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日本湿地ネットワークに
求められたもの
辻 淳夫
（日本湿地ネットワーク代表）

みなさん、お元気でお過ごしでしょう
か？

御地の干潟・湿地の様子はいかがで

すか？

思えば、2 月 22 日の臨時総会（全体集会）
で、30 対 80 の差で JAWAN の存続が選ば
れたのは、厳しい状況の中でがんばってい
る現場の気持ちと通じ合い、温かい言葉を

長い苦渋の冬を耐えて、やっと桜の花
だよりとともに、日本湿地ネットワーク
（JAWAN）の再出発をお伝えできました。

かけあえる仲間と認められたからだと考え
ます。
そうした思いに応えられる JAWAN のあ

メーリングやホームページには、各地のみ

りようを、初心に帰って見つめ直していま

なさんからの元気な声や、干潟の息吹が伝

す。外向きの活動も必要ですが、一つひと

えられています。これからもどうぞよろし

つの現場の声をしっかりと聴きとり、その

くご協力お願い申し上げます。

思いを受け止め、あたたかく支えあい、学
びあう気持ちで、むりのない地道な活動の

さて 9 月には「総会」を諫早市で開催
する予定です。この総会開催を考えただけ

積み重ねを大切にしていきたいと話し合っ
ています。

でもなかなか大変なことだと思います。こ
の機会に、JAWAN の原点である諫早でや
ろうと自然に発想されたものの、実際にど

溜めておられた思いがあるなら、ぜひそれ

れだけの方に集まってもらえるか？

みな

を陽のもとに出しあい、厄介な課題や悩み

さんのご都合をお聞きしなくてはなりませ

をみんなで共有すれば、誰かの経験や知恵

ん。

が活かされて、明るい解決の道が見えてく

しかし、この大変さは今、始まったわけ
で も な く、1991 年、JAWAN 発 足 以 来 の

ることもあるでしょう。
そうでなくても、重荷を分け合った分、

宿命なのです。南北に長い日本列島の隅々

肩の荷が軽くなるでしょう。気さくな連帯

に、誰もが目いっぱいの懸命な活動を続

ができる JAWAN の仲間として、一緒にやっ

けているわけで、年に１度の総会だからと

ていきましょう。

いって、そう簡単に集まれる話ではないと
思います。
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みなさんにも、今、直面している苦難や、

新知事はウルトラマン ?
牛野 くみ子
（千葉県自然保護連合代表）

作氏の優勢と伝えられてはいましたが、現実
になろうとは。環境問題にもっと理解のある
知事誕生を期待していました。
選挙戦では「完全無所属」を謳っていたが、
実は自民党東京都衆議院選挙区第２支部の代
表を務めていたことが、選挙後発覚しました。
結局、千葉県民を欺いて知事になったのです。

2009 年 3 月 29 日は、私にとって感動と
失望を味わった日でした。
八千代松陰高校生徒さんによる「飯盛り大

私の１票を返してほしいとの声は当然起きま
した。
「森田健作氏を告発する会」は 4 月 15 日、

仏」が上演される日です。朝早く船橋市の宮

千葉地検に告発状を提出しました。千葉の干

本公民館に行く。300 人劇場の客席を満席

潟を守る会でも 6 人が告発する会に賛同し、

にすることが出来るのか。ワクワクドキドキ。

弁護士に委任状を提出しました。
元気モリモリ。千葉県を日本一にしよう！

午後１時過ぎ、チケットを持たないお客さ

のかけ声だけは勇ましいが、具体策は何ひと

んが先ず見えた。その数 20 〜 30 人。その

つ言わなかったその人が知事になってしまっ

うちチケット持参者もやってきたので開場を

た。公約でハッキリ口にしていたのは、羽田、

早めたが、後から後からとお客さんは続き、

成田間のリニアモーターカー推進です。

瞬く間に席は埋まってしまった。立ち見も出

森田氏は交通計画課にリニアモーターカー

て、最終的に 300 人劇場は 350 人劇場となっ

のプロジェクトを設けたようだ。千葉県では

てしまったのです。高校生の熱演で芝居は大

現在、都心と成田空港間を結ぶ成田新高速鉄

成功。お客さんも大満足。内容は、江戸時代、

道線が、2010 年をめどに建設中です。その

横暴な権力に抗議して牢死した漁民代表のお

上に更に一旦は建設コストに比べ、時間短縮

話で、埋め立て問題で苦悩する今日の漁師に

効果が合わないとご破産になったリニア計画

通じるものがあり、涙、涙の物語です。

を森田氏は再登場させたのです。財源、そし
てリニアが使用する電力消費量、沿線住民の
環境（電磁波）を全く考えない、ましてや県
民を騙しての当選です。知事の座をお引き取
り願おうと思ってます。
森田氏は、説明を 5 分も聞くと「そんな
とこかな？」と話を切り上げ、細かい政策的
な話には耳を傾けないのだそうです。「実働
時間が短い」ということでウルトラマンとあ
だ名がついたそうです。が、ウルトラマンに
悪いなと私は思っています。
三番瀬の保全のためにこれまで、シンポジ

船橋･宮本公民館の「飯盛り大仏」上演

ウムや音楽会そして演劇と様々やってきまし
た。そこに知事を退任させる運動まで入って

が、この夜待っていたのは期待はずれの
千葉県知事選の結果でした。下馬評で森田健

くるとは。今年もやりがいのある１年になり
そうです。
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２月危機を乗り越えて
大浜 清
（千葉の干潟を守る会代表）

「ラムサール条約、生物多様性条約等、国

存続の危機

際活動を強化すべきである。ラムサール運動

2 月 22 日、
日本湿地ネットワーク
（JAWAN）
の総会で、存続か否かが問われました。

の拡大に応じるには、従来の JAWAN 活動で
は絶対に加わってもらえなかった顔ぶれとも
統一戦線を組むべきで、現 JAWAN 体制では

Ａ案：「JAWAN をラムネットの後継組織に
合流させ、発展的解消する」
（提案

堀 良一さん）

対応できない。資金も広いパートナーの支援
が必要であり、そのための意志統一が必要で
ある。今後のラムサールへの取り組みのため
には環境、農水、国交省とのタイアップが必

Ｂ案：「JAWAN は存続、ラムネットとは別
の活動体」

（提案

辻 淳夫さん）

要である。」（運営委員会へ浅野氏提出、総会
配布資料による）

Ａ案は 80 対 30 で否決、Ｂ案が 78 対 32

故山下弘文さんとともに、JAWAN 創設以

で可決され、JAWAN 結成以来最大の危機を

来中心的活動をしてきた辻淳夫さんやラム

乗り越えましたが、Ａ案の人々の脱退が相次

ネット運営委員以外の委員はこれを JAWAN

ぎ、今後の運営体制と会員の協力に大きな課

解散提案ととらえ、反対しました。

題が課せられた形になりました。

解消案の提起
昨年 11 月 22 日の JAWAN 運営委員会に、

その主旨は、
「JAWAN は JAWAN として活動し存続すべ
きである。JAWAN は草の根団体・個人の湿
地保全活動の助け合いから出発し、今もその

JAWAN 副代表でありラムネット事務局長で

活動のよりどころとなっている。他の全国団

ある浅野正富さんから、ラムネットへの合流

体や国際団体との協調も運動の一環である。

が提案されました。

釧路会議以来、ラムサール条約活動も実績

ラムネットとは、昨年 2008 年 10 月に韓

を上げて来た。ラムネットもその中から生ま

国昌原で開催された第 10 回ラムサール条約

れたし、ラムネットとして活動していけばよ

締約国会議（通称 COP10）に向けての取り

い。」（総会配布、Ｂ案主旨説明による）

組みを強化する目的で、JAWAN メンバーが
主力となって 2008 年 3 月に結成された「ラ
ムサール COP10 のための日本ＮＧＯネット
ワーク」の略称です。
その主旨は、
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JAWAN 会員の立場から
この提案を耳にした時、私はびっくりしま
した。
組織の存否という問題が一度も会員全員に

説明されず意思も問われないまま、運営委員
会だけで決めようとしたということです。し

２月危機を乗り越えて
「小異を残して大同につく」

かも議論は運営委員の間のメールのやりとり
で過熱し沸騰しているということでした。辻

彼はまたいくつも名言を残しました。「小

さんが提案主旨で「重大な組織改編は、広く

異を残して大同につく」、「連帯を求めて孤立

会員で話し合い、その合意のもとに進められ

を恐れず」、「負けてもともと勝てば大ごと」

るべき事柄です。」と述べているのは、まさ

ラムネット合流派の主張には（人にもよる

に市民運動の基本原則です。批判と寛容の上

けれど）こういった草の根の運動にもとづく

で議論できないのか。

意見は見られず、逆にこれから統一戦線を組
もうとし、資金援助を求めようとする相手は、

ある個人会員が、総会に出られないが、委
任はしたくないと、次のようなメールを発し
たということです。

タイアップしようとする行政権力の中身は何
なのか問われることでしょう。
無論私たちは広い市民と一緒にやりたい

「『お前の嫁入り先はラムネットだ』と封建

し、お役所とも協同できることは一緒にやり

時代の父や兄から突然言われたような衝撃で

たい。しかし節操は大切です。ラムサール条

す。ラムネットさんって誰？………、企業や

約は私たちにとって大事であり、実現したい。

デベロッパーや国家権力が土地開発を進め、

だからこそ JAWAN に参加しているのです。

湿地保全を叫ぶ人々と厳しく対峙する時、苦

しかしそれは私たちが取り組む運動の一面で

闘を共有してくれる人なのか、まったく分か

あり、ラムサールだけが頼りでは、湿地保全

らないのです………」

が成就する訳はありません。
ラムネット合流が成らなかったからと去っ

JAWAN の本領はそこにありました。三番
瀬の保全がまだ見通しがたたず、千葉県の埋

て行く人には、山下さんの言葉が聞こえない
のかな？

さあ、これから私たちは？

立縮小の立案に乗って袂を分かって去った
人たちが巾を利かしたころ、「この東京湾で、
これ以上一坪たりとも埋め立てを許すな」と
痛烈に激励をしてくれたのは JAWAN 代表故
山下弘文さんでした。

BOOK

「環境ＣＳＲ宣言」企業とＮＧＯ
日本経済団体連合会自然保護協議会「編」発行

自然環境の保全は、社会全体で取り組んでいかなけれ

同文舘出版（株） 定価 2,940 円

わかり興味深い。第Ⅱ部「協同の多様な取り組みから学

ばならないが、特に経済界の行動は大きく地球規模に影

ぶ」と第Ⅲ部「セクタ－を超えた人材育成をめざして」

響する。本書は企業の立場からＣＳＲの理念と事例を豊

は企業、ＮＧＯ、行政の取り組みを紹介。オイスカやア

富に紹介している。構成は３部に分かれ、第Ⅰ部「ＣＳ

サザ基金の事例紹介や企業とＮＧＯの両方の原理・原則

Ｒと協同の意義を理解する」は環境問題とＣＳＲをめぐ

を理解する「言語」を話す人材が必要との視点が参考と

る社会的・歴史的変化を概観して、日本経済界の認識が

なる。 （事務局

伊藤恵子）
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日本湿地ネットワークの存続が決まる
中山 敏則
（日本湿地ネットワーク会員）

「日本湿地ネットワーク」（ＪＡＷ
ＡＮ＝ジャワン）の総会が２月 22 日
に東京都港区で開かれ、採決の結果、
ＪＡＷＡＮは存続することが決まり
ました。

存続案に賛成 78、反対 32
総会は、１月 10 日に開かれた運営
委員会で存続か否かを総会にはかる
ことが多数決で決まったため、開か
れたものです。総会には２つの案が
提案されました。
存続を決めた総会

① Ａ 案「 ラ ム ネ ッ ト の 後 継 組 織 に、
ＪＡＷＡＮを解散し、合流する」に対する賛
否
②Ｂ案「ラムネットはラムネット後継組織、

ＪＡＷＡＮの存在意義は消失していない
討論では、設立時からＪＡＷＡＮの活動に

ＪＡＷＡＮは、ＪＡＷＡＮで活動する」に対

かかわっている辻淳夫さん（ＪＡＷＡＮ共同

する賛否

代表、ＮＰＯ法人藤前干潟を守る会代表）や
大浜清さん（千葉の干潟を守る会代表）、木

採択の結果は次のとおりです。

村真介さん（内川と内川河口をよみがえらせ

Ａ案……賛成 30、 反対 80、 棄権 2

る会会長）などが存続を強く訴えました。

Ｂ案……賛成 78、 反対 32、 棄権 2
この結果、会員の総意はＪＡＷＡＮの存続

私も存続案を支持する立場から発言しまし
た。以下は、私の発言内容です。

（Ｂ案）を決定しました。
私は、「Ｂ案」の「ＪＡＷＡＮはＪＡＷＡ
「ラムネット後継組織」というのは、2008
年 3 月にＪＡＷＡＮがよびかけて設立した
「ラムサールＣＯＰ 10 のための日本ＮＧＯ
ネットワーク」（略称：ラムネット）の後継
組織です。

Ｎで活動する」を支持します。
理由は、ＪＡＷＡＮの存在意義はけっして
消失していないと考えるからです。
たとえば三番瀬です。三番瀬は 2001 年に
埋め立て計画がいったん白紙撤回されまし
た。しかし、埋め立ての第一の目的である第
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二湾岸道路計画は今も生きていて、三番瀬は

結果的に 2 月 22 日に総会が開かれました。

相変わらず開発の危機にさらされています。

しかし、あまりにも拙速すぎでした。
「合流」

三番瀬の埋め立て反対運動は、ＪＡＷＡ

とか「解消」という大事な問題を短期間で決

Ｎに大きな支援を受けてきました。そうした

めようとすれば、「混乱」や「紛糾」がおき

支援が今後も必要なので、ぜひＪＡＷＡＮは

るのは当たり前です。

ＪＡＷＡＮとして存続させてほしいと訴えま
す。
私は、ラムネットの後継組織を発展させる
ことには異議ありません。ラムネット後継組
織で奮闘したい方はやっていただきたいと思
います。

ＪＡＷＡＮはＪＡＷＡＮとしてぜひ存続し
てください。そして、ＪＡＷＡＮとラムネッ
ト後継組織が連携して運動を進めていけるよ
うにしてほしいと思います。

原点に戻り、湿地保全運動の連携強化を

しかし、ＪＡＷＡＮは残し、これまでと同

ＪＡＷＡＮは、全国自然保護連合第４回大

様に、ＪＡＷＡＮがラムネット後継組織の活

会の干潟分科会の議論から生まれました。山

動に協力すればいいと思います。

下弘文さん（諫早干潟緊急救済本部、故人）

「Ａ案」はＪＡＷＡＮの解散あるいは解体

や辻淳夫さん（藤前干潟を守る会）など、分

と同じです。ラムネット後継組織に「合流」

科会の出席者が呼びかけ人となり、1991 年

するというのは、ほかの団体といっしょにＪ

に設立されたのです。

ＡＷＡＮをラムネット後継組織に再編統合す

そのいきさつなどは、山下さんと辻さんが

るということです。そうなれば、いまのＪＡ

全国自然保護連合編『自然保護事典②〔海〕』

ＷＡＮはなくなります。
要するに、ＪＡＷＡＮをラムネット後継組
織に統合したい人からみれば「合流」でしょ
うが、ＪＡＷＡＮの存続を願っている人から

（緑風出版）にくわしく書いています。ＪＡ
ＷＡＮは設立以来、全国の干潟保存運動に多
大な貢献をしてきました。
ともあれ、ＪＡＷＡＮは解散の危機を脱し

みれば、解散ということになるのです。

ました。「ラムネット後継組織へ合流」を主

「Ａ案」を提起されている方は、「本質的な

張していた運営委員は、多くが辞任しました。

解散ではない」と言いますが、それは言葉の

辻代表や伊藤昌尚事務局長など、残った運

マジックにすぎません。

営委員は、３月 14 日の運営委員会で「ＪＡ
ＷＡＮの原点にたちかえって全国各地の湿地

ＪＡＷＡＮ通信の９２号（2008 年 12 月

保全運動の連携を強める」ことを確認しまし

25 日発行）をみると、昨年 10 月下旬に韓

た。そして、秋に全国湿地シンポジウムと総

国で開かれたラムサール締約国会議では、
「Ａ

会を開き、運営体制を再構築することなどを

案」支持者と「Ｂ案」支持者がいっしょに参

決めました。

加し、さまざまなとりくみを仲良く進めてい
ます。
それが 11 月下旬に突如として紛糾状態に
なってしまいました。それは、「Ａ案」を提
起する人たちがラムネット後継組織への合流
を突然提起し、それを急いで決めようとした
からです。最初は、総会も開かず、運営委員
会だけの決定で押し進めようとしました。
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未来へつなごう！ 和白干潟
和白干潟をラムサール条約登録地に！
山本 廣子
（和白干潟を守る会代表）

「和白干潟を守る会」の活動の目
的は、和白干潟をみんなが守るよ
うになることです。
和白干潟を地域の宝、福岡の宝、
日本の宝として、周りに住んでい
る人も日本中の人も、守って当然
だと思うようになることです。和
白干潟がラムサール条約に登録さ
れることもその一つで、その為に
活動の目標に「和白干潟のラムサー
ル条約登録」を掲げてきました。
今年（2009 年）1 月には「朝日
新聞社」と「森林文化協会」により、
和白干潟が「にほんの里 100 選」

和白干潟の自然観察会

に選ばれました。少しずつ、絶え
間なく流れる水のように、和白干潟を保全す

の海岸線は２０％以下となっていますが、和

る心が広がっていくように願っています。

白干潟は自然の海岸線が残り、干潟・アシ原・
クロマツ林が連なる干潟の原風景を小規模

和白干潟 80ha（和白海域 300ha）は博多

ながらも残している点で極めて貴重な場所で

湾東奥部にあり、東アジアの渡り鳥の渡り

す。ハママツナ、ハマニンニク、シバナ、ウ

ルートの交差点にあたる重要な場所で、渡り

ラギクなどの貴重な塩生植物群落が見られま

鳥の数と種類が多いことで知られています。

す。ヒトモトススキ群落は九州地区でも有数

日本海側では最大規模級の干潟で、春と秋

の規模です。また福岡都心部に近く、潮干狩

はシギ・チドリ類の中継地、冬季はカモ類を

りをする人も多く訪れています。

はじめカモメ類やカイツブリ類など多数の水

干潟はほとんどが砂質干潟であり、河口部

鳥の越冬地となっています。１９８０年以降

の一部が砂泥質及び泥質です。干潟表面は比

２３７種の野鳥が観察されており、絶滅が心

較的硬く、ふつうの靴でも低潮帯まで歩いて

配さるクロツラヘラサギやズグロカモメ、ツ

いくことができるので、特別な装備は必要な

クシガモなどの越冬地としても重要です。和

く、底生動物の観察はきわめて容易です。

白干潟には多様な底生動物が生息し、水鳥の
栄養源にもなっています。
博多湾はその中央部から開発が進み、自然
8

環境を取り巻く課題
和白海域周辺は宅地が広がり、近くにあっ

た農地も失われつつあります。また１９９４

福岡市の「博多湾環境保全計画」（2008

年７月から干潟沖の浅海域を大規模に埋め立

年 3 月）では、博多湾全域の水質保全目標

てる人工島建設工事（４０１ha）が進行中

を定め、下水の高度処理を推進するとして

です。和白海域の潮流が妨げられて海水交換

います。博多湾東部海域の「エコパークゾー

が悪くなり、海域が静穏化して底質が悪化し

ン」では、和白干潟ゾーンは「マリンスポー

富栄養化を促進させ、9 月から 12 月頃にア

ツの利用を禁止する区域、潮干狩りや水生生

オサの異常発生を招いています。

物の観察などを楽しむ区域」という棲み分け
のルールを決め、このルールを周知徹底して

和白干潟沖人工島の埋め立ては約７０％
程進み、現在湿地が出来ている市５工区も

いくことになりました。和白海域への動力船
の進入禁止の条例が望まれます。

2010 年度中には埋め立て完了予定です。人
工島の和白干潟側海域に人工島に隣接して人

和白干潟では４〜５月には 1 日１000 人

工干潟の構想があります。人工干潟は和白海

以上の人が潮干狩りに訪れます。業者による

域を埋め立てて、和白海域の潮の流れをさら

コメツキガニなどカニの捕獲も行われていま

に阻害することが考えられます。

す。渡り鳥の多い４〜５月と潮干狩りの時期
が重なり、シギ・チドリたちが干潟で採餌で

和 白 干 潟（ 和 白 海 域 と 陸 域 254ha） は

きない状況が続いています。潮干狩りの時期

２００３年１１月に県指定から国指定和白干

や範囲を制限したり、業者による捕獲を規制

潟鳥獣保護区になりました。このための基礎

することが望まれます。

調査を環境省の委託によりＷＷＦジャパンが
行ない、和白干潟を守る会も協力しました。
２００４年に和白干潟は環境省のラムサール
条約登録湿地の候補地に上がりましたが、地
元の同意が得られていないという理由で国指
定鳥獣保護区の特別保護地区にはなっていま
せん。
和白干潟北側の塩浜護岸工事は完了。将来
和白海域北岸を通る都市計画道路の計画もあ
り、渡り鳥への影響が心配されます。

これからの活動の方向
ラムサール条約登録湿地になるように、国、

きりえ・くすだ ひろこ、メダイチドリ

「和白干潟を守る会」は定例のクリーン作
戦や水質・水鳥調査などの保全活動や、独自
の環境教育プログラムで保育園や小・中・高・
大学生・一般を対象に和白干潟の自然観察会
を行っています。

県、市など行政が保全対策を含めもっと積極
的に取り組むことが急務です。ラムサール条

また、この 4 月に 90 号を迎えた会報「和

約湿地になれば「国指定鳥獣保護区特別保護

白 干 潟 通 信 」 は 年 4 回 5000 部 を 発 行 し、

地区」の指定により、水面の埋め立てや干拓、

和白干潟近郊に配布しています。「和白干潟

樹木の伐採、工作物の設置などの開発が制限

を守る会」の活動は今年で 21 年になります

されます。また地域の人々の湿地保全の意識

が、引き続きこのような活動を通して地域住

が高まり、保全への取り組みが活性化するこ

民、市民、子供たちへの働きかけに力を注い

とが期待できます。

でいこうと思っています。
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谷津干潟を次代に継ぐために
～シギ･チドリが伝えてくれること～
芝原 達也
谷津干潟自然観察センターチーフレンジャー
（アーバンネイチャーマネジメントサービス
有限責任事業組合 略称 UMS）

運動です。運動が実を結んだのは 17 年後の
1988 年のことで、周囲の干潟は埋め立てら
れましたが、谷津干潟は国設鳥獣保護区に指
定されました。
「あと 10 年でシギ・チドリは危ないかも
しれない……」
前チーフレンジャーの鈴木弘之さんの一言
から、まず現状把握をということでシギ・チ
ドリの観察記録の分析作業が始まりました。
一緒に取り組んだのは私と鈴木さん、当時
谷津干潟のレンジャーだった小山文子さんで
す。
分析の対象は、1997 年から 2007 年まで
の観察センターの全開館日（約 3,500 日分）
にスタッフやボランティアが確認したシギ・
チドリ類の観察記録と、任意に計数した個体
数の記録です。ここでは、紙面が限られるの
でメダイチドリを例に分析の一部をご紹介し
ます。

谷津干潟自然観察センター

図１と図２は、観察頻度と個体数の月毎の
平均値をそれぞれ 10 年間の前半 5 年（前期）

谷津干潟─都会のなかの自然
谷津干潟は、東京湾最奥部の千葉県習志野
市にある面積約 41 ヘクタールの干潟です。
干潟の周囲は埋立地で、住宅と高速道路に囲
まれており、2 本の水路で東京湾と結ばれて
います。ハマシギを中心に数千羽が飛来する、
国内有数のシギ・チドリの渡来地です。
干潟に面して立つ谷津干潟自然観察センター
は 1994 年に開設され、現在は指定管理者
の UMS が運営しています。年間約 4 万人の
来館者があり、水鳥観察や環境学習の拠点
となっています。現在は指定管理者がレン
ジャーを 5 名配置しています。
谷津干潟は 1993 年の釧路での締約国会議
で、国内の干潟で最初のラムサール条約登録
地となりました。谷津干潟が保護されるきっ
かけをつくったのは 1971 年に周囲の干潟の
埋め立ての開始と同時に立ち上がった市民
10

と後半 5 年（後期）で比較したものです。

ていると考えるより、越冬地や谷津干潟に至

まず観察頻度ですが、前期の 4 月は 70％

るまでの過程に要因があると考えられないで

を越える程度であるのに対し後期はほぼ

しょうか。とは言え長距離を移動するシギ・

100％です（図１）。一方、個体数では、前

チドリの渡りの変化の要因を掴むことは困

期の 4 月は 100 羽程度ですが、後期は 200

難です。ただ、欧米の研究では、野鳥が地球

羽ほどに増加しています（図 2）。4 月と 5

温暖化の影響を受け春期の生活史が早まるこ

月を連続して見ると、前期は 4 月より 5 月

と、シギ・チドリが温暖化の指標となること

の個体数が多く、後期は反対に 4 月のほう

が指摘されており、谷津干潟のシギ・チドリ

が 5 月よりも多くなっています（7 〜 10 月

にもあてはまるのかもしれません。

の秋期については省略）。このことから最近

今後は、環境省による谷津干潟のシギ・チ

の 5 年間とそれ以前とは傾向が異なること

ドリの個体数調査のデータ等と突き合わせて

が分ります。

分析の確度を高め、シギ・チドリの渡りや個

図３は、メダイチドリの春期の初認日（渡
来期の最初に観察した日）を年ごとに示しま

体数の変化をもたらす要因を探っていきたい
と考えています。

した。1997 年は特異的ですが、1998 年以
降は 4 月初旬から 3 月下旬へと到着が早まっ
ているようです。
以上をまとめると、最近のメダイチドリの
春の渡りの時期が早まっている可能性があり
ます。同じ傾向はコチドリとキョウジョシギ
にもありました。
この他、詳細をご紹介できませんが、連続
して観察された期間を連続出現期間とし、そ
の期間の最初の日と最後の日の経年変化に
ついても分析しました。観察頻度の分析とあ
わせて総合すると、春の渡りの出発が早まる

今後の観察センターの役割

もの 4 種、秋の渡りの到着が遅くなるもの

日本の他の干潟に目を向けると、開発や埋

6 種、秋の出発が早まるもの 6 種と、他にも

め立てが進んでいるところもあります。幸い

傾向があることがわかりました。もちろん全

保護されている谷津干潟ですが、環境も水鳥

ての鳥で同じ傾向があるのではなく、安定し

の動向も変化しているようです。

ている場合や傾向が認められない種もありま
した。

背景にあるもの
さて、以上の変化の要因は何でしょうか。
近年、谷津干潟ではアオサの繁茂や腐敗、東

保全していくには干潟や水鳥を監視し、収
集したデータを分析することが重要だと考え
ます。また、その結果は市民の皆さんにわか
りやすく伝え、谷津干潟に限らず他の干潟や
世界の湿地の保全に関心をもっていただける
ように努めていきたいと思います。

京湾の青潮の発生、泥分の減少などが水鳥の
餌となる底生生物や魚類に与える影響が懸念
されています。しかし、今回のメダイチドリ
の例は、谷津干潟の何かが渡りの到着を早め
11

＜活動報告＞

諫早湾干拓事業の問題点と展望
時津 良治
（有明海漁民･市民ネットワーク会員）

諫早湾干拓事業は、長崎県諌早市および

による工事中断、事業再評価による計画変更

雲仙市の背後低平地の高潮・洪水・常時排水

などを経て、2008 年 3 月に竣工しました。

等に対する防災強化と、かんがい用水が確保

高さ 7 ｍ、長さ約 7 ｋｍにおよぶ潮受堤

された大規模で平坦な生産性の高い優良農地

防により、調整池の水位は海域の潮位の影響

を造成することを目的に事業が行なわれまし

を受けず一定の水位に保たれ、高潮被害の防

た。

止や背後の低平地では洪水時以外の排水改善

1989 年度より工事に着手、1997 年 4 月

には役立っているものの、水質は悪化して夏

のギロチンと呼ばれた潮止め工事は、広大

場には有毒アオコの発生やユスリカの大量発

な干潟に生きる多種多様な生物、またそれに

生が見られるようになりました。周辺の地域

よって支えられていたシギ・チドリ類など日

ではその対応に追われています。公共下水道

本有数の渡り鳥の越冬、中継地としての重要

事業や農業集落排水事業が進められ、それら

な場所を消滅させる、環境破壊と無駄な公共

の建設や維持管理に多額を費やしながらも改

事業の象徴として全国的な話題となったこと

善の兆しはありません。

は記憶に新しいところです。

農業用水として利用されることから、作物

この間、有明海全体におよぶ養殖ノリの色

の安全性への懸念、また、降雨のたびに水位

落ち被害が発生し、漁業者の抗議による工事

を保つために排水門を開けて排水される汚濁

中断、工事差止めを求める仮処分申請の判決

水の海域へ影響も懸念されています。
背後地では排水不良改善のた
めに、干拓事業と別途に排水路の
拡張や排水機場の新設、増強の事
業が行なわれ、効果を発揮してい
ます。さらに、本明川の治水対策
として諫早大水害規模相当の流
量に対応することを目的に河道
堀削が進められ、上流部において
はダムの建設が予定され、環境影
響評価の手続き（準備書の縦覧）
が現在行なわれています。
諫早湾では潮受け堤防基礎工
事の着工後まもなく、近傍の海底

潮受堤防道路（左側・調整池）
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に生息する特産の二枚貝タイラ
ギの激減に始まり、閉め切り後に

は、海況の変化、大規模また有
害な赤潮の頻発や貧酸素水塊の
発生が見られ、魚介類の死滅が
毎年繰り返され、諫早湾内にと
どまらず有明海全体の漁業資源
の減少が顕著になっています。
干潟から農地となった干拓農
地は、（財）長崎県農業振興公
社が一括買い取り、公募によっ
て選ばれた農業生産法人や個人
に賃貸され、2008 年 4 月から

農営が始まった干拓農地

本格的な農業が始まりました。全農業者の

限ぎりぎりまでの折衝が行なわれ、開門のた

41 経営体が長崎県からエコファーマーに認

めの環境アセスメントを行なうことが決めら

定され、環境に優しい農業が実践されている

れました。

そうです。営農開始後５年以内にＪＡＳ規格

開門調査実施のための環境アセスメントの

の有機農産物、または長崎県特別栽培農産物

手続きが始まりましたが、継続中の裁判にお

の認証取得を目指しています。

いても漁業不振との因果関係を一切認めよう

バレイショ、タマネギ、レタスなどの野菜

としない農水省主体によるアセスメントには

が主に作付され、飼料作物も大きな面積を占

不信を持たざるを得ない状況です。１日も早

めています。トマトや花きの施設園芸のため

い解決が望まれています。

のハウス建設も大規模に行なわれ、これらの

裁判と併せて、政治的解決を求めて、数ヶ月

大規模営農支援のための施設や大型機械の導

以内には行なわれる選挙においての公約を、

入のために手厚い融資制度や多額の補助金が

一票を投じる判断の材料としたいものです。

費やされています。一方、周辺農地では後継
者が育たず、耕作放棄地対策がなされている
ものの厳しい現実になっています。
昨年 6 月には、佐賀地裁において、「諫早
湾内および近傍場においては、漁業環境を悪
化させていると認められる。」と諫早湾干拓

＜会員の声・会員の眼＞募集！

事業との因果が認められ、「判決確定の日か

投稿文や写真を歓迎します。

ら 3 年を経過する日までに、防災上やむを
得ない場合を除き、諫早湾潮受堤防の北部及

投稿文は 300 文字以内。意見、情報や感想など
何でも構いません。メールやハガキにてご投稿く
ださい。

び南部各排水門を開放し、以後 5 年間にわ

写真は、撮影者・撮影日・撮影場所と、30 文字

たって同各排水門の開放を継続せよ。」の判

以内のコメントを添えてメールにてお願いします。

決の言渡がありました。
国の控訴断念を求める漁業者、弁護団、市
民による国会行動が連日繰り広げられ、政府
内においても農水大臣と判決を支持する法務

たくさんのご投稿、お待ちしております。
宛先：さいたま市桜区西堀 4-7-1-113
TEL/FAX 048-845-7177
E-Mail：jawan2 ★ jawan.jp
（送信する場合は★→ @ に変えてください）

大臣や地元選出の農林水産副大臣との控訴期
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これからも続くように
岡田 和樹
（ハチの干潟調査隊代表）

ハチの干潟
砂の海岸線を歩くと、ハマダイコ
ンの香りでむせる春先。干潟に目を
やると、まさに萌えるような鮮やか
な緑に彩られている。アマモには稲
穂のような黄色の花が付き、海面は
揺れるように光が漂っていた。
瀬戸内海の穏やかな気候に育まれ、
広島県竹原市にそそぐ賀茂川の河口
で、ハチの干潟はこの情景を繰り返
してきた。川から始まり、汽水域・砂・
泥・岩礁と多様な底質は、豊かな環
境を織りなし、アマモ場やガラモ場・
干潟からはたくさんの生き物たちが

初めて干潟に来て、初めてカニを捕まえた地元の子ども

育っていく。ハチの干潟に行くと、
これまで日本各地で失われていった風景の中

と問題点が多くあることが分かります。第一

に入り込める。

にもともとハチの干潟には広大なアマモ場が

「藻場造成」への警鐘
その干潟に２００５年の冬「藻場造成」と
いう計画が持ち上がりました。計画は、干潟

自生しているのです。その矛盾を紐解いて行
くと、「藻場造成」という自然再生の裏には、
浚渫土砂を海底に投棄したいという業者と国
の思惑があることが見えてきました。

から沖にかけてコの字型の潜堤を作り、中詰

浚渫土は港湾や航路、調整池の水位を保つ

土として浚渫土砂を入れ、浅場を作ることで

ために定期的に掘り下げる際に大量に出るも

自然に海藻が自生するというものです。また、

ので、超微粒土砂や水分が多く含まれるため

「自然再生＆再利用」として中詰土に浚渫土

処理に膨大なコストがかかります。また、浚

を利用することで、業者にだけでなく、浚渫

渫土は多くの場合、工場や家庭から排出され

土の処理に困っていた国にとっても一石二鳥

る化学物質や有機物を含みます。さらに超微

以上の利益を得ることができるのです。自然

粒土砂は水に浮遊しやすい特徴を持っていま

の藻場が埋立てや海砂採取によって減退して

す。「藻場造成」と称してハチの干潟へ投棄

いる現代、「藻場造成」が自然再生として急

すれば、もともとある生態系を埋め立ててし

速に広がっている最中でした。

まうだけではなく、汚染物も拡散してしまい

しかし、この計画には、足をとめてみる
14

ます。ましてや、ハチの干潟は「藻場」を作

ることは必要のないくらいの豊かなアマモ場
が広がっているのです。
しかし、潮干狩りや海水浴でにぎわってい
たハチの干潟ですが、時代とともに忘れられ
て、この問題が地元の人の関心ごとになるこ
とはありませんでした。そこでハチの干潟の
現状を知ってもらい、大切さを再び実感して
もらおうと、「ハチの干潟調査隊」を立ち上
げ活動を始めました。計画に反対というので
はなく、身近にある自然を受け継ぎたいとい
う一心からでした。

押し網でアマモ場の豊さを実感

小さな写真展や講演、観察会から始まり
ゆっくり知ってもらえるようになりました。

山口県上関で、原子力発電所の建設工事が着

そうして地道な活動が実を結び、干潟の沿岸

工されました。地元の人たちは２８年以上生

部から多数の署名が集まり、行政へ干潟の継

まれ育った海と生活を守るために声をあげて

承を求める声を伝えることができたのです。

きました。切なる願いで工事を食い止めてき

そして２００７年春、計画に終止符が打たれ

たのです。

ました。その瞬間、次の世代が豊かなハチの

上関は瀬戸内海の原風景とも言うべき風景

干潟を受け継ぐ架け橋を築くことができたの

をとどめ、魚を追うスナメリの「野生の姿」

です。そして活動も再出発しました。

を間近で見ることができます。透明度の高い

これからも続くように

海の底は、豊かな海藻の林が生い茂り、さま
ざまな生き物たちであふれています。

上関

今年もハチの干潟で、１４回の観察会を行

での日本最後の原発誘致は、今までにない山

います。「みて！ふれて！食べて！」と体中

場を迎えています。原子力発電所は、できて

を使って干潟と接する観察会は、干潟に触れ

しまってからでは、後戻りはできません。私

ることのない子どもたちに楽しみを広げてい

たちには核廃棄物という負の遺産と、大きな

ます。最近ではバケツと網を持った地元の子

後悔が残されることになります。

どもたちの声が干潟から聞こえるようになっ

しかし、今なら後戻りはできます。今の私

てきました。自慢げに子どもたちが見せてく

たちに決定権があるのです。推し進められて

れたバケツの中には、クサフグやヤドカリが

いる上関の原子力発電に、一人でも多くの人

ひしめき合っていました。ハチの干潟で遊ん

が意思表示をしなくてはならない時が来てい

だ子どもたちが、大人になって干潟に戻って

ます。

きた時にも、変わることなくハチの干潟は存
在していてほしいと思います。人と干潟のつ

「広島県ハチの干潟観察会」「山口県上関原発中止

ながりと、美しい干潟の情景が続く限りは、

を求める署名」について詳しく知りたい方は連絡

ハチの干潟が幾度となく受け継がれていくと

ください。

信じて。

住所：広島県三原市幸崎町久和喜 3045-1
電話：080-3882-2372

最後に
最後に、２００９年４月、同じ瀬戸内海の

メール：earth_166 ★ hotmail.com
（送信する場合は★→ @ に変えてください）
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INFORMATION
■ 2009 年会費継続のお願い
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、６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。
・個人会費：3,000 円
団体会費：5,000 円
・郵便振替口座：00170-8-190060
・加入者名：日本湿地ネットワーク
6 月末期日までに納入がない場合には、退会扱
いになることがありますのでご注意ください。
■カンパありがとうございます！
2008 年 3 月から 2009 年 4 月までの間に、以下
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。
（敬称
略）
大野千矢子、白水悦子、小池道子、藤倉 眞、
余門光子、佐藤聰子、三谷親子、堀 良一、鈴木
晃子、ハーヴィ・シャピロ、鈴木マギー、荒木優
美子、姫野雅義、松本設子、篠原久子、金井 裕、
猿山弘子、細田邦子、安部 斎、嶋田久夫、古川
博、御簾納照雄、田中徳恵、松本 悟、高倉泰夫、
高田直俊、原戸眞視、永井和之、三觜創枝子、亀
井浩次、橋口日出夫、羽生洋三、宮林泰彦、田原
悦子、山本英司、加山ひさの、細川佳代子、石附
孝子、森本佐和子、森山紀美子、池田愛美、古城
英彦、後藤哲子、若松國彦、田久保晴孝、三枝勇、
ほかに匿名希望の方々。
■ＪＡＷＡＮメーリングに加入しませんか。
加入希望の方、ご連絡ください。
E-mail 連絡先：jawan2 ★ jawan.jp
（送信する場合は★→ @ に変えてください）
■事務局住所の変更のお知らせ
日本湿地ネットワーク（ＪＡＷＡＮ）は事務局
を 3 月 14 日より変更しております。当会へのご
連絡は新事務局へお願い申し上げます。
◇新事務局
〒 338-0832 さ い た ま 市 桜 区 西 堀 4-7-1-113
伊藤昌尚方 TEL/FAX 048-845-7177

【支出】
2007/4

韓国 NGO の訪日旅費支援など

2007/6

事務・通信費

2007/10

日韓 NGO 湿地フォーラム開催

680,826 円

2008/3

訪韓旅費

228,985 円

2008/6

COP10 に向けたワークショップ

2008/10

COP10 展示ブース関連費用

2008/10

カーボンオフセット募金
合

163,400 円
27,000 円

計

7,635 円
322,500 円
5,000 円
1,435,346 円

第４期協賛金へご応募くださった皆様です。心
から御礼申し上げます。
千葉県野鳥の会、笹木智恵子、立花一晃、加藤
敬美、青木啓介、浅野正富、藤倉 眞、鈴木晃子、
福田正夫、馬場浩子、嶋田久夫、千葉の干潟を守
る会、山本英司、日比野政彦、原戸眞視、小櫃川
河口・盤洲干潟を守る会、ハーヴィ・シャピロ、
笹木智恵子、上杉 毅、伊藤昌尚、高橋 智、佐
藤慎一、大木一俊、藤岡正博、青木敬介、後藤哲子。
( のべ 26 名、敬称略 )

2009 年総会のお知らせ
開催日時：9 月 5 日（土）12：30 〜 16：30
総会及び講演会。
9 月 6 日（日）8：30 〜 13：00 バスによる
干拓地見学、併せて、運営委員会を開催予定。
開催場所：長崎県諫早市「会場未定」

編集後記
◆編集作業が遅れて半年ぶりの発行です。ＪＡＷ
ＡＮ通信の編集を見直しました。今号より文字サ
イズを少し大き目にしました。１ページの文字総
数が減ってレイアウトも変化しています。いろい

■ラムサール COP10 に向けた協賛金の収支報告
2006 年 12 月から 2008 年 11 月までの 2 年間に
4 回、協賛金の募集をいたしました。その結果、
延べ 99 名の方々にご応募いただきました。沢山
のご支援、ご協力ありがとうございました。

は９月末の見込みです。（昌尚）
◆新型インフルエンザの爆発感染が心配です。空
港の水際作戦では防げないことが認識できたこと
が収穫かも知れません。感染防止の事前訓練と思

【収入】
第１期協賛金

2006/12 ～ 2007/5

(26 名 )

437,000 円

えば、必要なことであり無駄ではありません。弱

第２期協賛金

2007/6 ～ 2007/11

(24 名 )

374,000 円

第３期協賛金

2007/12 ～ 2008/5

(23 名 )

331,000 円

毒型だったのは幸運と考えるべきで、また違う新

第４期協賛金

2008/6 ～ 2008/11

(26 名 )

263,000 円

合
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ろと試してみようと思います。次号 94 号の発行

計

（99 名） 1,405,000 円

型も出てくるのでしょう。健康が一番大事と思い
ます。ご自愛をお願いします。（恵子）

