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　北川湿地とは

　神奈川県三浦半島の先端に近い、三浦市
初声町（はっせまち）三戸（みと）地区の
北川という小川が流れる谷戸に、県内最大規
模の湿地が残されていました。休耕田が放棄
され約半世紀が過ぎた状態の湿地で、豊かな
湧水が北川の流れを作り出しています。地元
の人々にもあまり知られず、メダカ愛好家や
ごく一部の研究者がその存在を知る湿地でし
た。
　私たちが活動をはじめた頃、すなわち、後
に述べる発生土処分場建設事業計画が表面化
した頃、名前すら付いていなかったこの湿地
を「北川湿地」と名付けました。斜面林と合
わせても 25ha ほどの小さな湿地ですが、湿
地環境がことごとく失われた神奈川県では、
たいへん貴重な湿地と言えます。
　北川湿地は、神奈川県で２か所しか
ないメダカの自生地であり、サラサヤ
ンマ、シマゲンゴロウ、ニホンアカガ
エル、チャイロカワモズクなど、レッ
ドデータに挙げられる貴重な生物の生
息場所です。また、大規模なハンゲショ
ウ群落は、今日の首都圏ではたいへん
貴重です。
　夏には、ゲンジボタルやヘイケボタ
ルの乱舞が見られ、斜面林にはキンラ
ン、エビネ、マヤラン、ナギラン、ク
ロムヨウランなど貴重なランのなかま
も多く見られます。

　環境アセスメントの調査と私たち独自の調
査結果を総合すれば、少なくとも 96種もの
貴重種の生息がわかりました。北川湿地のす
ぐ南側の集水域は「小網代の森」と呼ばれ、
森と干潟が連続した貴重な生態系を有するこ
とから、平成７年に近郊緑地保全区域に指定
されました。
　また、北川湿地のすぐ北側の休耕田は、釜
田・池ノ上と呼ばれる谷戸で、種の保存法で
指定された貴重種オオセッカの越冬地利用が
確認されました。
　このように、北川湿地は、三浦半島の豊か
な自然の中核となる重要な湿地だと考えられ
ます。ただ、入り組んだ地形と生い茂る斜面
林に阻まれ、これまで人々にあまり気づかれ
ずにきたのです。
　平成７年には三戸地区は区画整理事業予定

北川湿地は貴重な自然がいっぱい

首都圏の谷戸

三浦市三戸の「北川湿地」

奇跡の自然をなぜつぶす
　　　　　　　　　　　　        　横山　一郎

（三浦・三戸自然環境保全連絡会代表）
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と聞いていたのですが、事業計画は明らかに
されていませんでした。
　ところが、平成 18年 10月、北川湿地が、
発生土（残土）処分場として埋め立てられ、
その後、宅地になるという事業計画が一気に
表面化しました。北川流域の下流半分は、す
でに農地造成事業として埋め立てられ、今で
は広大な飛行場のような農地にその姿を変え
ています。北川の水は農地造成された下の巨
大な暗渠を通り、相模湾に注いでいるのです。
　こんな状態で残されながら、多くの貴重種
がすむ首都圏の湿地、北川湿地。この「奇跡
の谷戸」を残すために結成された三浦・三戸
自然環境保全連絡会では、北川湿地の広報活
動と保全活動を行っています。

　発生土処分場建設事業の内容

　本事業の事業主は京浜急行電鉄 (株 )です。
当地は、昭和 45年の線引きにより市街化区
域に編入されました。少しずつ用地買収を進
めていた事業主は、農地造成地との換地など
を経て、現在では北川湿地を含む事業予定地
のほとんどを所有しています。
　つまり、休耕田からなる湿地や豊かな森林
でありながら、市街化区域の民有地での事業
だということです。事業主の開発の
よりどころは、この「市街化区域で
ある」ということがいちばん大きい
ようです。それならば、元凶は昭和
45 年の三浦市による線引きの変更
ということになります。
　事業計画では、建設工事に伴い副
次的に発生する土砂を受け入れる処
分場（21.8ha）を建設し、将来的に
土地区画整理事業により整備するた
めの、基盤整備事業として位置づけ
られるとされています。生物の多様
性や環境保全についての認識が高ま
りつつある昨今、これだけの規模の
自然破壊が進められつつある現実に

呆然とします。
　対象区域は、昭和 40 年代から土地利用の
あり方が検討されてきた「三浦市三戸・小網
代地区 (160ha)」の中に位置します。三戸・
小網代地区における開発および整備について
は、平成 7 年に京浜急行電鉄 ( 株 )、三浦市、
神奈川県の３者で調整し、次の 5 つの土地
利用計画に沿って事業が行われることになっ
たとされています。
　①農地造成区域 ( 約 40ha)、②三戸地区宅
地開発区域 ( 約 50ha)、③保全区域・小網代
地区 ( 約 70ha)、④都市計画道路西海岸線、
⑤鉄道延伸区域です。
　②における土地区画整理事業の基盤整備事
業として、今回 25ha の発生土処分場建設事
業が計画されました。容積は 218 万 m3 に
もなります。
　県環境影響評価条例による審査書では、「本
件事業は、（中略）この豊かな生態系の大部
分を喪失することとなるため、実施区域の
みならず小網代の森を含めた周辺地域の植物
や、動物の生育及び生息環境などに影響を及
ぼすことが懸念される。 
　また、実施区域外の蟹田沢（がんだざわ）
で行うとしている、ビオトープ整備を中心と

空から見た現在の北川湿地
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する環境保全対策については、（中略）多く
の課題があることから、その計画を再検討す
るとともに、実施に当たっては、事後調査に
より効果を検証しながら適宜、生育及び生息
環境の改善措置をとり、豊かな生態系を確実
に創出することができるよう最大限の努力を
する必要がある」というものでした。この指
摘は、評価書には反映されませんでした。事
業実施計画は粛々と進められ、まさに北川湿
地はいつ埋められ始めてもおかしくない状況
となりました。

　開発計画と生物多様性保全の間で

　本件に係る環境アセスメントの問題点とし
て、①実施区域に生息する生物の多数の確認
漏れがある、②生物への影響予測が過小評価
されている、③環境保全対策が実効性に欠け
る、④「環境影響予測評価書案の意見書に対
する見解書」に虚偽の記載がある、⑤不備の
ある評価書でも事業実施が可能な県条例であ
ることなど、事業主の環境アセスメントに対
する多数の不備や、制度上の問題点がみられ
ました。
　事業に伴う環境保全措置についても、適切
な調査や検証がされないまま計画されていま
す。事業実施区域 25ha に対し、事業実施区
域内の生物の移殖・移植先とされる海岸に近
い「蟹田沢ビオトープ」は約 3ha で、
量的にも質的にも明らかに不十分
で、代替地としてあまりにも不適
であると考えられます。
　問題点の詳細は紙面の関係でご
紹介できませんが、私たちのホー
ムページ等をご覧ください（「北川
湿地」で検索していただくと見つ
かります）。
　県や市が、過去の経緯から開発
計画を進める、あるいは容認の立
場をとる中で、昨年、生物多様性
基本法が制定され、来年には生物

多様性条約COP10が我が国で開催されます。
　
　私たちは事業主、環境省、神奈川県、三浦
市を相手に民事調停を申し立てました。その
中で、環境の世紀において、持続可能な社会
としての北川湿地の利活用、すなわち、北川
湿地を市民の自然観察会、子どもたちの環境
学習の場、グリーンツーリズムなどで活用す
る。
　近隣の小網代の森（近郊緑地保全区域）、
オオセッカの越冬する釜田・池ノ上の休耕
田、南関東最大級の弥生時代の拠点集落であ
る「赤坂遺跡」などをセットにした、エコパー
ク構想を事業主に対して提案しました。
　しかし、全く聞く耳持たずという姿勢で、
去る７月 23日、民事調停は不調のまま終わ
りました。
　企業の社会的責任（CSR）が重要とされる
今、湿地を残土で埋める行為は、それだけで
反社会的行為だと考えます。旧来の法律で事
業が可能という論理ではなく、事業主には環
境の世紀の企業としての判断をお願いしたい
ものです。
　私たちは、窮地に立つ首都圏の湿地の保全
を目指して、今後もシンポジウムや署名活動
を実施して参ります。どうかご協力ください。

処分場開発による埋め立て後予想図
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　ラムサール条約第 10 回締約国会議が
終わって、次の焦点は生物多様性条約の
COP10 となった。あらためてラムサール
COP10 の成果、特に採択された決議を見
てみたい。ラムサール COP5（釧路会議、
1993 年）以降、今回は初めて決議の日本語
版編纂作業が行われていないからだ。
　各国政府に湿地を守ると約束してもらい
たいという NGOの働きかけから、ラムサー
ル条約は誕生した。こうした条約の歴史を振
り返ると、日韓の NGOが実現に向けて協力
した水田決議（決議 31）や、韓国政府がイ
ニシアティブをとった「昌原宣言」（決議３）
の意義は大きい。
　しかし、ラムサール COP10 で採択された
決議は 32本ある。条約運用に関わる決議以
外にも、これからの湿地保全に重要な決議が
ある。
　ラムサール COP の決議は大別すると、条
約運用に関わる決議―予算や事務局業務―と
一般的な湿地保全に関する決議とに分けられ
る。条約運用決議はさらに、条約事務局や常
設委員会、STRP( 科学技術検討委員会 ) 等と
いった条約機関に関するものと、条約運営に
資金を提供している各締約国政府に関するも
のとがある。
　一方、湿地保全に関する決議は、条約の枠
組みを利用した湿地保全に関するものと、よ
り一般的なものとに分けられる ( 決議の分類

参照 )。
　いくつかの決議は複数の分野にまたがって

おり、日豪政府の努力も関係するフライウェ
イ決議 ( 決議 22) や水田決議は、一般的な湿
地保全に関連する決議としてとらえられるだ
ろうが、今後、条約の枠組み ( 登録湿地やワ
イズユース）に直接関連した決議として、発
展していく可能性がある。

  ラムサール条約は他の国際環境条約に比べ
ると、長い間隔 (3 年おき ) で締約国会議を
開催しており、その間の国連や他の国際環境
条約での議論や取組の影響も大きく受ける。
　また、COP9( カンパラ会議 ) から問題と
なった鳥インフルエンザの問題、今回のバイ
オ燃料のように、これら問題との関連から湿
地全般の役割を考える必要もある。
　特に国連や他の条約との関連では、政府
代表の中にもラムサールの枠組みで十分な議
論を、と考える人々もいれば、外の議論は外
でやってラムサールで扱う必要はない、と考
える人もいる。こうした意見の調整に時間が
かかってしまうと、ラムサール条約本来の取
組を議論する余地がなくなってしまいかねな

　　　　　　　　小林　聡史

（釧路公立大学教授）

ラムサール COP10 本会議

ラムサールCOP10決議についての再考
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い。
　実際に COP10 の閉会時では、条約の国際
パートナーNGOを代表してウェットランド・
インターナショナルから、個別の湿地につい
ての議論がほとんどなかったことが指摘され
た。確かに会議の内容をじっくり聞いていて
も、登録湿地、湿地の生態学的特徴の変化、
ワイズユースの議論は影を潜めたかのよう
だ。
　だが個別湿地の問題が扱われなかったか
らと言って、条約独自のコンセプトも議論か
ら抜け落ちていたのだろうか？採択決議のう
ち、条約の枠組みを活用した湿地保全に関す
るものを見てみよう。
　COP10 のテーマは「湿地の健全性と人々
の健康」だった。それはワイズユースの発
展形と考えて良い。今までの COP では主要
テーマに関する決議は最初、すなわち決議 1
となっていた。主要テーマに関する決議は、
常設委員会でも時間をかけて議論するし、メ
ディアの注目も浴びやすいからだ。
　しかし、COP10 では決議 1に登場するの
は、今回で 3度目となる『戦略計画』であり、
湿地と健康に関する決議は 23番目となって
いる。さらに、COP 内では最後の方で議論
されていた「昌原宣言」は、決議番号に欠番
が出来たとはいえ、これまでのように順次番
号をずらしていくのではなく、決議 3に抜
擢されている。
　これは、ある意味でわかりにくさも生じさ
せた。締約国政府や各国 NGO、湿地保全に
関わる人々は、COP10 以降、『戦略計画』に
示されている内容と、「昌原宣言」に示され
ている方向性のどちらを優先させればいいの
だろうか？　あるいは、両者は性格が異なる
ものなのだろうか？
　『戦略計画』の今後の目標 (ゴール )として、
1. ワイズユース、2. 国際的に重要な湿地 ( 登
録湿地）、3. 国際協力……といった内容が出
てくる。このほかにも、所管官庁や自治体担

当者の能力と保全管理の効率を高めていく目
標、もちろん非加盟国があれば、ラムサール
条約に加盟してもらうことなどが目標として
登場する。これまでに登場した『戦略計画』
と比べると、すっきりとわかりやすくなって
いる。
  一方、「昌原宣言」（決議 3付属文書）の内
容は、「水と湿地」、「気候変動と湿地」、「人々
の暮らしと湿地」、「人々の健康と湿地」、「土
地利用の変更」、「生物多様性と湿地」となっ
ている。
　「宣言」は、今までの取組の総括として
良くできている。バレンシア会議（COP8、
2002 年）の決議 1「水と湿地」、今回の主
要テーマ「人々の健康と湿地」、そして「気
候変動と湿地」（気候変動枠組み条約とラム
サール）、さらには「生物多様性と湿地」( 生
物多様性条約とラムサール ) と、より広い視
野から湿地保全に取り組むためのヒントがた
くさん含まれている。
　ラムサール条約の基本は『戦略計画』にま
とめられ、今後、各国政府や NGO、個別湿
地の管理担当者が取り組むべきより具体的な
課題が結集している。
　例えば、1. ワイズユース達成の目標の中
には、〈1.1.　2015 年までにすべての締約国
が完全な湿地目録を持つこと〉、〈1.2.  2015
年までに世界各地の湿地の変化を報告する
ことのできる世界的な湿地監視体制を築くこ
と〉、〈1.3. すべての締約国が「国家湿地政策」
をもつこと〉、が挙げられている。また、登
録湿地でも次期目標として、2500 カ所指定
が掲げられた。
　そして、湿地の価値への理解を深めてもら
う CEPA( 決議 8)、十分な議論ができなかっ
たものの、世界各地における湿地の現状を
知ることのできる「条約湿地の現状」( 決議
13) と、「生態学的特徴の変化に対応する方
法」( 決議 16)、これらは地に足のついた湿
地保全を進めるための重要決議だ。
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　また、これまで条約が取り組んできたアプ
ローチとして、存在意義の大きい「湿地と流
域管理」( 決議 19) もある。日本語になって

いないとはいえ、多少なりとも英語を理解で
きる人は多いはずだ。NGO や湿地保全に関
心を持つ市民に、ぜひ目を通してもらいたい。

会場の外では韓国 NGO や市民が大運河計画に疑問を表明

COP10 決議の分類（カッコ内の数字は決議番号）

Ⅰ . 条約運用のための決議
(a) 条約機関
　予算 ( 決議 2)
　条約および事務局の業務促進 (5)
　STRP( ９)
(b) 締約国政府
　地域イニシアティブ (6)
　民間企業との提携原則 (12)
　条約履行政府機関の役割 (29)
Ⅱ . 湿地保全のための決議
(a) 条約の枠組み
　『戦略計画 2009-2015』（1）
　「昌原宣言」(3)
　

　CEPA( ８)　
　条約湿地の現状 (13)
　生態学的特徴の変化に対応する方法 (16)
　湿地と流域管理 (19)
　湿地および人々の健康と福祉 (23) 
(b) 湿地保全全般 
　鳥インフルエンザ (21)
　気候変動と湿地 (24)
　湿地と「バイオ燃料」(25)
　湿地と資源収穫産業 (26)
　湿地と都市化 (27)
　湿地と貧困撲滅 (28)
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　２００９年夏、わたしたち「北限
のジュゴンを見守る会」は、沖縄本
島から高速船でわずか１５分の小さ
な離島で、ジュゴンと人々の関わり
の聞き取り調査を再開した。
　沖縄に現存するジュゴンの保護を
目的として１９９９年に「本土」で
保護運動を立ち上げた当会は、様々
な保護活動の一環としてジュゴンの
生きる社会の歴史文化的な側面の掘
り起こしが必須であると判断した。
　そして２００４年から一年間をか
けて琉球諸島に残るジュゴンの伝承
の聞き取り調査を集中的に行い、報
告書にまとめた。( 沖縄のジュゴン保
護のために確保すべき生息環境につ
いてのヒヤリング及び文献調査 2005
年 11 月）

　しかし、その年の春よりジュゴンの棲む
辺野古の海へ、米軍飛行場建設のための海底
ボーリングを防衛施設局が強行する動きに、
反対し、ジュゴンの海を守ろうとする住民た
ちと共に当会は現地で座り込み等の阻止活動
に参加するなど、新たな展開の中で調査は中
断せざるをえない情況に至った。
　幸い、住民の粘り強い抵抗と全国からの支
援の中で、２００５年の１０月には日本政府
は辺野古海上案を撤回せざるをえなくなった
が、米軍基地の再編計画の中で、新に辺野古
沿岸に基地建設の計画を推進、２００６年５
月日米政府は地元の頭越しに辺野古・大浦湾

に新基地建設を合意してしまった。

　歴史的文化調査に着手してからすでに 5
年近くの歳月が流れ、このまま放置すれば現
存するジュゴンと共に、この島に息づいてい
たジュゴンと人々との関わりさえ失われよう
としていた。沖縄防衛局の杜撰なアセスの調
査結果では、沖縄のジュゴンの最小個体数は
3頭であり、なおかつその 3頭の生息する海
域への「米軍基地建設は沖縄県全体のジュゴ
ンの個体群維持にほとんど影響がない」とい
う驚くべき予測、評価である。
　聞き取り調査で沖縄の各地を丹念に歩け

辺野古　のおばぁの遺言
～ジュゴンの未来に続く物語～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鈴木　雅子
（北限のジュゴンを見守る会代表）

解体されるボーリング作業台
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謎に包まれた生き物ジュゴン（撮影・石鍋武氏）

５年にまたがるジュゴンの歴史的文化調査

ば、かつて近くの浅瀬に寄ってきたジュゴ
ンの群れの記憶を甦らせた人々たちは、懐か
しさに溢れた眼差しの中で
「今は辺野古にいるなら何
がなんでも海を埋めてはな
らんよ」と明確に言い切る。
「昔は貴重なタンパク源で
ね、それはおいしかったよ
……」そして声をひそめて
「もう一度、食べられるく
らいに増えてくれるといい
ね」と、目を輝かせる。
　他方、幼い頃にジュゴン
を食べたことに心が痛み、
この海にもう一度ジュゴン
が安心して遊ぶ姿を取り戻
したいという。また、ジュ
ゴンは神様の使い、東海岸
の基地建設の災いを恐れる
神
カミンチュ

人にも出会った。

　中断していた調査を再開して間もなく、辺
野古集落で一番仲良しだったお年寄りが 90
歳で急逝した。こんなに早くお別れが来るな
らば、もっともっと話をしておきたかった。
　彼女の突然の死は、5年という歳月の重み
と、かけがえのなさを私に教えてくれた。忙
しさを理由にこの島に息づくたくさんの物語
を失おうとしていた。すでにどれだけの物語
や記憶が消えてしまっただろうか……。それ
でも今ならまだ完全には消えていない。その
記憶のカケラを拾い集め、この沖縄のジュゴ
ンの過去から現在、そして未来に続く物語を
紡げるなら……。
　これが大好きだった「辺野古のおばぁ」小
禄信子さんから託された「ヤマト嫁（日本の
お嫁さん）」の役割だ。
　月が変れば旧暦のお盆がやって来る。親し
かったたくさんの魂がこの島に還って来る。
（2009 年 8月 30日名護にて）
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　表浜海岸は、愛知県東部にある渥美半
島の太平洋沿岸約 57Kmの長い海岸線で
す。隆起した地形は連なる丘陵と海食崖
となり、荒々しい太平洋の波を受ける陸
との境界には、砂浜が長く弓状に続き、
空と海と陸の雄大な景観を創り上げてい
ます。
　世界でも 5 番目に長い海岸線を保有
する日本なのですが、今や海岸線のほと
んどは人工化が進められ、自然が保たれ
ている砂浜に至ってはわずかな距離しか
残っていません。北太平洋域でアカウミ
ガメの唯一の産卵地といわれる日本の砂
浜の現状として危惧される所以です。

　湿地としての砂浜

　一般的に、他の湿地に比べ、砂浜にはあま
り生き物がいないと思われがちです。砂浜は
他の湿地に比べ、波浪や風などの環境変動が
大きく、一定どころか常に動的な環境と言え
るのでしょう。
　そのような動的な環境であることで生物な
どの観察が困難なこともあり、結果として資
料や文献なども非常に少なく、誤った認識が
生み出される原因となっているようです。同
様に砂浜の印象は、あたかも単調な景観から
変化が無いと判断されてしまうようです。
　しかし、表浜海岸では、特に外洋に面した
砂浜をよく観察すると、様々な生き物や植物
の繋がりと拡がり、そして砂浜特有の緩やか
な推移から、様々な連続性を見出すことがで
きます。例えば春から夏にかけて波打ち際で

は、砂表をよく見ると無数の小さな穴と元気
よく跳ねるハマトビムシを見つけることが容
易です。
　波打ち際では海洋から漂着した海藻や魚の
死骸などを食す、小さな浜辺の生き物が無数
に生息しています。生物による分解力と共に
打ち上げられる波によって砂浜は、大きな浄
化能力を持ち、大きな分解・濾過システムと
して働きます。
　分解された成分は植物・動物性プランクト
ンへと繋がり、そのプランクトンを補食する
沿岸砂州内の仔魚・小魚から、さらに沖合の
大きな魚へと、食物連鎖は海洋に繋がってい
きます。その命の繋がりの延長線上にアカウ
ミガメが存在しています。
　陸側にも同様に繋がりが展開され、前浜か
ら波の遡上限界線の後浜、そして砂丘から最
前線の植生が始まります。砂浜に強いコウボ
ウムギが先に定着し、砂丘が形成されるとハ

〈愛知・渥美半島表浜海岸〉

湿地としての砂浜とアカウミガメ
　　　　　　　　　　　　　　　　 田中　雄二

（ＮＰＯ法人表浜ネットワーク代表）

アカウミガメの産卵地　表浜海岸
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マニガナやハマヒルガオなど低
層を覆い、さらに安定した砂丘
となります。
　そして少しずつ背を伸ばした
ハマエンドウやケカモノハシ、
さらにシャリンバイやトベラな
どの低木に移り、背後の丘陵で
は亜高木から高木に推移してい
きます。
　このような植生の繋がりを利
用して、アカテガニなどの小動
物が移動しています。表浜海岸
は、他にはない背後地まで連続
する理想的な海浜環境を形成し
ています。
　砂浜はウミガメだけでなく、私たち社会
にも大きく関係しています。外洋に面した砂
浜には、沿岸流によって作り上げられる沿岸
砂州があります。この沿岸砂州は砂浜と対に
なっており、波浪や潮位変動によって砂の交
換をしながらお互いを形成しています。
　台風など波浪時には沖の沿岸砂州が砕波
し、緩やかな傾斜の砂浜が静かに白波を吸収
するという、海と陸の緩衝材でもあり、防災
としても機能しています。
　さらに沿岸砂州の浅瀬域は、私たちの日本
の食卓を長年支えてきたイワシ、サバ、アジ
などの近海の魚種の生育場でもあり、砂を含
む様々な物質交換が砂浜では常に起きて生命
を育んでいるのです。一見、単調に思われが
ちな砂浜は、実に動的な環境なのです。

　表浜海岸の指標アカウミガメ

　私たちは、アカウミガメを表浜海岸の指標
として見守っています。アカウミガメは生涯
のほとんどを海中で過ごしますが、産卵時に
は必ず陸に上がらなければなりません。
　しかし、ウミガメの四肢は海の生活に適
したヒレ状化し、陸上を上手く進むことがで
きません。アカウミガメは日中の賑わいが静

まった夜に、海から砂浜を目指して上陸しま
す。海中から出ると、浮力を失った重い体を
押し寄せる波に押され、緩やかな砂浜の斜面
を進みます。前肢と後肢で交互に砂地を押し
出しながら重い体を引きずりながら浜奥を目
指します。もし、これが柔らかい砂浜でなかっ
たならば、ウミガメはこのように進むことが
できないでしょう。
　高潮や波に流される恐れのない、産卵の条
件に満足できる安定した緩やかな傾斜の砂丘
を探します。場所に満足すると、体を支える
ように身が沈む穴（ボディーピット）を前肢
で掘り出し、ほどよく体が支えられるまで沈
ませたら、後肢を上手く使い産卵巣を掘り出
すのです。その作業は見事で、後肢のヒレを
まるで手のように丸めて使い砂を掘り出しな
がら掴んだ砂をすくい出し、そして別の後肢
を掘り出している穴に入れる時は、丁寧に周
りの砂が落ちないように払いのけてから作業
を続けます。
　砂の特性を熟知した一連の作業を見ている
と、ウミガメの遺伝子の中にまで砂浜との関
係が浸透していることが理解出来ます。砂浜
が一連の産卵行動の条件を満たしていれば、
他の生物や植物も保たれた健全な海浜環境と
評価できるのです。

アカウミガメの産卵調査
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　ムダにムダを重ねる徳山ダム導水路

　徳山ダム導水路（木曽川水系連絡導水路）
事業は、長良川河口堰、徳山ダムに続く「ム
ダにムダを重ねる」事業として市民から批判
を受け、着工が 1年延期され今日に至って
います。
　徳山ダム導水路は、徳山ダムに貯められた
水を毎秒 20ｍ３（利水 4.0、環境改善 16.0）
木曽川に流すように作られ、途中、鵜飼場の
直上流岐阜市北部で長良川に毎秒 4.7 ｍ３放
流し、下流の羽島市あたりで木曽川に放流す
るものです。濃尾平野の北外延の山中を延長
43ｋｍ、直径約４ｍのトンネルで高低差 50
ｍを自然流下させます。
　総事業費は 890 億円。2015 年完成をめ
ざしています。事業の目的は、愛知県、名古
屋市の都市用水確保と異常渇水時における河

川環境改善のための放流です。
　しかし、愛知県、名古屋市の水需要は減少
傾向にあり、新規水源の確保の必要性は全く
ありません。一日最大給水量の 1.8 倍もの水
利権を持つ名古屋市は、10 年以上前に運用
を開始した長良川河口堰の水も一滴も使って
いないというのが現実です。
　この導水路事業の最大の目的である「渇水
時の環境改善のための水」も、徳山ダム建設
直前 1996 年に名古屋市が「建設負担に耐え
られない！」と返上したもので、誰も要らな
い水です。国はこの返上分を導水路で「木曽
川のヤマトシジミを守るため」として、渇水
時に毎秒 16.0 ｍ３流そうというのです。「い
らない水」が、税金負担の「環境改善」に
化けたというのが今度の導水路計画の本質で
す。
　河口堰建設で長良川のヤマトシジミを絶滅
させた国がこのことには口を閉ざして、今度
は徳山ダムの水で「木曽川のヤマトシジミを
救おう」と言うのですから驚きです。

　河口堰で傷ついた長良川

　長良川は河口堰が建設され海と切り離され
ました。汽水域は死の水域となりました。堰
下流にはヘドロが溜まり生物が見当たりませ
ん。ヘドロには無数の穴が見られますが、そ
れはメタンの吹き出し口です。
　堰上流は真水となりヤマトシジミは消滅し
ましたが、淡水性のマシジミも 20km 上流
まで見当たりません。両隣りの木曽川、揖斐
川とは全く違う状況になってしまいました。

長良川に徳山ダムはいらない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    武藤　仁

（長良川市民学習会事務局長）

木曽川水系連絡導水路の概要
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　「アユも変わってしまった」と上中流の漁
師や釣り人が嘆いています。市民学習会でも
何度も実態報告がされました。

　しかし、河口堰ができてアユは小さくなり
数は減っことははっきりしているが、なかな
かその理由を明確にすることは難しいようで
す。心配です。

　長良川が用水路に

　さて、徳山ダム導水路は 2006 年「第６回
徳山ダムに係る導水路検討会」で「上流一通」
案が有力として国、三県一市で合意がされま
した。ところが、2007 年 8月第 7回検討会
では、一変して一部を長良川に経由させる「上
流分割」案が最終案として合意されました。
　「えっ！長良川に徳山ダムの水が？」市民
にとっては全く寝耳に水。「なんで？アユは
大丈夫？鵜飼はどうなるの？」首をかしげ怒
りの声を上げました。
　この計画では ,
渇水時の長良川の流水は 4割以上が冷たく
濁った徳山ダムの水になる。長良川が用水路
になってしまいます。
　2007 年 12 月市民有志で ,「長良川に徳山
ダムの水はいらない」市民学習会実行委員会
（以下、「長良川市民学習会」という）が発足
しました。市民学習会は事業の説明を国に求
めるとともに、幅広く市民に呼び掛け学習会

を繰り返しました。2008 年秋には岐阜県議
会に対し、「導水路事業合意の撤回」を求め
る請願を約 2万 5千の署名を添えて行いま
した。
　議会は請願を否決しましたが、岐阜県は県
民の声を無視することはできず、「国から環
境に影響がないという県民に納得ができる説
明がない限り着工を認めない」とする姿勢を
示しています。
　長良川市民学習会は、国に対して「長良川
に流すことになった」理由と経過を求め交渉
を繰り返しました。事実経過を隠し続けた国
も市民の強い声に押され、ついに情報を開示
しました。
　公開資料から以下のことが明らかになりま
した。長良川を経由させることにより下流導
水施設が建設される。ここに長良川から木曽
川へのルートが実現し、これまで殆ど使えな
かった長良川河口堰の水を木曽川に流入させ
愛知県、名古屋市の取水が可能となる。
　長良川を経由させる導水路構想は、国民に
「環境破壊・無駄な公共事業」のレッテルを
貼られた、長良川河口堰の負の遺産を拡大す
る狙いがあったのです。まさに導水路事業は
暗い過去を背負った事業です。

長良川河口から 4km の川底のヘドロ

メタンの吹き出し口が見える

（2009 年 6 月 27 日粕谷氏撮影）

長良川を海と切り離した河口堰
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　導水路中止、河口堰ゲートの開放へ

　5月 15 日「名古屋市導水路から撤退」の
新聞一面トップ記事は、市民をビックリさせ
ました。河村たかし新市長の撤退表明です。
　私たちはこの表明を大歓迎します。現在、
市上下水道局の役人からも三県知事からも撤
退声明に対する反発は強く、予断を許さない
状況にあります。しかし、「撤退ルール」が
法的に確立している今日、名古屋市が撤退す
ることは可能です。
　また、この事業は調査段階で工事費は数
パーセントしか使っていません。今こそ止め
るチャンスです。名古屋市だけの撤退でもこ
の事業は「見直し」となります。そうなれば、
「それでも建設する」と言える余裕のある県
はありません。

　6月には愛知県を相手に導水路事業の公金
支出差止請求を求める住民訴訟が起きていま
す。ムダにムダを重ねる徳山ダム導水路事業
中止の展望は大きく広がっています。
　導水路中止でムダな事業のツケは次世代に
回さない。そして、私たちは河口堰ゲートの
開放へと前進し、次世代に大事な川の自然を
残したいと思っています。

 

日本湿地ネットワーク2009年度総会＆シンポジウム終わる

　9 月 5 日（土）、長崎県諫早市で午後 12 時 30 分より 2009 年

度総会を開催。議案の審議を行い、出席者数は３０名でした。

議案である決算報告、予算案、役員改選、規約改正小委員会の

設置について審議され、承認されました。１時 45 分閉会。ご多

用のところ、ご出席ありがとうございました。

　総会終了後、日本湿地ネットワーク（代表・辻淳夫）と諫早

干潟緊急救済本部（代表・山下八千代）は、午後 2時よりシン

ポジウム「諫早を考える」を開催。100名以上の参加がありました。

鹿児島大学教授の佐藤正典氏より「山下弘文氏と歩いた諫早湾

の美しい泥干潟」と題した講演で「日本一の干潟を取り戻せば、

有明海と漁業は復活する」と力説。

　ＪＡＷＡＮ会員の時津良治氏より「諫早湾干拓事業の現況報

告」のプレゼンがありました。会場より各地の報告、有明海の

漁師さんより現況と今後の展望について発言が活発に続き、排

水門開門の早期実現を訴えました。また、関西地区より大阪公

演出演者有志（３０名）による歌とダンス「ムツゴロウ・ラプソディ」のミニ上演がありました。

　中身の濃いシンポジムとなり、翌日には毎日新聞、読売新聞などに報道されました。

　翌日 9月 6日（日）、バス見学を行い、中央干拓地内、潮受堤防道路、竹崎漁港（竹崎城）、小

江干拓地などを廻りました。午後 1時過ぎ諫早駅にて解散となりました。（写真撮影・土橋淳氏 )

総会の様子

ムツゴロウ・ラプソディ
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　「海は広いな大きいな」。
　でも海底の大部分は、深く
て、真っ暗闇。そこは生物が
乏しい砂漠のような世界（海
の平均水深：3800m）。太陽
光が届く陸のまわりの浅い海
にこそ生物がたくさんすんで
いる。河口の干潟は、生物生
産力がとりわけ高い所。そん
な豊かな世界は、広い海全体
のごく一部だけに限られる。

　砂干潟と泥干潟

　干潟は、底質粒子の違いに
よって、砂干潟と泥干潟に大
まかに分けられる。アサリやハマグリが多産
する砂干潟では、その清冽さに魅了される。
　一方、ハイガイやアゲマキが多産する泥干
潟には、「濁り」がもたらす独特の豊かさが
ある。日本の内湾は、その両方に恵まれてい
た。それによって内湾の高い漁業生産力が維
持されてきた。
　日本人は、昔からその恩恵を受けてきた。
縄文時代の貝塚からは、砂干潟の貝も泥干潟
の貝も両方見つかる。しかし、今日、多くの
干潟は失われた。とりわけ、泥干潟の消失、
劣化は著しい。泥干潟は、内湾奥部の河口域
上部に発達しやすいからだ。そこは都市開発
や汚染など人間活動の影響を最も強く受ける
ところである。

　有明海の広大な干潟

　有明海の干潟面積（日本の全干潟の約4割）
は、日本の内湾中で最大である。九州一の大
河川である筑後川などの流入によって、大量
の砂泥が供給されていること、干満差が日本
一大きいこと（大潮時最大で 6m以上）、そ
して、内湾地形が遠浅であること、これらの
「天の恵み」が広大な干潟を生み出している。
そのうち、砂干潟は、主に東岸（熊本県沿岸）
に発達し、泥干潟は、主に奥部（佐賀県から
諫早湾沿岸）に発達している。これはなぜか。
　主な河川のほとんどは、有明海の東岸に流
入しており、阿蘇山系の砂泥粒子を運んでく
る。その砂泥が、毎日の強い潮汐と有明海全
体の半時計回りの水の動き（恒流）によって

故山下弘文氏と歩いた

諫早湾の美しい泥干潟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佐藤　正典

（鹿児島大学理学部教授）

９月５日、シンポジウム「諫早を考える」基調講演

講演する佐藤正典教授
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ふるい分けられ、主に東岸に砂が、奥部西側
に泥が堆積するのである。
　この水の動きによって、最も細かい泥の粒
子が最も遠くまで運ばれて堆積した所、それ
が諫早湾の泥干潟であった。それゆえ、ここ
の泥は他のどこよりもきめ細かく軟らかだっ
た。

　諫早湾での出会いと別れ

　1994 年春、私は、初めて山下弘文さんに
お会いし、諫早湾の干潟を案内していただい
た。それ以来、私たちは、何度も干潟に通い、
宝探しのように泥を掘り返し、珍しい種を採
集した。潮が引くと、泥干潟は水平線のかな

たまで広がった。
　地元の人が「ガタ」と呼ぶその泥
を手に取ると、ふんわりと柔らかく、
ソフトクリームのような心地よさ
だった。「ヘドロ」とは異なり、全く
臭くない。それは、人間の汚染とは
無縁の、自然の恵みが生み出した「生
きた泥」なのだ。泥の中からは、さ
まざまな貝類、カニ類、ゴカイ類な
どが見つかった。
　秋には、特産の塩生植物シチメン
ソウが美しく紅葉し、その先にはお
びただしい数の渡り鳥が群れていた。
寒い冬の調査では、「カキ小屋」に寄
るのが楽しみだった。たき火にあた
りながら、泥干潟に生息する特産カ
キ（シカメガキ）を焼いて食べるので
ある。普通のマガキよりも小さいが、
はるかに美味だった。
　しかし、湾を閉め切る全長 7kmの
堤防の工事が少しずつ進み、ついに、
1997 年 4 月、湾が完全に閉め切ら
れた。干潟の上部は干上がり、その
下部は淡水のよどんだ池（調整池）
になってしまった。おびただしい干
潟生物が、調査不十分のまま全滅し

た。
　内湾の富栄養化を抑制する水質浄化の場で
あり、魚介類の産卵保育の場としても機能し
てきたこの干潟生態系の破壊は、有明海奥部
の漁業（魚介類生産力）に壊滅的な打撃を与
えた。

　諫早湾と瀬戸内海、名古屋、ウィーン

　を結ぶ糸

　私たちは、諫早湾と有明海最奥部（佐賀県
から福岡県大牟田市）の泥干潟だけに生息し
ている特産のゴカイ（アリアケカワゴカイ）
を発見した。それは、失われた諫早湾干潟
に最も多かった。最近の調査によって、この

有明海の干潟の底質による区分
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ゴカイがかつては瀬戸内海や伊
勢湾にも生息していたことがわ
かった。
　岡山県児島湾と名古屋（熱田
神宮前）の干潟から採集された
100 年以上も前の標本が、東京
とウィーンの博物館に残ってい
たのだ（これらの干潟は干拓や
埋め立てによってすでに消滅）。
　有明海奥部の泥干潟は、日本
中で生息場所を奪われた多くの
種（アリアケカワゴカイ、ハイ
ガイ、シチメンソウなど）が今なお生き残っ
ている場所だったのである。諫早湾はそんな
生物の宝庫だった。そこが失われた今、泥干
潟特有の多くの種（日本の個体群）は、絶滅
の危機に瀕している。

　韓国スンチョン干潟：諫早湾のもう一

　つの選択

　今、諫早湾の閉め切り堤防内に海水を入れ
て潮汐を戻してやれば、干潟は生き返るだろ
う。堤防の外にかろうじて生き残っている種
の幼生が潮に乗って入ってくるからである。
何年先になるかわからないが、今干上がって
いる場所にも、やがてはムツゴロウやシチメ
ンソウやアリアケカワゴカイが帰ってくるだ
ろう。こうして多くの種の絶滅が回避されれ
ば、将来、日本中に元来の泥干潟の生態系を
復元できるかもしれないという希望をつなぎ
とめることができる。

　諫早市は、環境復元のシンボルとなり、そ
の美しい泥干潟を見るために、世界中から人
がやってくるだろう。さらに、諫早湾の干潟
生態系の復元は、危機にひんした有明海奥部
の漁業の再生のために大きな効果をもたらす
だろう。
　韓国南部のスンチョン市では、市長が先頭
に立って、干潟を保全、あるいは復元する政
策を強く進めている。その干潟は、閉め切り
前の諫早湾によく似た泥干潟であり、その上
部は、シチメンソウやヨシ原に広く覆われて
いる。そこには木道が整備され、年間 290
万人もの見学者が訪れている。
　諫早湾にもこのような選択肢があったはず
だ。その道は、まだ閉ざされたわけではない。

泥干潟でのみ生息する、アリアケカワゴカイ

　私は十勝自然保護協会に所属しております。かつて「士幌高原道路」（大雪山国立公園内）反対
の署名をＭさんにご協力していただいて以来、時々交信しています。上関町の「原発建設計画中止」
の署名を取り敢えず10筆お送りします。追加は後程、まだ時間の余裕はあるものと思っております。
　上関がどこにあるのか、多分日本海側だろうと思ったら、瀬戸内国立公園なので驚きました。そ
れから長島で連想されることに紀伊長島町は町を二分する闘いの末、原発計画を止め、今は「太陽
と緑と古道」の町になっています。瀬戸内国立公園を守るため、ご健闘をお祈りしています。

佐藤与志松氏（北海道音更町）　2009 年 7月 14日

読者の声
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　藤前干潟保全の経緯

　藤前干潟は、伊勢湾の最奥部に広がる干潟
です。伊勢湾奥には木曽・長良・揖斐の三つ
の大河川が流れ込んでおり、そこに形成され
た広大な湿地・干潟は古くは「あゆち潟」と
よばれていました。江戸時代中期からの新田
開発・高度成長期の干拓事業等で陸地化が進
められた結果、現在の海岸線ができてきたわ
けですが、その最後の残存部分が「藤前干潟」
ということになります。
　「藤前干潟」の名が知られるようになった
のは、1980 年代半ば、名古屋市が干潟を埋
めて廃棄物処分場を建設するという計画を立
て、それに対して干潟保全を求める運動が起
こったことによります。それはちょうど全国
各地で起きていた自然保護運動の一環として
社会問題化し、名古屋周辺の長良川河口堰・
海上の森（愛知万博）の問題や、また湿地
関係では諫早湾や三番瀬などと並んで注目を
集めるようになりました。1990 年代を通し
て論争は続きましたが、国内外の幅広いネッ
トワークの協力があり、いくつかの幸運も重
なって、最終的に藤前の埋立計画は中止され、
保全されることになりました。
　1999 年の計画撤回を経て国指定鳥獣保護
区の設定、2002 年には周辺も含めて 323ha
がラムサール条約に登録され、国・地元自
治体・市民団体等でつくる「藤前干潟協議
会」であり方を考えるというシステムが作ら
れました。なお、これを契機に名古屋市はご

み減量をはじめとする環境行政重視の方向性
を打ち出し、その流れが来年の「生物多様性
COP10」につながっています。

　ガタレンジャーの活動

　さて、保全実現とともに、いわゆる「ワイ
ズユース」の一環としての現地見学の要望が
多くなってきました。私たち「藤前干潟を守
る会」では、それ以前から干潟の価値を伝え
るための観察会（干潟探検隊）を休日中心に
随時開催していましたが、特に学校の校外学
習としての利用など、平日の見学が多くなっ
てそれまでの態勢では対応が難しくなったた
め、現地カイドの増員が急務となりました。
そこで、ボランティアガイドの養成をめざ
して立ち上げたのが「ガタレンジャー養成講
座」の事業です。アメリカの国立公園で来場

ラムサール条約湿地「藤前干潟」
～保全後の状況とこれから～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　亀井　浩次

（ＮＰＯ法人藤前干潟を守る会理事）

ラムサール条約に登録された藤前干潟
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者の対応やフィールドの管理を行う「パーク
レンジャー」の制度に倣い、干潟環境に特化
した「干潟のレンジャー」として活動できる
ことをめざした独自資格です。ラムサール条
約登録の 2002 年に第１回を実施。今年で８
回目となりますが、４日間（２日×２回）で
計３５時間程度の講座を行い、全課程受講で
「ガタレンジャー」として認定しています。
　現時点での修了者は計 63名。当会の主催
企画である「干潟の学校」（観察会その他の
活動の総称）のスタッフ業務のほか、学校
や各種団体の依頼による「体感学習」の指
導や、また環境省の現地施設「稲永ビジター
センター」「藤前活動センター」に職員とし
て常駐して来館者対応をする、というのも重
要な活動です。最近では他地域からの参加者
もあって、必ずしも修了者がそのまま藤前の
フィールドで活動する、というわけではあり
ませんが、「ガタレンジャー」としてそれぞ
れの地域での活動を担っていくというのも、
それはそれで有意義ではないかと思っていま
す。

　問題点と今後の展望

　保全が実現してセンターもでき、多くの利
用者を受け入れて社会的に評価され…と、い
いことづくめのようにも見えますが、干潟の
状況としてはむしろ悪くなっている、という
のが正直な現状です。
　特に 10年前の「東海豪雨」後の生態系の
変化は大きく、ゴカイ類が激減してしまいま
した。またここ数年、ヤマトシジミが激減し
てほとんどソトオリガイに置き換わってしま
うなど、生物相が不安定になっている、とい
うことを実感しています。それらとの因果関
係は明確ではないものの、鳥類、特に藤前を
特徴づけていたハマシギの飛来数も減ってき
ており、全体として楽観できない状況にあり
ます。
　ひとつの原因として考えられるのが、藤

前干潟周辺の伊勢・三河湾の環境悪化、とり
わけ「貧酸素水塊」の多発の問題です。閉鎖
性水域の富栄養化の結果、大量発生したプラ
ンクトンが水中の酸素を消費し、特に夏期に
は湾内のほとんどの部分が貧酸素状態になっ
ているということが、近年の調査で明らかに
なっています。その貧酸素水塊が海流により
移動することで、多くの底生生物が死滅する
と考えられます。
　問題の解消には干潟・藻場・浅海域の確保
が重要であり、湾奥の小さな干潟が保全され
ただけで解決できるようなものでもありませ
ん。水域全体、ひいてはそこに流れ込む河川
の流域まで含めた「生態地域」全体での再生、
という視点が必要ではないか、ということで、
当会ではここ数年、地域内のさまざまな団体・
個人とネットワークを組んで、「伊勢・三河
湾流域ネットワーク」としての活動を展開し
ています。
　「干潟」はそれだけで存在しているのでは
なく、そこに流入する河川を通じて源流の森
や流域の町とつながり、そこから海へ、さら
には渡り鳥を介して世界の湿地ともつながっ
ています。このような「つながり」の象徴と
して、それぞれの有機的なつながりを回復し
ていく「要」の役割を果たすことが、今後の
「藤前」に求められているものでしょう。

ガタレンジャー養成講座
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INFORMATION

■ 2009 年度会費納入まだの方はお早めに

　ＪＡＷＡＮ会計は厳しい状態が続いています。
　みなさまの会費がＪＡＷＡＮの活動の推進力と
なります。今年度会費納入の方は、10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 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
　10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！

　2009 年 2 月から 2009 年 9 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致します。（敬称略）
　橋口日出夫、田原悦子、山本英司、加山ひさの、
三谷親子、大野千代子、細川佳代子、森本佐和子、
石附孝子、伊藤昌尚、沢田文夫、安部斎、神武、
浜田川遊船協会、中垣善彦、北九州いのちと自然
を守る会、大島弘三、坂田輝行、高谷記史、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）

■ＬＩＶＥ！憲法ミュージカル 2009 公演案内

　生命の物語「ムツゴロウ・ラプソディ」

　11月７日（土）昭島市民会館（昭島市）
　＜開場 PM3：00　　開演 PM4：00＞
　15日（日）パルテノン多摩（多摩市）
　＜開場 PM3：00　　開演 PM4：00＞
　21日（土）飯能市民会館（飯能市）
　＜開場 PM5：00　　開演 PM6：00＞
　（ＪＡＷＡＮはブ－ス出展参加します。）
　23日（祝）武蔵野市民文化会館（武蔵野市）
　＜開場 PM3：00　　開演 PM4：00＞
　29日（日）立川市民会館（立川市）
［昼公演］開場 PM2：00　　開演 PM3：00＞
［夜公演］開場 PM5：30　　開演 PM6：30＞
一般：2,500 円（当日 2,800 円）
高大学生：2,000 円（当日 2,200 円）
中学生以下、障がい者：1,500 円（当日 1,500 円）
【問い合わせ 電話 042-512-8077 FAX 042-512-8078】

◆編集後記

　総会＆シンポジウムが諫早市で開かれ参加しま
した。有明海の漁師さんの言葉から「開門への最
大の機会」という切実な気持ちを受けとめました。
開門が実現すれば、諫早湾の干潟復活の第１歩が
始まるというのがみんなの意見でした。
　会場でいくつもの署名（神奈川北川湿地、上関
町原発、福山鞆の浦、小豆島内海ダム、福岡こど
も病院、博多湾クロツラヘラサギ）をお願いしま
したところ、たくさんのご協力をいただきました。
ありがとうございました。（恵）
　9月７日、朝日地球環境フォーラム「京都から
コペンハーゲンへ－ＣＯＰ 15 への提言」を聴講
しました。政権交代の影響を実感しました。
　オープニングスピーチで、民主党鳩山党首は、
中期目標として 2020 年までに CO2 を 25％削減
すると講演しました。出席していたＩＰＣＣパ
チャウリ議長は、すぐさま歓迎の意を表し、その
後のシンポジウムの議論を活気づかせました。
　もっと元気づいたのは、同席していた国連気候
変動枠組み条約のイボ・デボア事務局長でした。
「日本の 25％削減目標は、国際社会でのリーダー
シップとなりうる」と期待感を強くしていました。
　日本の産業界から疑問と反発が出るのは当然で
したが、メディアの反応は総理の公式発言と同じ
ような扱いでした。観測衛星「いぶき」のパネル
や「触れる地球」の話も面白かったですね。一般
参加者の席は、数百人がぎっしり詰めかけていま
した。しかし、広い前列の協力団体・招待企業の
席は、まばらで隙間が目立ちました。日本の産業
界の意識の現状ではないでしょうか。
　次号通信95号は12月下旬の発行予定です。日数
が短いのでよろしくご支援お願いいたします。（昌）

編集後記

＜読者の声・記者の眼＞募集！

　投稿文や写真を歓迎します。

　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。

　写真は、撮影者・撮影日・撮影場所と、30 文字以内

のコメントを添えてメールにてお願いします。

　　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）

モニタリングサイト 1000 沖縄のお知らせ

（シギ・チドリ類調査交流会の開催）

2009 年 11 月 15日（日）交流会　
　　　  那覇市「沖縄県市町村自治会館」
　　　  午前 10：00～午後 5：00


