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水産生物の乱獲と海洋保護区
向井

宏

（海の生き物を守る会代表）

日本人は魚食民族だと思われている。しか

ら魚類の資源は減少している。需要の増大の

し本当は、日本人は米と野菜を主とした食文

初期には、資源はほぼ無尽蔵と考えられてい

化を持った民族であり、もともと魚をそれほ

たが、その過ちはまもなく気づかれるように

ど食べていなかった。ふだんは米や雑穀を食

なるが、消費者はほとんど気づいていない。

べ、タンパク源として口にするのはイワシの

今でも魚は無尽蔵だと思っている消費者は少

丸干し、アジの干物、ダシに煮干しや鰹節を

なくない。

使う程度であり、むしろ畑の肥料など非食需

漁業における技術革新も進んだ。カンで漁

要が大きかった。東北や北海道では大量のニ

場を選び、風まかせだった漁業は、今では１

シンを捕獲したが、その大部分は肥料として

匹の魚さえも識別できる魚群探知機を備え、

使われた。魚食文化とはとても言えない（山

位置も人工衛星を利用した GPS で、海の上

内 , 1997）。

でさえ cm 単位で特定できるようになった。

それが今のように魚を大量に食べるように

網の漁獲効率も極端に上昇し、魚を１匹残ら

なったのは、太平洋戦争に負けアメリカ軍に

ず獲ることさえも不可能ではなくなった。か

占領された後、欧米、とくにアメリカの食文

つては、漁業で魚が絶滅することなど考えら

化がどっと入ってきたことから始まった。ア

れなかった。なぜなら、少なくなった魚を獲

メリカが日本に持ち込んだ肉食文化は、それ

ることは、技術的にも難しく、経済的にもペ

までの日本人の米と野菜の食文化に、大量の

イしないから、絶滅するまで獲ることはあり

タンパク質食材を食べることを教えた。日本

得なかったからである。

人の多くは日常的に高価な肉を食べることは

しかし、今では絶滅するまで魚を獲る技術

できず、代わりに魚を食べた。そのために魚

ができた。もっともわかりやすい例が捕鯨で

の消費量は急激に増加し、需要に応じて魚の

ある。昔は、捕鯨は漁師が突き銛１本で近海

水揚げも急激に上昇した。

のクジラを捕った。

その後は日本の経済状況が好転するに伴

そのような伝統的な捕鯨によっては、クジ

い、日本人の魚の消費量は日の出の勢いで上

ラが絶滅することはほとんど考えられなかっ

昇し、日本国内の生産では間に合わず、公海

た。それが大砲を改造した銛砲を使うように

や外国の領海でも漁獲をし、さらに不足分は

なり、捕獲効率は急上昇した。見つけたクジ

輸入に頼るようになった。そのうち、日本人

ラを逃すことは少なくなった。また、クジラ

の食が肉食に偏るようになり、肉の消費量が

を見つける手法も格段に上昇した。今では人

魚の消費量を上回るようになり、日本人の体

工衛星を用いてクジラの群泳を見つけること

格も大きくなった。

も可能になった。そのような技術革新で、世

水産物の需要がきわめて大きくなったにも

界中の海に捕鯨船が出かけ、南極海までクジ

かかわらず、いや、それ故に、日本の周辺か

ラを捕りに行くようになった。クジラが急激
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図１ 有明海のアサリ（下）と二枚貝全体（上）の漁獲量の変遷。
1980 年代から大幅に減少した。

に減ったのは当然のことであるし、シロナガ
スクジラなど絶滅寸前のクジラの種は多い。

なってきている。
世界の漁業による水産物水揚げ量は、最近

クロマグロがクジラと同じ運命をたどってい

急速に水産物の消費が伸びてきた中国を除く

る。

と、1980 年代から明らかに漁獲量は頭打ち

クジラやマグロだけではない。多くの魚で

から減少に向かっている。これは漁獲努力や

資源の減少が続いている。プランクトン食の

漁獲技術の発達にもかかわらず減少している

浮き魚類については、漁獲の影響がどのくら

もので、漁獲努力あたりに直すと明らかに急

いあるのか、まだ科学的には論争が続いてい

激な減少となる。このことは資源量の減少を

るが、マグロやカツオなどの魚食性大型魚類、

表していると考えて良いだろう。

沿岸の磯魚類などは明らかに減少が続いてい

図 2 を見るように、近年の日本の水産業

る。近年になって二枚貝資源が急速に減少し

は養殖業に依存するところが大きい。養殖業

ていることも注目される（図１）。

は比較的安定した水揚げを確保できるので、

あらゆるグループの水揚げ量は、技術が進

水産資源の減少を補ってきた。しかし、養殖

んだにもかかわらず、減少の一途をたどって

は沿岸の環境に大きな負荷を与えてもきた。

いる。とくに、1980 年代からその傾向は顕

魚類養殖を行う内湾では有機汚染が進み、海

著になってきた。それまでの減少は、自然の

底はヘドロで覆われるようになった。赤潮は

変動の一環と見えなくもなかったが、1980

頻発し、養殖業そのものにさえ大きな被害を

年代以降の変化は、明らかにそのレベルを

及ぼすようになった。

逸脱していると思われる。それが乱獲による

エビの養殖は、東南アジアなどでマング

ものか、それともほぼ時を同じくして顕著に

ローブを伐採し、沿岸の環境を破壊した。か

なってきた、地球温暖化に伴う水温の上昇や

つては日本人が食べるエビがマングローブ林

異常気象が海中の生態系にも大きな影響を与

を破壊すると言われた。現在では、中国とア

えていることなのか、まだ科学は明らかにで

メリカが日本のエビの消費量を上回るように

きていない。

なったが、それでも日本のエビ消費が減った

しかし、乱獲がその原因の大きな１つで
あることは、もはや隠し立てできないほどに

わけではない。
最近になって漁業資源の減少がこのまま
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季節を問わずハマチ、マ
ダイ、マグロ、ホタテ貝、
アサリが、季節にはカツ
オ、サンマ、アジなど、
ほんの十指で数えられる
くらいの種類で占められ
るようになった。これは
沿岸性の魚介類の資源が
大きく減ったことと、養
殖物が増えたこと、さら
に流通が一部の魚に集中
して商品化し、コスト削
図 2 2007 年の日本の漁獲量割合。その他は二枚貝類など。養殖によるものが 4 分の 1 を占める

減を行っていることなど
による。とくに、沿岸の

続くと、2030 年頃には日本人の食卓から水

開発・改変によって沿岸の生き物の量と多様

産物が無くなってしまうと警告されるように

性が減少したことがきわめて大きい。

なった。もっとも、それは魚などの水産資源

海洋保護区を実効あるものにして、開発の

だけではない。海の生き物の多くが、沿岸や

手から守ることが、これから必要になる。さ

海洋の開発によって減少、絶滅の危機にさら

らに私たち個人にできること、また、やらね

されている。昨年、カリブ海で起こった油井

ばならないことは、日本が魚食文化だという

の破壊事故は、これまでの例にないほどの被

言葉に惑わされて、変わってしまった食文化

害を海の生き物に与えた。それにもかかわら

を元に戻すことである。

ず、さらにメキシコ湾に新しい油田の開発を

タンパク質を過剰摂取する食文化から、米

行おうとしている。また同じような事故が起

と野菜中心の食生活に戻ること。これが私た

こらないという保証はどこにもないし、事故

ちにできる第一歩であろう。そうでなければ、

が起こってしまえば、絶滅する海の生き物は

私たちの子孫はおかずにイワシの丸干しさえ

２度と帰ってこない。

も皿にない時代を迎えることになるかもしれ

日本人は海から実に多種多様な生き物を利

ないのだ。

用してきた。日本人が利用する水産物は、市

今年の 10 月に生物多様性条約の第 10 回

場に出ているものだけでも 130 種ほどもあ

締約国会議が名古屋で開かれた。遺伝資源の

ると言われる。おそらく世界１と言っていい

配分の問題ばかりが報道されたが、その場で

だろう。これは日本列島が北海道の冷温帯か

は海の生き物をどう保護していくかについて

ら沖縄の亜熱帯までの、藻場・干潟・砂浜・

重要な議論がされた。現在、世界で 0.8% し

岩礁・サンゴ礁・砂堆・泥底・河口域・汽水

かない海洋保護区をもっと有効に増やして

湖・塩性湿地・マングローブ林など、きわめ

いかねばならないという議論が出たのだが、

て多様な生態系を含む沿岸生態系を持ってい

議長国である日本は領海と排他的経済水域

ることによるのである。
ところが、近年、日本人が利用する水産生
物の種類が大幅に減少している。昔の魚屋さ
んと違って、今のスーパーに並ぶ水産物は、
4

（EEZ）のわずか 0.01% しか海洋保護区を作っ
ていない（前川・山本 , 2009）。
日本は漁業組合による自主管理という伝統
を尊重すべきだという理由で、海洋保護区の

単純な拡大を望んでいなかった。そのために

が漁業者の反対で中止になったことも多い。

2010 年までに保護区を大幅に増やすように

現在、山口県上関町の海を埋め立てて原子力

勧告されていたにもかかわらず、ほとんどそ

発電所を建設する計画が進められているが、

れができなかった。しかも、その保護区は実

計画ができてから 29 年、近海で漁業を続け

効性が疑われるものが多い。2010 年目標を

てきた対岸の祝島の漁業者の反対で、これま

達成できなかったため、今年の COP10 では、

で建設がのびのびになってきた。これなどは

ふたたび 10% の海洋保護区を 2020 年目標

漁業権漁業が、開発や環境破壊の有効な歯止

にした。今度は日本がその約束にどう向き合

めとなってきたことを示している。

うか、世界も注目している。

ただ同時にその現実は、漁業権以外では開

日本の主張する漁業者の自主管理は、たし

発という名の環境破壊を有効に阻止できる手

かに１つのやり方であるし、きわめて有効に

だてがなかったことも示している。国立公園

作用することもある。ある魚種については、

などの「保護区」といえども、自然破壊に対

それなりに役立つやり方でもある。とくに、

して何ら有効な手段になり得なかった。

漁業を制限するには漁業者の合意を得る必要

上関原発の例で言えば、祝島以外の上関町

があるため、このやり方はもっともやりやす

の漁協は、漁業権を放棄してしまった。いわ

い方法でもある。

ば海を売った。本来、総有性の入会権として

日本の沿岸の漁業権漁業は江戸時代からの

の漁業権は売買することはできないが、この

歴史を持ち、明治政府もそのやり方を踏襲せ

ように所有権を持たない漁業者が、実質的に

ざるを得なかった。それは先に述べたように、

海を売ってしまうこともできる。

伝統的な漁業における有効な手法でもあっ

日本各地の沿岸で、このように漁業者が海

た。しかし、技術革新によって漁業は一変し

を売り、海の環境が破壊され、水産物という

た。その中で同じやり方がいつまでも通用す

海の生態系が人間に与えてきたサービスを失

るかどうか、あらためて吟味する必要がある。

うということが続いてきた。海は漁業者だけ

漁業権による管理の問題点はいくつかあ

のものではないはずなのに、漁業権という両

る。その１つは、基本的に経済原理に基づい

刃の剣が日本の海を守りもし、売り渡しもし

て行われる管理であるということである。儲

てきた。そろそろ水産資源のためではなく、

からないと思えば、漁業規制は行わない。海

海の生態系を守るという視点から海洋保護区

の生き物を守るということが目的ではない。

を作っていかねばならない。

そのために、環境に影響がでるかどうかは彼
らの考慮外である。
また、漁業者の管理は特定の魚種に限られ

〈引用文献〉
前川聡・山本朋範（2009）日本における海洋保護区の

る。生態系全体の管理には結びつかない。ま

設定状況

してや生物の多様性保全には有効ではない。

関口秀夫・石井亮（2003）有明海の環境異変−有明海

それは、漁業者が行う沿岸での養殖業への態

のアサリ漁獲量激減の原因について−

度をみれば一目瞭然である。漁業者自身が行

12:21-36

う行為の生態系への影響については、養殖業

山内景樹（1997）「サカナと日本人」 ちくま書房

そのものに被害が及ばない限りは、見て見ぬ

pp.222

WWF ジャパン

pp.18

海の研究 ,

ふりをつらぬく。
一方、漁業者の持つ漁業権漁業が沿岸の開
発などに際して歯止めになる例も多い。開発
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干潟と海を守る想像力
宇田川飛鳥
（慶應義塾大学社会学研究科博士課程）

１．セマングム干拓反対の砦

セマングム干拓反対運動の「最後の砦」と

韓国西海の干潟に生きる人びとについて伝

呼ばれる地域がある。扶安郡の界火里（ケフ

えたいと思う。始華湖干拓、セマングム干拓、

ァリ）であるが、そこは何故「反対の最後の

李明博政権以降は「四大河川計画」の問題を

砦」となったのだろうか。セマングム干拓は

伝えるため、韓国ＮＧＯがたびたび、日本を

三つの市郡にまたがる。北に位置する郡山市

訪れ、また日本のＮＧＯも韓国の現場を視察

は工業都市に転換しつつあり、その南、金堤

してきた。

市は農業地帯である。海に防潮堤を建設する

私は、韓国の干潟の社会と文化を学ぶ１人
として知り得た情報を伝えることで、今後の
日韓の湿地保全の一助になればと考え、この
文章を書いている。

ことで、最も被害を受けたのが漁業の盛んな
扶安郡であった。
また、2003 年には、この扶安郡の離島、
蝟島に核廃棄物処分場の誘致計画が持ち上が
っ た が、 扶 安 郡 の
人びとは郡内やソ
ウルで反対運動を
行 い、 原 発 計 画 を
白 紙 化 さ せ た。 自
分たちの生活環境・
自然環境を守るこ
とへの強い意志と
行 動 は、 こ う し た
経緯を土壌として
いる。
と り わ け、 界 火
は 1960 年代後半に
干拓事業が行われ
陸 続 き と な り、 界
火 島 （ケファド）
から界火

防潮堤前で海上デモ
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里

に

なった歴史がある。

だからこそ、２度目の干拓事業であるセマン

れを完全に理解していた人間は誰もいなかっ

グム干拓反対に立ち上がったのである。

たはずだ。
地元住民も、セマングム公社も、政府も、
国民も。工事が始まって様ざまな異変が生じ、

２．暮らしを襲う干拓工事
朝鮮半島の沿岸を歩いてみれば、豊かな文

やっとその間違いに気づいたのである。

化や暮らしに出会うことができる。韓国とい

海洋汚染、渡り鳥の減少や貝類の死滅が

えば儒教社会であり、年長者と年少者の区別

報告された。もちろん、漁に出る地元の住民

や男女の役割が、明確に決まっている社会と

たちも気づいた。海の色、臭い、何より漁獲

言われている。けれども、界火では違った側

物の種類と量が変わった。セマングム海域の

面を見ることができる。

海水を見ると、その色は美しく見える。

例えば、界火の子ども達は朝、自分で食

けれども漁師に言わせると、船上から見

卓におかずを並

たらきれいだけ

べ朝食をとり登

れど、網を落と

校する。外地か

すと下はヘドロ

ら赴任してきた

になっていて生

小学校の先生た

き物が棲んでい

ちは、他では見

ない。防潮堤の

られない姿と感

せいで海水が流

心する。界火で

動せず、海底で

は朝早く夫婦が

網がヘドロにつ

そろって海に出

っかかってしま

る。子どもたち

う。引上げても

は、お母さんが

泥と貝殻だけな

いなくても自分

のである。

で出来る習慣が

貝殻ばかり

ついているので

を積んだトラッ

ある。

扶安郡界火里の前海

また、界火の

クが界火里を走
り、水産所に到

男性たちは料理ができる。何故なら、船上で

着する。漁師や待機していた人びとの、諦め

チゲを作ったり、揚がった魚を捌いたりして

と怒りと困惑に満ちた表情に、私はかける言

いるからである。女性たちも海仕事が上手く、

葉がない。

自分の腕で子どもを養ってきたという自負が

海の異変は、漁村の生活を直撃する。家で

ある。村の会館に集まっているおばあさん達

待つ子どもたちは、収入の減少や親が窮地に

の話題も、気づけば最近揚がっている魚や貝

追い込まれていることを察する力がある。漁

の話である。海と干潟は、ここに住む住民に

業を続けるべきか、他所へ引っ越すべきか右

とって仕事場であり、遊び場であり、生活の

往左往する大人たちの苛立ちは、子どもたち

場なのである。

にも伝わってしまう。

2001 年、干拓工事が始まるが、干拓計画

この海の異変を解決するには防潮堤を取

を聞かされ漁業補償が行われた 1990 年代、

り払うしかない。せめて水門を開き、海を元

干拓事業によって何を得、何を失うのか、そ

に戻してほしい。その思いで住民は干拓反対
7

を続けてきた。韓国のＮＧＯが背負ってきた

たる 130 万 ha の土地を無償で借りるという

のは、そうした沿岸住民の生活であった。

契約を結んだことだった。

しかし、今年 2010 年４月 27 日、セマン

韓国は土地不足なのだろうか。いや、一方

グムの巨大防潮堤は完全に封鎖され「完成」

でセマングム干拓によって造成される土地と

を祝う完工式が行われた。くしくも前日、日

建物には、中東をはじめとした外国資本が入

本では諫早湾が長期開門の最終協議へ向かっ

るという。現に街では「ドバイ」と書かれた

たことが報道されていた。

カフェまで登場した。つまり、資本や政治力
を持つ強い国（地域）が、弱い国（地域）の
生活・自然環境を奪い、奪われた者は、さら

３．干潟を守る想像力
私は、韓国で湿地保全に取り組む人びとの

に弱い立場の者の資源を奪う。こうした負の

話を聞き、また海や干潟で生業を営む人たち

連鎖が国内のみにとどまらず、世界規模で行

の暮らしを学んできた。でも、まだ分からな

われている。

いことがある。

こうした現実に直面した時、干拓を止める

それは誰がどう見ても危険な、そして地元

ために闘う、姿のない相手の巨大さに愕然と

にも、国のためにもならないセマングム干拓

する。しかし、そこでひるまない為には、ア

が続いていることである。干拓事業は走り出

ジアをはじめ多くの国や地域、多種多様な関

すと巨額の資金が投入される。政府はそれを

係者と連携していかなければならないのだろ

回収しなければならない。だから止めること

う。

ができないのだろうか。

その時、必要なのは相手の抱える現状、問

ここで少し、視点を飛ばしたい。2009 年

題や立場への想像力ではないかと思う。歴

3 月、遠くアフリカのマダガスカル共和国で

史や文化の違いを超えて、これまで日韓の湿

クーデターが起こった。その発端は韓国企業

地保全ＮＧＯが協力関係を続けてこられたの

の大宇ロジスティクスがマダガスカル政府と

は、きっとこの「干潟を守るための想像力」

この先 99 年間、国の全耕地面積の半分にあ

があったからだと私は思っている。

界火里（北星）1960 年代の干拓で陸続きとなった
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なか

うみ

ラムサール登録 5 周年を迎えた中海
國井秀伸
（島根大学汽水域研究センター・教授）

なかうみ

島根県と鳥取県にまたがる汽水湖の中海と

する普及・啓発のため、
「宍道湖・中海ラムサー

それに隣接する宍道湖では、およそ 40 年に

ル条約と『賢明な利用』を語る会」を実施し

わたって干拓・淡水化事業が進められました

（第 1 回目は 2005 年 6 月）、これまでに 14

しんじこ

が、干拓事業は 2000 年に中止され、最後の

回が開催されています。

干拓予定地であった本庄工区は水域として残

条約登録された翌月の 12 月に島根県で開

され、そして両湖は汽水の湖として残される

催された「中海・宍道湖ラムサール条約登

ことになりました。

録記念シンポジウム」で、両県知事は、両県
の連携による広域観光やエコツーリズムの展
開、あるいは中海アダプトプログラムの活動
として開始された湖岸の一斉清掃を、両湖で
行うことなどを提案しました。これらの提案
に沿った活動は、現在、沿岸自治体で着実に

中海・本庄水域

2005 年 11 月に開催された第 9 回ラムサー
ル条約締約国会議では、この 2 つの湖は登
録湿地の仲間入りを果たし、登録 5 年目と
なる今年 10 月には、ラムサール条約登録 5
周年記念事業が島根県と鳥取県の２つの会場
で開催されました。
ここでは、賢明な利用とともに、過去に損
なわれた自然を再生する事業が始まっている
中海について紹介します。
中海と宍道湖のラムサール条約登録を目指
すにあたって、島根県はラムサール条約に関

ラムサール登録５周年記念事業
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この目標を達成するため、(1) 水辺の保全・
再生と汽水域生態系の保全、(2) 水質と底質
の改善による環境再生、(3) 水鳥との共存と
ワイズユース、(4) 将来を担う子ども達と進
める環境学習の推進、そして (5) 循環型社会
の構築という 5 つの推進の柱を立て、2008
年 11 月に全体構想をまとめ、現在、実施計
画を策定しています。
中海・宍道湖では、自然再生推進法が施行
される前から、国土交通省中国地方整備局出
雲河川事務所によって、湖岸植生浄化あるい
中海自然再生全体構想の表紙

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

実施されています。
これらの活動以外にも、農業、漁業、環

い形の護岸としてヨシなどの植生帯を創造す
る試みが行われてきています。

境教育など、ラムサール条約登録を契機に促

この試みは、鳥取県西部地震による 2001

進された活動は多くあり、その詳しい内容は

年度からの宍道湖岸緊急災害復旧工事に際

島根県のホームページにある「『賢明な利用』

し、地元の NPO 法人「斐伊川くらぶ」が島

を語る会」の実施概要報告で紹介されていま

根県特産の間伐材を使用した木工沈床枠体

す。

及び沈床工法と、竹材を利用したヨシ植栽

農業の一例をあげれば、安来市の宇賀荘地

ポットによる植生復元の施工提案を提案。こ

区や松江市の湖北地域において「ふゆ・みず・

の提案が事業主体の国交省出雲工事事務所に

田んぼ」（冬季湛水田）の取り組みが行われ、

了承。その後 2002 年 7 月には産・官・民・

収穫された稲はそれぞれ「どじょう米」や「白

学が一体となって取り組む「宍道湖ヨシ再生

鳥米」というネーミングで市販されるように

プロジェクト」事業へと発展。その後、中海

なっています。

でも浅場の造成や覆砂が行われるようになっ

中海の自然再生に関しては、登録湿地と

たものです。

なった 2 年後の 2007 年 6 月に、NPO 法人

手法に改良の余地はあるものの、出雲河川

「自然再生センター」の発意によって、自然

事務所では、中海で浅場を造成して覆砂をし

再生推進法に基づく初めての法定の協議会と

た場所で貧酸素の影響が低下。底泥の巻き上

なる「中海自然再生協議会」が設立されまし

がりが抑制され，アサリなどの底生生物の現

た。推進法によれば、自然再生を進めるに当

存量も多くなったとしています。

たっては、まず協議会で「自然再生全体構想」
を策定することとなっています。

自然再生を意図したものではありません
が、農水省が干拓淡水化事業中止の事後処理

協議会では、「『よみがえれ、豊かで遊べる

として行っている①中浦水門の撤去、②西部

きれいな中海』を合言葉に、豊かな汽水湖の

承水路堤の撤去、③排水機場の撤去、④森山

環境と生態系、そして心に潤いをもたらすき

堤の部分開削なども、国交省の浅場造成同様、

れいな自然を取り戻し、かつての中海の自然

中海の自然再生事業の一環と見なすこともで

環境や資源循環を再構築する」という全体目

きます。

標を設定。
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地元の漁業者らは資源の回復に期待を込め

森山堤防開削の様子（2009 年 5 月 14 日撮影）

ていますが、開削の幅が最大 60m と限定さ

は間違いありません。

れているため、その効果については限定的と

長期の生態系モニタリングにより、森山堤

する専門家の意見もあります。いずれにせよ、

の開削を含む事後処理の影響を把握する必要

中海全体の生態系が今後大きく変化すること

があります。

■ラムサール条約湿地潜在候補地 172 カ所を公表
環境省は、ラムサール条約湿地の登録を推進
するため、ラムサール条約湿地として国際基準
を満たすと認められる潜在候補地 172 カ所を選
定し、9 月 30 日、公表しました。
ラムサール条約ＣＯＰ 7 において、世界の登
録地を 2，000 カ所以上に増やす目標が決定さ
れ、これを受けて、日本国内では、2008 年Ｃ
ＯＰ 10 までに 22 カ所を登録し、現在、37 カ

ラムサール条約湿地候補地検討会（8 月 24 日）

所が登録されています。
今 回、172 カ 所 の 潜 在 候 補 地 が 選 定 さ れ、
2012 年 5 月頃に開催されるＣＯＰ 11 ブカレストでは、6 カ所以上の登録が予定されています。登
録のためには、国際基準を満たすだけでなく、地元自治体等の賛意、鳥獣保護法、自然公園法等の
国内法による保護担保措置を必要とする環境省の方針は従来のままです。
地域別の潜在候補地数
北海道地方
中国地方

21
13

東北地方 24
四国地方

6

関東地方 15
九州地方

中部地方 27

近畿地方

10

56
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鉄鋼スラグ問題とは何か
松本宣崇
（環瀬戸内海会議事務局長）

製鉄・製鋼生産 1,000 万ｔ当り 300 万ｔ
の鉄鋼スラグが排出されるといわれる。その

購入法はビジネスチャンス」の文字が躍って
いた。

処分は従来、自社処分と称する企業所有地内

その背景には 3 点が考えられる。①製鉄

の埋立てや、製鉄所の臨海立地を利用した公

会社の鉄鋼スラグ処分地の不足、②中国景気

有水面埋立てで処分してきた。岡山県では、

で増産による大量発生、③瀬戸内海の海砂採

県の外郭団体が約 40 年前から「優良」新産

取は 06 年 3 月末、愛媛県を最後に全面禁止

都市水島の JFE スチール（旧川崎製鉄）地先

となったが、その代替材として廃コンクリー

の海に産廃処分場を建設・運営し、鉄鋼スラ

トより回収される再生砂の利用。

グ、火電の石炭灰を大量に受け入れてきた。

こうして、鉄鋼スラグの行き場を求め、塩

しかし、それも限界に達してきたと判断

田跡地や採石場跡に狙いを定めたのではない

したのか、編み出されたのがグリーン購入

か。瀬戸内海には塩田跡地や採石場跡は数多

法特定調達品目。公共事業、主に道路建設や

く、しかも塩田跡地は現在、塩性湿地として

港湾整備など埋立て材・路盤材に鉄鋼スラグ

環境省の「日本湿地 500 選」に選定されて

使用を義務付けた。廃棄物処理法では強アル

いるところも多い。

カリは特別管理廃棄物であるが、グリーン購
入法では鉄鋼スラグは特定調達品目なのだ。

以下、瀬戸内海で起きた事例を検証してみ
たい。

2005 年ごろ、製鉄企業 HP には「グリーン
今治市吉海町の事例
06 年 2 月、今治市吉海町（伊予大島）
津倉地区で、鉄鋼スラグからの強アルカ
リ水の漏出が発覚した。2 月 3 日付愛媛
新聞で、
「鉄鋼スラグからｐＨ 12.5 の強
アルカリ」と報道されたのだ。
05 年 11 月 よ り 搬 入 さ れ た 鉄 鋼 ス
ラ グ は、 塩 田 跡 地 約 1,6ha の 面 積 に
５万５千 t。その厚みは 2 ｍを越し、搬
入業者はこの搬入を「埋立て材の一時保
管所の造成」と主張していた。
2006.4.11
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今治市吉海町鉄鋼スラグ持ち込み現場

現地には住宅地が隣接し、住民に粉塵・
臭気による健康被害・住環境の悪化をも

たらした。しかも、鉄鋼スラグからの浸出水

０6 年中旬には、スラグ掘削撤去面を確定

は強アルカリ性を有し、かつての塩田への導

し、撤去作業が始まった。スラグは吉海港

水路を通じて瀬戸内海に流出、カキの大量死

から排出先の日新製鋼と神戸製鋼に戻され、

を招いた。

07 年 4 月には全量撤去された。

行政の言い分はこうだ。鉄鋼スラグはグ
リーン購入法に基づく特定調達品目であり、
廃棄物でなく有価物である、しかも自社地内
での一時保管であり、廃棄物処理法による立
ち入り検査とか、取締りの対象とすることは
できないと。

とうしょぶ

これまで瀬戸内海の島嶼部では、砕石場や
塩田の跡地が、産業廃棄物の最終処分場とさ
れてきた。また、廃棄物か有価物かの議論は
豊島でも起きた。愛媛県と今治市は住民に健
康被害が起きている現実を直視し、実態調査

2006.7.8 撤去工事が始まった

を実施すべきであった。
吉海住民は自ら、健康被害実態調査を取り

撤去されると跡地にたくさんの生き物が

まとめ、岡山大学大学院教授による健康疫学

戻って来た！これから、吉海の自然が元の姿

調査の結果、乾燥スラグから飛散したアルカ

に帰っていき、豊かな海と共存した地域の生

リ性の微細粉塵が、近隣住民に様ざまな症状

活が末永く続いていく。現場からは鉄鋼スラ

を生じさせ、スラグと健康被害との因果関係

グはなくなったが、むき出しの鋼矢板が痛い

が明らかとなった。

たしい。周辺道路の崩落を防止しなければな

県とともに採取したサンプルの計測結果を

らないが、いずれ形状変更が必要になろう。

発表した。侵出水からフッ素（猛毒）やセレ

愛媛県・今治市は現状では跡地を所有する

ンのほか、環境基準の２倍の水銀、５倍の砒

意志は今のところない。また、土地の所有権

素、９倍の鉛、特別管理産業廃棄物に当たる

はすでに親会社に移転されている。自治会が

PH12.9 の強アルカリ水が検出された。

土地を保有することに支障はないが、地域に

また、日本水産資源保護協会作成の水産用
水基準では、アルカリ性は pH7,5 〜 8,3 と

は水の管理や草刈等恒常的管理が必要であろ
う。

非常に狭く、海がアルカリ性に非常に脆い。

地区住民から異口同音に遊水地として残し

しかし鉄鋼スラグは強アルカリ性で、フッ素・

たいとの思いが語られる。遊水池としての機

セレン・コバルトなどの重金属を含有し、海

能を残すなら行政の支援が必要であり、地域

に直接溶出・浸出する利用をすべきでないと

の防災上からも当然だろう。

主張する専門家もいる。
06 年 6 月 21 日住民説明会で、東部開発
はスラグ撤去を表明した。住民側は、スラグ

跡地の将来像を考えるため、地域で情報の
共有と合意形成のために議論する必要があろ
う。

そのものの有害性と、環境及び健康への被害
の実態を訴え、スラグの早期で安全な「完全
撤去」と「原状回復」の方法を、模索してい
くことで合意した。
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第 10 回生物多様性条約締約国会議に参加して
松村貴美子
（日本野鳥の会徳島）

10 月 18 日、 ま だ 夏 の よ う に 暑 い 日、
第 10 回生物多様性条約締約国会議（CBDCOP10）が、名古屋で始まりました。

のぞかせるスピーチでした。
その中で、「政府になぜこれをやらなかっ
たのかと責めるよりも、やったことを褒めて

ID バッジ発行とセキュリティー・チェッ

やることの方が、効果的だ」というコメント

ク後、オープニング・セレモニーが開かれ

に心が留まりました。毎日、様ざまな立場や

ているメイン会議場に向かいましたが、満員

環境の違う人びととの交渉の中で、日日、苛

状態で入れず、会議場の外の広場にあるスク

立ちと疑問にぶつかっている方の率直な意見

リーンを見ながらのセレモニー参加となりま

だからです。

した。

メイン会場は、名古屋国際会議場で、本会

スクリーンには、国連副事務局長のアシム・

議や CBD 関連の団体によるサイドイベント、

シュタイナー氏が映し出されていました。ラ

各ミーティングや作業が行われていて、随時

ムサール条約第 10 回締約国会議に参加した

新しい進行状況などが発信されています。そ

時のシュタイナー氏のスピーチはとてもポジ

して、200 を超す CBD 関連の政府機関やＮ

ティブで、どちらかと言うと楽観的でしたが、

ＧＯ団体などによる展示会場がある白鳥公園

今回の名古屋会議では、難題が詰まっている

と、橋でつながる熱田神宮公園へと続きます。

せいか、ポジティブな姿勢の中に厳しい面も

白鳥公園の先の名古屋学院大学でもサイドイ
ベントなどが、行われました。
初日は、サイドイベント「生
物多様性条約遂行のためのラム
サール条約の役割」に参加しま
した。

最初に、日本航空宇宙

開発機構（JAXA）との提携承
認式が行われました。JAXA と
の提携で、世界のラムサール登
録湿地を宇宙から撮影する事に
よって、湿地の状態や変化を観
測して行こうというものです。
ラムサール条約局のニック・デ
イビットソン博士による進行の
下、谷博之参議院議員や JAXA
オープニング・セレモニー
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の 立 川 教 授、CBD 環 境 問 題 事
務長のデビット・コーツ氏、環

境省の中山直樹氏がスピーチ
を行いました。
参加者から警告として、「実
際に湿地の状況を理解するに
は、周辺に暮らす人びとの状況
やそこで何が起こっているの
かを詳細に理解していかなけ
れば、本当の保全にはならな
い」との意見が聞かれました。
また、両ラムサール条約と
CBD 局側から、関係改善の指
摘が出されました。CBD に湿
地の保全をより重要視しても
ら う に は、「 水 」 を 地 球 資 源

ＣＢＤ遂行におけるラムサール条約の役割サイドイベントにて

と考える事によって、「もし湿
地が保全されなければ、CBD にとって、湿

CBD アライアンスから「エコ紙」が発刊され、

地の生物多様性と水資源問題に何が起こる

CBD-COP10 の情報や世界の NGO からのメッ

か？」に焦点を当てる事により、名古屋で関

セージが載せられます。

係をより強めていくことに対する自信がうか
がえました。

今 回 の 特 質 は、 今 ま で 資 源 の 開 発・ 乱
用のために犠牲となって来た自然共存型の

その後、来年 40 周年を迎えるラムサール

伝統的生活を続ける先住民族の権利と、彼

条約の歴史を簡単に振り返り、最後に環境省

ら の 所 有 権 保 護 を 含 む 'Access and beneﬁt

の松本龍大臣が、忙しいスケジュールの中を

sharing'(ABS) ―「利用と利益の配分問題」、

縫って姿を現し、「自然の恵みによって人は

海洋生物多様性の回復改善のための海洋保護

生かされているという事を理解し、自然の恵

区の拡大

みを子どもたちに伝えていく事が、私たちの

る魚猟海域の拡大で、魚資源の減少は危機的

使命だ」と述べられました。

で、海洋保護区の拡大は、必要不可欠です。

―

乱獲とハイテク大型漁船によ

オープニング・セレモニーでシュワルツ氏

2020 年までに少なくとも 20％を保護区

が言った、リオ会議での世界に向けての少女

とし、将来的には、海洋全体の 40％を保護

のスピーチを思い出しました。「If you don't

区とすることを求めています。

mend it,Don't break it!（一度破壊された自然

そして、2010 年までの戦略の失敗を繰り

をもとに戻すことはできません。それができ

返してはならないという強い意志の下、各政

ないのなら、壊さないで！）」

府・産業界が協力して生物多様性喪失を止め

その後、夕方のオープニング・レセプショ
ンに参加してホテルに戻りました。
２日目 19 日は８時から世界 NGO ミーティ

る事です。
その日、JAWAN の展示ブースにはたくさ
んの名古屋の小学生たちが訪れました。

ングに参加しました。これは、27 日から 29

子どもたちにとって、自然や生物多様性の重

日にかけての閣僚級会議の間に、発表され

要性を理解するのは、大人よりも簡単です。

る世界 NGO 宣言に向けて、各部門での進行

すべての子どもたちが真剣なまなざしで、湿

状況と問題点を報告し合う会議です。毎日、

地の大切さに聞き入ってくれました。
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も指摘される事です。
ス マ ー ト 博 士 は、2010 年
までの目標が達成されなかっ
た事を踏まえて、政府や企業
が生物多様性喪失を防ぐため
に、社会全体の仕組みを変え
ていかない限り、'There is no
SATOYAMA!' 里 山 は、 存 在 し
得 な い！

と、 厳 し い 口 調 で

言い放ちました。
日本経団連の積極的 CBD へ
SATOYAMA INITIATIVE での愛知県知事の挨拶

の参加ということで、内容的
には平板でしたが、前で述べ
たように、これを前進だと快

そして、昼のサイドイベントでは、日本の

く受け止める事がより有効でしょう。

環境省と国連大学が協賛する「里山イニシア

開場前に車いすでこの会議を見に来られた

ティブの設立」を傍聴しました。日本の里山

辻淳夫氏にごあいさつ出来て、一緒に傍聴さ

で自然共存型の機能的役割の重要性を国際的

せていただいた事を光栄に思います。

に広げて行こうというものです。51 の団体
が、パートナーシップを結びました。

壇上から「生物多様性を守り、維持可能な
社会を作って行く事は、未来の子どもたちの

代表として、愛知県知事がスピーチを述

ために今やらなければならない事だ」と何度

べましたが、愛知の里山を買収して大規模な

耳にしたでしょう。しかしいったい誰が、そ

TOYOTA のテストコース造成計画という自

の意味を理解し、実行することを心に誓って

然破壊的行為と相反していて、昨夕のオープ

いるのかは、疑問です。

ニング・レセプションで名古屋市長が言って

ただ、展示ブースや各会場でたくさんの大

いた、「名古屋市民は、お祭り好き」という

学生の方がたが楽しそうに活動していたのが

表現に、これもお祭り騒ぎ的感覚なのかなと

印象的だったのと、この機会を少しでも分か

何とも複雑な気持ちでした。

ち合った一人一人が、何か自分たちができる

私にとっての COP10 最終日 20 日は、昼
のサイドイベント「ポスト 2010 年目標達成
に向けて」の参加で終了しました。国連大学
のアンソニー・グロス教授、経団連の石原博
氏や環境省の中島尚子氏など８人の代表者が
パネリストとして目標達成のための提案を、
スクリーン・パネルを用いながら発表しまし
た。
中でも国際自然保護連合（IUCN）のジェー
ン・スマート博士の厳しい真剣な提案が、最
も心に響きました。言語や国民性の違いもあ
るのですが、本会議での各国の温度差はいつ
16

事を実践していく事を望むばかりです。

COP10/MOP5 開催地住民からのアピール（要約）
我々、生物多様性条約第 10 回締約国会議の開催地である愛知・名古屋の住民は、生命の多様
性の急速な減衰の危機に立ち向かっている全世界の人々に、生命とその多様性を脅かしている
万物の商品化、大量生産・大量消費・大量廃棄のグローバル化の流れ、そしてそれを支えてき
た近代合理主義の猛省を促す協力をよびかけるものである。

編者：武者小路公秀、駒宮博男、大沼淳一、羽後静子

１. 開催地：愛知名古屋・伊勢三河湾生命流
域圏
開催地である愛知名古屋は、世界でもま
れなる豊かな環境条件に恵まれた伊勢三河湾
生命流域圏に属しているが、行き過ぎた経済

同時にグローバル化する市場経済ではなく、
地域で循環する市場経済と「生存経済」の共
存の道を模索するべきである。
４. 誰が生物多様性を守ってきたか、そして
誰が守るべきか

成長路線を採用したために、経済成長の「恩

生物多様性の最大のステークホルダーが地

恵」に属する下流の都市と、過疎化する川上

域住民とするならば、生物多様性の保持は、

の限界集落に分断され、生物多様性の危機、

「補完性の原則」に則って行われるべきであ

「ヒト」の生活文化の危機を迎えている。生

る。自治体、国家、企業などは、生物多様

命流域で分断されたものを再び結びつけるた

性保持に関する二次的ステークホルダーであ

めに、生物資源の適正規模の交易を中心とす

り、地域住民の保持活動を補完するセクター

る農村と大都会、流域圏内外の農業や漁業と

として徹するべきである。生物多様性の主役

商業の連帯、女性と男性がともに担い手とな

はあくまでも地域住民であり、国家や国際社

る生活中心の経済の展開を提案する。

会はわき役に徹するべきである。

２. われわれが失いつつあるもの、そしてわ
れわれが奪ったもの

５. 生命とその多様性を守るべき「哲学」と
は何か

日本は、宝の山である農地、林地を顧みる

日本における里山生態系は、ヒトと祖先、

ことなく、海外の自然資源に頼ってしまった。

そして地域の神々によって守られてきた。今、

OECD 諸国の中で、例外的に食、木材の自給

こうした地域コミュニティ、地域の生態系を

率が低い事実をみると胸が痛む。したがって、

共有財産として持続的に管理してきたガバナ

われわれ日本人が先ずなすべきは、世界の生

ンスである「コモンズ」は世界的に消滅の危

態系・生物多様性、そしてそれを保持してき

機に瀕している。

た世界の地域住民に対する謝罪である。

開催地住民として、先住民族と伝統的ロー

３.「グローバリズム」「経済成長主義」とそ
の帰結としての「南北問題」

カル・コミュニティはじめ、アジア、アフリ

南北問題の解決、生命流域の再生、ジェン

度「自然とともに生きる知恵」を取り戻すた

ダー平等、生態系の回復をめざすためには、

カ、ラテンアメリカの人々とともに、もう一
めに連帯を呼び掛けたい。

生命の多様性を守っている生存経済をもう一
度見直し、再評価すべきである。
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生物多様性条約 COP10「わずかでも前へ」
細田邦子
（日本湿地ネットワーク監事）

10 月 20 日午前中、「生物多様性と気候変

いう彼らの主張には説得力があります。彼ら

動」、「里山イニシアチブ」をテーマとした第

こそ、このような会議でもっとも尊敬される

１作業部会を傍聴し、午後、ブースで、来場

べきと考えますが、実際は非常にマイナーな

者の応対をしてきました。

存在に見えました。

私が傍聴した作業部会では、最初に「里

この会議で日本は議長国となりましたが、

山イニシアチブ」をテーマとした討議がなさ

上関をはじめ日本各地の自然破壊事業に、た

れ、それで大半の時間を費やしてしまい、
「生

だちに福音がもたらされるような様子はあり

物多様性と気候変動」については、別途時間

ません。開発主体の行政、企業はいかにして、

をやりくりすることになりました。１０時か

自分たちにかけられた投網をかいくぐるかに

ら１３時まで３時間内で、用意された討議用

汲汲としているようです。

文書について、約３０カ国とオブザーバー組

しかし、少なくとも「生物多様性」という

織が２分間という制限時間の中で主張を述べ

言葉、その大まかな意味が、世間一般にも浸

ていくので、どうしてもタイムオーバーにな

透するツールにはなったと思います。「自然

るのでしょう。各国代表は「里山イニシアチ

を征服する対象」として捉えるのではなく、

ブ」についておおむね賛意を表しており、こ

「人間も生物多様性の中での＜種＞にすぎな

れならすんなりまとまりそうだと思ったので

い」という認識が、少しは広まっていくので

すが、付帯条項や細部の文言について十人十

はないでしょうか。

色の主張があり、仮にテーマが「遺伝資源へ

ブースでの展示では、生物多様性条約市民

のアクセスと利益配分」というようなもので

ネットワークの中の１団体として比較的大き

あると、合意を得ることは本当に難しそうで

なテントの中にコーナーを設け、ＪＡＷＡＮ

す。

や各地の保全団体がパネルや写真で紹介しま

また、先住民コミュ二ティーの代表が、
「自

した。このテントでは、各各の団体が間伐材

分達がやってきた狩猟や採集は密漁とは違

でできたパーツを使って、ついたて、間仕切

う。その点は、先住民と協議をするとか、手

り、机、小さな棚などを組み立て、そこにパ

続きをしてほしい、先住民を加えた追加会議

ネルや写真など取り付けたり、チラシ、パン

を求める」と発言していました。確かに、彼

フレットなどを置いたりしていました。狭い

らは伝統的な生活手段として狩猟採集をして

空間をうまく利用でき、視覚的にも感じが良

きたのであり、自然と一体になって生きてき

いので、今後このような展示方法を活用でき

た人たちです。

るといいのですが。

例えば、ワシントン条約で取引を禁止され

来場者は思いの他多く、間断なく応対に追

ているような動物を密漁してカネを稼ぐ、そ

われました。こちらから声をかけると熱心に

の結果、その動物を絶滅に追い込んでしまう、

説明を聞いてくれて、狭いながらも充実した

そういった人びとと一括りにされたくないと

ブース展示になっていると思いました。
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国連地球生きもの会議（MOP/COP10）へ参加。
開会式、作業部会会議やサイドイベントを傍聴し、ブース展示やポスターセッション
に参加して、地元の団体、各地の団体の方と交流しました。（詳細は HP へ掲載）

2
1

3
4

5

6

8

7

① COP10 開会式（センチュリーホール） ②「13 人のグランマザーから COP10 への提言」（名古屋学院大学）
③日韓こども湿地交流（JAWAN 協力事業） ④大テント内のワークショップ（熱田会場）
⑤「ジョイントアクション！ ニッポンの宿題」（白鳥会場） ⑥早朝の NGO ミーティング（234A）訪問
⑦ JAWAN ブースへお客様 ⑧生物多様性交流フェア：ポスターセッション（名古屋学院大学）
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INFORMATION
■ 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。
ＪＡＷＡＮ会計は 1 月から新年度になります。
2011 年度会費 (1 ～ 12 月 ) の納入を３月末まで
によろしくお願い申し上げます。
納入が遅れますと退会扱いになることがありま
すのでご注意お願いします。

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。
例年と同様に「干潟・湿地を守る日」イベント
として、観察会や学習会などを各地でぜひ開催し
て盛り上げてくださるようお願いします。
ＪＡＷＡＮ「干潟・湿地を守る日」宣言を検討

・個人会費 3000 円／団体会費 5000 円

中です。各地でも独自の「干潟・湿地を守る日」

・振込み先

宣言文を採択していただきたいと思います。

郵便振替口座：00170-8-190060

加入者名：日本湿地ネットワーク

・
「干潟・湿地を守る日」キャンペ－ンの内容
■ＣＢＤカンパのお礼（第 2 回目）
2010 年 2 月から 10 月までの間に、CBD カンパ

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、

にご協力いただいた方々です。心から御礼申し上

講習会、写真展、絵画展、コンサート、映画上演

げます。
（入金順・敬称略）

など自由に自主的に開催してください。

田久保晴孝、匿名 ( 男性）
、平井清治、21 世紀の

チラシや広報に「干潟・湿地を守る日」に参加

巨大開発を考える会、古城英彦、千葉の干潟を守

や協賛と付記お願いします。ＪＡＷＡＮ加入団体

る会、内川と内川河口をよみがえらせる会、匿名
( 男性）
、松村貴美子、菊池泰二、匿名 ( 男性 )、
小櫃川河口盤洲干潟を守る連絡会、安部斎、宇田
川飛鳥、匿名 ( 男性 )、赤坂雅子、笹木智恵子、
綿谷春代、匿名 ( 男性 )、古川博
■カンパありがとうございます！
2010 年 2 月から 11 月までの間に次の方々から
カンパをいただき、ありがとうございました。
今後とも皆様の暖かいご支援をお願い申し上げ

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いただけ
れば、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。
・連絡先
事務局担当 伊藤昌尚
Ｅ -mail jawan2@jawan.jp

ます。
（入金順・敬称略）
馬場浩子、三谷親子、神武、内川と内川河口をよ
みがえらせる会、小池道子、大野千矢子、馬場啓介、
伊藤武幸、御子柴慎、田原悦子、小林聡史、シン
ポジウム「生物多様性と日本の湿地」参加者有志、
劇団「シンデレラ」
、赤坂雅子、中丸素明、安部斎、
笹木智恵子、沢田文夫、森島朝子、CBD-COP10 ブー
ス訪問者、内海洋光、高山進
■「干潟・湿地を守る日」キャンペーンのご案内

編集後記
生物多様性条約ＣＯＰ 10（国連地球生きもの会
議）ではお世話になりました。カンパなどご支援
ありがとうございました。会議は愛知ターゲット
や名古屋議定書の合意にこぎつけ、成功したとい
う評価が多いようです。
しかし 2010 年目標の二の舞になる心配はあり

日本湿地ネットワークでは、長崎県諫早湾が

ませんか。水を差すつもりは少しもありませんが、

閉め切られた 4 月 14 日を「干潟・湿地を守る日」

本気で実現してほしいと思います。さて次号通信

とする全国キャンペーンを毎年春に実施していま

99 号は３月に発行予定です。
（昌＆恵）

す。
「干潟・湿地を守る日」キャンペーンは 1999
年より始まり、みなさんのご協力で 2011 年で 13
回目となります。
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