっている。
『朽ちるインフラ』の著者で政府の老朽化イ
ンフラ対策審議会の委員でもある根本祐二教
授は、公共事業予算の拡大だけでは、老朽化
インフラ問題は解決しない、と指摘する。根
本教授の試算では、現在あるインフラを単
純に更新するだけで、年間 8.1 兆円の投資を
50 年間続ければならないが、そもそも、現

土強靭化法案と
公共事業バラマキの復活

西島　和　（弁護士・公共事業改革市民会議）

国
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時点で、将来の維持更新費用がいくらかかる
のか、政府は把握していない。まずは現状把
握を早急に行い、財政的に持続可能な計画策
定が必要である。そのためには、「新規投資
を後回しにする」という構造転換に加え、現
在の社会資本の「選択と集中」が必要だ、と
根本教授は指摘する。
　「選択と集中」は、サービスの削減につな
がるが、情報を正確に公開すれば、地域住民
の理解は得られる、という（ダイヤモンドオ
ンライン 311 回「毎年 8.1 兆円の更新投資が
50 年必要　公共事業拡大では解決しない " 朽
ちるインフラ " 問題」）。つまり、「予算バ
ラマキ」による場当たり的な維持更新は、真
に必要な維持更新を後回し・不可能にする、
きわめて無責任な対応ということになる。

公共事業バラマキと自民党憲法草案の
親密な関係

　公共事業バラマキは地域経済をますます疲
弊させ、国の補助金と抱き合わせの旧来型公
共事業への依存を強めさせる。人的・財政的
資源は「見ばえの良い」新規事業へ回され、
真に必要な老朽化インフラ対策は後回しとな
り、地方自治体の「お荷物」は重くなり、そ
れが地域経済を疲弊させ……という負のスパ
イラルで、地域の自主性は失われ、日本の
「開発独裁」化が進展するのではないか。こ
の事態は、自民党憲法草案（以下「草案」と
いう）の先取りのように見える。
　草案は、地方自治体の権能について、現行
憲法で認められている「財産を管理」する権
利を削除し（草案 95 条）、「国及び地方公
共団体は、法律の定める役割分担を踏まえ、
協力しなければならない」とする規定を新設
する（草案 93 条 3 項）。
　そうすると、例えば、自治体にとって便益
の乏しい国の事業について、自治体は「直轄
負担金」を発生させる事業の必要性について

自治体は判断ができなくなり、自治体財産が
国の草刈り場となるという事態が起こりう
る。住民訴訟もできなくなるかもしれない。
また、草案は、地方自治体の経費は、地方税
その他の自主的な財源をもって充てることを
基本とする、と定め、自主的な財源だけでは
地方自治体サービスの提供ができないとき
は、法律の定めるところにより、必要な財政
上の措置を講じる、とする（草案 96 条）。
地方を生かすも殺すも国次第、と読める。

「公共事業に頼らない地域経済」

　国から降ってくる公共事業に頼る地域経済
が高度成長期の「モデル」だった。地方自治
体は頭をつかわなくても、池のコイのように
口をあけて待っていれば「公共事業」で内需
を拡大することができた。
　しかし、すでに大量のインフラが蓄積さ
れ、人口減少・財政難の「成熟社会」日本で
は、このようなモデルは時代遅れで、破滅へ
の道でしかない。憲法が改正される前に、地
方自治体はモデルを転換し、「公共事業に頼
らない地域経済」をつくっていかなければ、
地域住民ごと「中央官僚支配」に殺される。
行政が動かないなら、住民が動かすしかな
い。

国土強靭化法案を廃案に！

　なお、本稿執筆中に、「防災・減災等に資
する国土強靭化基本法案」が自民党の部会を
通過した。
　法案は、「防災・減災」と銘打ってはいる
が、要は「国土強靭化推進本部」という公共
事業バラマキの組織をつくり、予算・人をは
りつけようというバラマキ拡大法案である。
この法案の成立で強靭になるのは日本の国土
ではなく、安倍政権の利権構造である。力を
尽くして廃案に追い込みたい。
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「奥日光の湿原」は、2005 年に登録された
栃木県で最初のラムサール湿地です。
　観光的にも有名な戦場ヶ原を初め、湯ノ
湖、湯川、小田代ヶ原といった国立公園の核
心部にある 4 つの部分からなっていて、「水
鳥の繁殖地として重要」というよりも「高標
高地（標高およそ 1400 ～ 1500 ｍ）の高層
湿原、中間湿原、淡水湖」という特徴を持つ
（登録基準１）湿地です。国立公園として保
護が図られているとはいうものの、それぞれ
問題を抱えています。

4 つのパーツと抱える問題

①湯ノ湖
　奥日光の最奥部、湯元温泉の南にある堰止

湖です。この湖の最大の問題は外来水草コカ
ナダモが大繁殖していることです。
　その原因は、この湖の水深が 15 ｍと浅い
ことと考えられています。湖底近くまでには
日光が届くため水草の生育も盛んになるので
しょう。毎年除去活動が行われていますが完
全にとりきれるものではなく、また断片から
栄養繁殖で増えるためお手上げの状態です。
下流の湯川に大きな泡のかたまりが見られま
すが、この原因も主にコカナダモが分解され
た糖分のためといわれています。

②湯川
　湯ノ湖の水は湯滝となって流れ、戦場ヶ原
の脇を通って竜頭の滝までの間が湯川です。
湯川は勾配がとても緩やか、また多くの場所
では川底が土なので本州では珍しい「音のし
ない川」なのです。川辺に立って耳を澄ませ
てもシーンとして川があることに気づきませ
ん。
　ここはまた日本で初めてフライフィッシン
グが行われたことで有名です。川沿いではハ
イカーは木道を歩きますが、釣り人は木道か
ら降りて川に入るので、釣り人とハイカーの
間でトラブルが絶えません。

③戦場ヶ原
　「戦場って言うけど誰と誰が戦ったところ

音のしない湯川
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なの？」と良く聞かれます。もちろん本当の
戦場であったわけではなく、男体山の神様
（ヘビ）と群馬県の赤城山の神様（ムカデ）
が中禅寺湖の領有をめぐってここで争ったと
いう伝説によるものです。
　結果はヘビがムカデに勝ったのですが、中
禅寺湖は火山である男体山によって川がせき
止められてできたものなので当然男体山の領
有になるはず、自然科学と伝説の結果が一致
しているのが面白いところです。
　戦場ヶ原もご他聞にもれず、平成に入って
からのシカの増加によって植生が食害を受
け、かつて多かった湿原植物の花が壊滅的に
失われてしまいました。周囲の森も含めて防
鹿柵が作られ、毎年個体数調整が行われた結
果、やっと柵内のシカは数頭にまで減り、少
しずつ植生も回復しています。

④小田代ヶ原
　戦場ヶ原の西にある小さな草原が小田代ヶ
原です。「貴婦人」と呼ばれる１本のシラカ
バの木が写真家に大人気です。草原といいま
したが、かつては湿原であったらしくズミ、
ホザキシモツケ、アヤメといった湿原性の植
物が多く見られます。
　ここにはもともとニッコウキスゲがなかっ
たのですが、最近誰かが植えたのかニッコウ

キスゲが増え始めています。きれいだからと
いって勝手に植えるのは困りもの、特定の種
が「無い」ということもそこの特徴というこ
とを理解してほしいものです。

戦場ヶ原は賢明な利用をされているか？

　日光は首都圏の小学校の修学旅行のメッ
カ、5 月～ 10 月の戦場ヶ原の木道は小学生
の団体で隙間がないほどになります。立ち止
まって観察することもままならない状態では
とても「賢明な利用」とは言えません。
　また、静かに自然を楽しもうと来た大人の
ハイカーは小学生の「こんちは！」コールに
悩まされることになってしまいます。ここで
は是非とも学校団体用と一般ハイカー用の専
用ルートを作ってほしいものです。これに
よって大人も子どももそれぞれが自然を楽し
める賢明な利用が実現されることになると思
います。

登録されない部分の「謎」

　奥日光で最大の湖は中禅寺湖、標高 1000
ｍ以上ではわが国最大の湖です。湯ノ湖と
違って水深が深いため冬期も凍結せず、奥日
光最大の水鳥の越冬地になっています。この
中禅寺湖がなぜラムサール条約湿地にならな
かったのでしょうか。
　その理由は謎なのですが、湖畔の中禅寺温
泉集落の開発が進んでいることも一因と考え
られます。しかし逆にラムサール条約に登録
することによって開発のあり方を「賢明な利
用」に誘導して行く、という戦略があっても
良いのではないかと思います。
　各地のラムサール条約湿地でも様々な
「謎」があると思います。この謎を解いてゆ
く過程で、ラムサール条約登録の難しさが見
えてくるのかもしれません。

男体山を望む戦場ヶ原
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　2013 年 3 月 31 日時点で、ラムサール条
約の加盟国（締約国）は 165 ヶ国で、全条
約湿地（登録湿地）数は 2,106 ヶ所。これ
は特定の生態系タイプの世界的なネットワー
クとしては最大規模のものだ。指定された
面積は 2,051,341km2 で我が国の国土面積の
5 倍以上となっている。1ha に満たない泉か
ら、九州と四国を足した面積よりも広い湾や
湿地複合体などが指定されている。
　四方を海に囲まれ、豊葦原瑞穂の国と呼ば
れた我が国は湿地の宝庫だ。ラムサール条約
では「湿地」の定義を、特定の言語や文化に
よる定義に納めてしまわないよう広くとって
あるが、大別すると内陸湿地（主として淡
水）、沿岸湿地（海水や汽水）、人工湿地と
なる。海に囲まれていることから沿岸湿地、
葦原を含めた内陸湿地、そして水田に代表さ
れる人工湿地が我が国には豊富にある（あっ
た？）。

　ラムサール条約がカスピ海沿岸の町、イラ
ンのラムサールで採択されたのは 1971 年 2
月 2 日、それから 5 ヶ月後には日本で現在
の環境省の前身である環境庁が誕生した。
1980 年に日本政府はラムサール条約をはじ
めとするいくつかの国際環境条約に加盟し
た。多くの条約は加盟してからいろいろな取
り組みを始めるのだが、ラムサール条約では
加盟に当たって、まず最低 1 ヶ所は条約湿
地を指定しなければならない。我が国最初の
条約湿地は釧路湿原だ。
　それから 33 年、日本は現在 46 ヶ所のラ

ムサール条約湿地が指定されている。条約に
加盟した 80 年代に 3 ヶ所、90 年代 8 ヶ所、
2000 年代 26 ヶ所、そして 2012 年には 9
ヶ所が登録された。条約の全加盟国中、登録
数の多さは 11 番目となっている。アジア地
域では第 1 位の多さだ。これには実務担当
省である環境省の努力があるだろう。条約湿
地の指定には基礎となる科学データと潜在候
補地の検討が必要だが、『日本の重要湿地
500』(2002) の編纂、潜在候補地 (2010) 検
討会の開催などが役立っている。

１．登録まで

　では、自分の暮らしている町の中や近く
に、湿地があった場合、どのような湿地が実
際に条約湿地、すなわち「国際的に重要な湿
地」に選ばれることになるのだろうか。
　我が国では以下の 3 条件を満たすことが
前提となっている。

　①ラムサール条約の選定基準 ( クライテリ
ア ) を一つ以上満たすこと
　②国内法による自然保護のための保護区指
定（自然公園法や鳥獣保護法など）
　③地元 ( 自治体 ) の合意

　条約湿地の条件として、ラムサール条約が
公式に要請しているのはこのうち①の条件だ
けだ。②と③はいわば我が国の国内独自の条
件ということになる。例えば海外では②に関
して、地方自治体の条例等による保護区の場

ムサール条約入門
～和白干潟を条約湿地に指定するとどうなるか～

小林聡史　（釧路公立大学環境地理学教授、JAWAN アドバイザー )

ラ
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合があったり、個人所有の私有地でも指定さ
れることがある。③に関しては、各国いろい
ろなやり方で合意形成や確認が行われる。

◆ラムサール条約における「国際的に重要な
　湿地」選定クライテリア

A. 代表的、希少、固有な湿地タイプを含む
場合 [1]
　生物地理区内で、自然度が高い湿地タイプ
の代表例や、希少あるいは固有な湿地を含む
B. B-1 種及び群集 絶滅危惧種 [2]；生物多様
性の維持 [3]; 生活環・避難場所 [4]
・絶滅危惧種あるいは絶滅のおそれのある生
　態学的群集を支えている
・生物地理区内で生物多様性の維持に重要な
　動植物の個体群を支えている
・生活環の重要な段階に於いて動植物種を支
　えている、あるいは避難場所を提供してい
　る
B-2 水鳥基準：2 万羽 [5]; 1％ [6]
・定期的に 2 万羽の水鳥を支える
・種または亜種で個体数の 1％を定期的に支
　えている
B-3 魚類基準：固有、生活史、種間相互作用、
湿地の価値を代表 [7]；産卵場、稚魚生育場、
回遊経路（漁業資源）[8]
・固有な魚類の科、種、亜種、生活史の一段
　階、種間相互作用、湿地の利益や価値を代
　表する個体群の相当な割合を維持、それに
　よって世界の生物多様性に貢献している
・魚類の主要な食物源、産卵場、稚魚の成育
　場、湿地内外の漁業資源が依存する回遊経
　路となっている
B-4 他分類群：1％ [9]
・湿地に依存する鳥類以外の動物種（または
　亜種）個体数の 1％を定期的に支えている

注：生物地理区に関して日本は、中央アジア、
ヨーロッパを含む旧北区に入っている。

2.　登録後は？

　ラムサール条約事務局から公式の条約湿地
認定証をもらった後はどうなるのだろうか？
　条約加盟国として条約湿地を指定するとい
うことは、我が国が世界に向けて、湿地の価
値を認めその保全とワイズユースの取り組み
を促進していく約束をしたことになる。その
ため、①国と自治体の取り組みが始まること
になる。また、②市民との協働のあり方が問
われることになる。さらに登録前から重要な
ことなのだが、一層の③普及啓発活動が必要
となっていく。
　日本に国内にある 46 ヶ所の条約湿地に関
わる市町村会議や様々なネットワークを通じ
ての情報交換、さらには同じような問題を抱
える世界各地の条約湿地関係者とつながって
いくことが必要になる。もちろん英語が堪能
な方がいたら（フランス語かスペイン語でも
OK）、直接スイスにあるラムサール条約事
務局にメイルしたり電話したりすることも出
来る。

（４月６日講演会「日本の湿地を守ろう」資料より）

講演する小林聡史教授
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1) 干潟の高い生産力がもたらす恵み

　干潟は一見地味ですが、実は、生物がたい
へん豊富な所です（図 1）。その理由は、ま
ず、陸の生態系に由来する豊富な栄養塩（窒
素、リンなど）が、河川を通して、絶えず供
給されていることにあります。さらに、平坦
な干潟の表面は、ソーラーパネルのように、
太陽エネルギーをふんだんに吸収できます。
　その結果、陸から湾内に流入する栄養塩の
多くが、まず、干潟の生産者（植物や藻類）
に吸収され、光合成によって有機物に転換さ
れます。それが様々な底生動物に食べられ、

食物連鎖を通して、最終的には、その栄養が
大型の捕食者（鳥、魚、イルカ、人間の漁業
など）に取り上げられ、湾の外に運び出され
ます。これによって湾内に流入する窒素やリ
ンの多くが水中から除去されるので、内湾
の富栄養化が抑制されることになります（図

2）。
　すなわち、干潟生態系は、水中の栄養塩を
「ただで」除去してくれる天然のフィルター
（人工的な下水処理システムでは「高度処
理」と呼ばれるコストの高い機能）として働
くと同時に、豊富な水産資源を産み出してく
れています。

潟・湿地の重要性と生物多様性

佐藤正典　（鹿児島大学理学部教授）

干

図 1　九州の砂泥質の干潟の主な生きものたち
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2) 日本人の食料庫としての干潟の大切さ

　私たちの先祖は、米を食べる前から干潟の
魚介類（アサリ、ハマグリ、ハイガイなど）
を食べていました。その証拠は、縄文時代の
貝塚にあります。また、クルマエビ類のよう
に、成体は干潟に住んでいなくても、産卵や
保育の場（幼稚子が育つ場）として、干潟を
利用している動物も少なくありません。干潟
は、内湾全体の漁業を支える場であり、子孫
のために残すべき大切な食料庫と言えます。

図 2 

干潟のある内湾（上）と干潟を失った内湾（下）の比較 .（上）干潟生態系の食物連鎖によって、陸から流入する栄養分

の多くが人間の漁業資源や鳥の食物に転換され、最終的に系外に運び出される。（下）干潟が失われ、海底の浚渫によ

る窪地もできている。流入する栄養分が運び出されることなく湾内の海底に沈澱し、海底が酸素不足となり、ますます

生物がすみにくくなる。

講演する佐藤正典教授



16

3) 底生微小藻類の重要性
　底生微小藻類（主に珪藻、図 3）
は、干潟で最も重要な生産者の一つ
です。透水性の低い泥干潟では、そ
の増殖によって、泥の表面が緑褐色
に見えるほどです。この珪藻は、様々な動物
の食物となります。たとえば、干潮時には、
巻貝やカニ類などの表層堆積物食者に食べら
れ、満潮時には、水中に巻き上がったものが
二枚貝などの濾過食者に食べられています。

 

4) 干潟上部を縁どる泥の世界と
　塩生植物の重要性
　内湾奥部（あるいは河川感潮域）の干潟の
上部（満潮線付近）には、潮汐の作用によっ
て、細かい泥の粒子が堆積します。その最上
部は塩生植物が茂る場所（塩沼地）になって
います。普通の陸上植物は塩分に弱いために
干潟に入り込むことができず、耐塩性を獲得
した塩生植物だけが、ここに生育できます。
このうちヨシ（アシ、葦）は、日本各地の塩
沼地に最も普通に見られる種です。

　これまでの沿岸開発（埋立てや干拓）で
まっ先に失われたのは内湾奥部の干潟の上部
でした。一見、「干潟」が保全されているよ
うに見えても、多くの場所では、護岸堤防が
満潮線よりも海側に築かれているために、干
潟上部の泥の世界と塩沼地が失われています
（図 4）。そのため、泥の環境や塩沼地に依
存する様々な小動物や塩生植物の多くが絶滅
の危機にひんしています。その中には、日本
ではもう有明海奥部にしか残っていないもの
もいます（塩生植物のシチメンソウ、二枚貝
のハイガイ、巻貝のウミマイマイ、多毛類の
アリアケカワゴカイなど）。

5) 和白干潟の底生生物相

　環境省の全国干潟生物調査の一環として
2002 年 4 月に実施された調査では、42 種
の底生動物の生息が確認されています。内湾
奥部に特有の二枚貝であるオオノガイ（準絶
滅危惧）の生息密度が比較的高いことが特筆
されます。また、干潟上部にヨシ原（塩性湿
地）とそれに依存した底生動物相が残ってい
ることも重要です。
　その一方で、大きな港がある博多湾に位置
する干潟なので、東京湾や伊勢湾と同様に、
外来種の侵入が起こりやすいと思われます
（たとえば、多毛類の外来種であるアシナガ
ゴカイが見つかっています）。

（４月６日講演会「日本の湿地を守ろう」資料より）

図 3　底生珪藻の一種。長さ約 0.1mm。
1994 年 5 月、鹿児島湾の重富干潟。

　　　　　　　　図 4　 護岸や干拓のための堤防建設による

　　　　　　　　干潟の上部（泥質部と塩沼地）の消滅
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和白干潟のラムサール条約登録の早期実現を求める要望書提出

　日本湿地ネットワークは、4 月 6 日（土）、2013 年度総会（福岡県福岡市東区和白）において、「和白

干潟」のラムサール条約登録の早期実現を求める決議を行い、その決議内容を、環境大臣（環境省）、福

岡県知事（福岡県）、福岡市長（福岡市）宛に 4 月 9 日付要望書として提出（郵送）しました。

2013 年 4 月 9 日

　環境大臣　　石原 伸晃　様

　福岡県知事　小川 　洋　様

　福岡市長　　高島 宗一郎様

日本湿地ネットワーク

代表　辻　淳夫

　日頃は、当会の運営活動に格別のご配慮を頂き感謝申し上げます。

　さて日本湿地ネットワークは、福岡県福岡市「和白干潟」がラムサール条約登録湿地として早急に国際

的に保全されるべき重要な湿地であると考えます。

　和白干潟は、博多湾東部にある日本海側で最大の干潟であり、貴重な渡り鳥の飛来地で、保全されるべ

き湿地として、2004 年環境省「ラムサール条約登録候補地」のひとつに選ばれています。

　しかし、候補地にあげられながらも早や９年が経過し、その間、国内の湿地が次々とラムサール条約登

録を果たしています。

　和白干潟は、開発により全国の干潟・浅海域が埋め立てられていく中で、貴重な野鳥の宝庫でかつ数少

ない自然海岸の残る干潟であり、湿地を守る市民の環境保全活動があることも含めて 2009 年には、干潟

では唯一「にほんの里 100 選」に選ばれています。

　和白干潟の自然環境は、博多湾の開発により野鳥や生き物の種数が減少して、海域環境も潮流の静穏化、

底質の悪化が懸念されます。このような環境悪化を食い止めるためには、市民の力とともに行政や国際的

な保全の政策が必要であると考えます。日本湿地ネットワークは、2013 年度総会（福岡県福岡市東区和白）

において、次の通り決議いたしました。どうぞ、和白干潟のラムサール条約登録の早期実現に向けて一層

のご支援を賜りたくお願い申し上げます。

和白干潟のラムサール条約登録の早期実現を求める決議

　日本湿地ネットワークは、福岡県福岡市「和白干潟」がラムサール条約登録湿地として早急に国際的に

保全されるべき重要な湿地であると考えます。

　日本湿地ネットワークは、和白干潟のラムサール条約登録の早期実現を促進するため、環境省、福岡県、

福岡市に全力で取り組むことを求めます。

　2013 年 4 月 6 日

　日本湿地ネットワーク総会参加者一同

　　　　　　　　図 4　 護岸や干拓のための堤防建設による

　　　　　　　　干潟の上部（泥質部と塩沼地）の消滅
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■ 2013 年度 JAWAN 会費納入のお願い
　いつも日本湿地ネットワークをご支援ください
ましてありがとうございます。　
　2013 年度会費 (1 ～ 12 月 ) を７月末までに納
入よろしくお願い申し上げます。既に納入された
方はご容赦ください。手許資金が大変厳しくなっ
ております。どうぞご支援よろしくお願いいたし
ます。
●個人会費：3000 円／団体会費 5000 円
●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

■ 2013 年度総会終了の報告
　4 月 6 日（土）、福岡市「こみせん和白」にお
いて 2013 年度総会を開催しました。
　会員、オブザーバ 30 人が参加。議案審議を行
い、事業報告、決算報告、事業計画、予算などが
承認されました。役員改選は、現行の役員が全員
再任となりました。
　2014 年度総会を東京地区で 3 月～ 5 月を目途
に開くことが了承されました。
　さらに、和白干潟に関して提案がなされ、日本
湿地ネットワーク総会として、2015 年 COP12
（ウルグァイ）での登録実現を目指して、「和白
干潟のラムサール条約登録の早期実現を促進する
ため、環境省、福岡県、福岡市に全力で取り組む
ことを求める」決議を行いました。

■ JAWAN メーリングへ加入しませんか
　加入希望の方は下記へご連絡ください。
　E メール連絡先：jawan2 ＠ jawan.jp

■ブックレット「里山と湿地を守るレンジャー奮
闘記」の紹介
　著者：大畑孝二　発行：日本野鳥の会
　頒布価格：500 円
　希望の方は、500 円分の切手（実費）を下記へ
送付願います（送料は当方負担で郵送します）。
　申し込み先：
　〒 471-0014　豊田市東山町 4-1206-1　
　豊田市自然観察の森
　TEL：0565-88-1310 編集協力：東銀座出版社

編集後記

「干潟・湿地を守る日 2013」キャンペーンにご
参加ありがとうございました。東京湾にステキな
海があるのをご存知ですか。ラムサール登録の実
現へ向けてがんばっている三番瀬船橋海浜公園
は、潮干狩りの家族連れであふれ、大人も子ども
たちも楽しそうでした。
　選挙の出口調査に出会いました。さいたま市長
選の期日前投票を終えた出口で、ＮＨＫの質問表
に○を書きました。市長選だけでなく７月の参院
選の支持政党への質問が含まれていて、もう参院
選がすでに始まっていると実感しました。
　参院選で注目されているのは経済の動向だが、
株価の乱高下は実体のないバブル状態が濃厚のよ
うです。参院選では健全な野党にいまこそ奮起を
期待しています。次号通信発行は、10 月中旬の
見込みです。（昌＆恵）

　ウトナイ湖をラムサール条約湿地にした経験や
条約湿地である加賀市片野鴨池での活動を通し
て、矢並湿地等を東海丘陵湧水湿地群として条約
湿地にするまでを詳細に記述している。94 頁。

■ブックレット「瀬戸内海は今」の紹介
　小冊子「瀬戸内海は今」が完成しました。
　瀬戸内海の環境を後世に残すために、瀬戸内海
の過去から現在・将来までを整理した。42 頁。
　一冊：500 円（送料は 80 円、9 冊まで同じ）
十部以上は一冊 450 円（送料無料）
　購入お申込み・お問い合わせは下記事務局まで
FAX またはは E メールでお願いします。
　環瀬戸内海会議　事務局長　松本宣崇宛
　〒 700-0973　岡山市北区下中野 318-114
　TEL・FAX：086-243-2927（兼用）
　E メール：nmatchan@ms8.megaegg.ne.jp

I N F O R M A T I O N


