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「今月の海の生き物」

ルピナスミドリイシ

Acropora secale

ミドリイシ科ミドリイシ属に属する造礁サンゴの一種で、潮間帯下部以下の浅い海底に生息している。石灰質の骨
格は、基盤になる岩などから放射状に枝を伸ばし、叢状になる。コンボース型群体という。ポリプの色は、暗褐色で
あるが、先端部では
鮮やかな紫色やブル
ーやピンク色になり、
礁原縁のサンゴ礁に
華やかな色を添える。
近縁のホソエダミドリ
イシに似ているが、
枝の出方がホソエダ
ミドリイシよりもやや不
規則になる。トゲホソ
エダミドリイシともいう。
奄美大島以南のイン
ド太平洋熱帯域に広
く分布する。
（沖縄島備瀬にて
西平守孝氏撮影）
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海の生き物を守るフォーラム 盛会に
「海の自然保護 最前線！ ～海の生き物を守れない日本のシステム～」報告
2014年2月1日に、海の生き物を守る会と日本自然保護協会の共催で行われた海の生き物を守
るフォーラム「海の自然保護

最前線！

～海の生き物を守れない日本のシステム～」は、

73名の参加を得て、盛会のうちに終了しました。講演とその後のパネルディスカッションで
は、会場からも積極的な発言が相次ぎ、終了時間を30分延長して活発な議論と重要な提言が
続きました。次回も、このような議論の場を設けることをお約束して、終了となりました。
当日行われた講演は、以下の通りです。なお、フォーラムの様子は、日本自然保護協会によ
って同時中継されました。動画は、海の生き物を守る会ホームページからもご覧になれます。
プログラム：
１．日本における海洋保護区のいま・・・・志村智子（日本自然保護協会）
２．重要海域の選定とその問題点・・・・・向井 宏（海の生き物を守る会）
３．日本の水産業と海洋保護区・・・・・・勝川俊雄（三重大学）
４．沖縄・辺野古の海のこと・・・・・・・安部真理子（日本自然保護協会）
５．海岸利用者が望む海洋保護区・・・・・田中雄二（表浜ネットワーク）
パネルディスカッション

コーディネーター：井田徹治（共同通信）
コメンテーター：吉田正人（IUCN-J）
パネリスト：向井、勝川、安部、田中
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←盛会だったフォーラム

パネルディスカッションで熱心に議論をかわ
す参加者たち↓

海の生き物を守る会 総会を開催
海の生き物を守る会の本年度の総会を 2014 年 2 月 1 日（土）17:30 から「モンベル品川店」地下
のカフェ「ハーベステラス」で行いました。この日入会した新入会員も含めて、合計 18 名が参加し
ました。総会には、地元関東からの参加者に加えて、遠くは北海道、長崎、大阪、京都などからの
参加もありました。2013 年度の活動報告、会計報告、会計監査報告があり、承認。2014 年度の役
員、事務局員の紹介、2014 年度の活動計画の提案があり、異議なく承認されました。その後は、楽
しく食べ、飲みながら懇談しました。自己紹介を聞いて、思いがけない出会いや再会もあり、また
新たな展開もあり、有意義な時間を持つことができました。
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ジュゴン スタディ・ツアー 21 日から実施
海の生き物を守る会は、以下の要領で2014年のジュゴンスタディ・ツアーを予定しています。
参加希望者は、今年は国内から3名、フィリピン国内から2名でした。そのうち全行程を共に
するのは1名です。ジュゴン・スタディツアーの終了後、報告会を予定しています。
行程：2014年2月21日～3月1日
場所：フィリピン、ミンダナオ島マリタ市およびマティ市
日程：（予定です。途中の変更があるかもしれません）
2月21日＝日本→マニラ→ダバオ（泊）
2月22日＝ダバオ→マティ市
22日～24日＝プハダ湾およびダヒカン海岸でジュゴン観察および海草調査（ボート利用）
2月25日＝マティ市→ダバオ市→マリタ市（バンで移動）
26日～27日＝マリタ市ニューアルガオでジュゴン観察および海草調査
2月28日＝マリタ市→ダバオ市（泊）
3月1日＝ダバオ市→マニラ市→日本

砂浜海岸生物調査研修会 5 月 17 日 江ノ島で開催
今年の砂浜海岸生物調査研修会は、以下の要領で開催します。ふるってご参加ください。
次号以降で、募集要領をお知らせします。
日時：5 月 17 日（土）10:00～14:00
場所：神奈川県江ノ島

神奈川県立かながわ女性センターおよび近くの砂浜

藤沢市江の島 1－11－1 電話 0466-27-2111
小田急線片瀬江ノ島駅下車

徒歩 15 分

江ノ島電鉄江ノ島駅、湘南モノレール湘南江の島駅下車 徒歩 20 分
藤沢駅前から江ノ電バス「江ノ島行き」（15 分）→江ノ島下車 徒歩 5 分
大船駅前から京急バス･江ノ島バス「江ノ島行き」（25 分）→江ノ島下車

徒歩 5 分

講師：向井 宏（海の生き物を守る会代表）「砂浜海岸生物調査の意義とその方法」
砂浜海岸生物調査の研修・指導は、向井 宏

5 月 31 日 講演会・観察会を紀伊白浜で予定
日時：5 月 31 日（土）10:00～14:00
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場所：和歌山県白浜町瀬戸

京都大学瀬戸臨海実験所および前浜

講師： 朝倉 彰（京都大学教授）
佐藤正典（鹿児島大学教授）

「ヤドカリの話し（仮題）」
「諫早湾・有明海で起こっていること（仮題）」

磯と浜辺の観察会の指導は、久保田信（京都大学准教授）

ミニコンサートも 釧路市で講演会
日時：7 月 12 日（土）

講演会＋ミニコンサート＋観察会

（北海道・釧路）

*********************************************************************************

さしあげます！
下記を希望者に差し上げます（送料はご負担ください）。
向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお知らせください。

◎第 7 回自然環境保全基礎調査「浅海域生態系調査（干潟調査）報告書」
2007 年 環境省自然環境局 生物多様性センター 冊子体（CD 付き）または CD のみ
どちらも残り１部
◎日米カキ礁シンポジウム 報告書
2007 年 日米カキ礁シンポジウム実行委員会 1 部のみ
◎向井 宏 論文 別刷り
「陸域―沿岸域統合系における藻場生態系」 月刊「海洋」2005 残り些少
「海域・海洋保護区の効果と現状」 環境情報科学 2009 余部あり
「ジュゴンの摂餌生態：現状と展望」 海洋理工学会誌 2009 余部あり
「干潟・藻場の再生事業：その問題点」 地球環境 2011 余部あり
◎向井

宏

向井 宏
向井 宏

「第一編 厚岸地方の自然環境 第二章 厚岸町の特色ある生態系」
新厚岸町史（通史編・第一巻） 2012 年
残り 6 部
「同 第三章 厚岸町の動物」 同 2012 年
残り 6 部
「同 第四章 厚岸町の植物」 同 2012 年 残り 6 部
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2．ヨウジウオ科 切手コレクション（13） 立川賢一
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【東北】
●砂浜の砂から 4040 ベクレル

いわき市永崎海岸

福島県いわき市の永崎海岸の砂浜の砂について、市民団体「いわき地域環境科学会」が放射性物質の濃
度を調べた結果、
浜辺の砂から 1kg あたり最大 4040 ベクレルの放射性セシウムを検出したと発表した。
調査は、昨年 4 月～11 月に約 60km の砂浜の 14 地点 30 カ所から砂を採取して測定した。その結果から
浜の北部海岸で高くなり、南部は減少した。場所によっては表面よりも内部で高いケースもあった。

【関東】
●保護されていたオットセイを放流

東海村沖

昨年末の 12 月に千葉県銚子市の犬吠埼で保護されていた雌のオットセイが、2 月 6 日に茨城県東海村沖
20km 付近で放された。本来の生息域であるオホーツク海に帰るよう、保護していた大洗水族館「アクア
ワールド」の職員や放流に携わった水産試験場の職員らは願っている。

●熱帯性のウミショウブハゼを東京湾で発見
神奈川県横浜市金沢区の野島海岸沖で、市民ボランティアによるアマモ場の調査で、熱帯・亜熱帯性の
ウミショウブハゼ（雄）が一個体発見された。体長 2.2cm、体重は 0.08g と小型の魚である。ウミショ
ウブハゼは、海草類に密接な関係を持ちながら生活する熱帯性の魚で、日本では沖縄周辺の海に生息す
る。海草に卵を生みつけ、海草の葉の上に乗って生活する。これまでに静岡県下田市大浦湾で発見され
たのが北限だったが、今回の発見で北限がさらに北に伸びたことになる。東京湾の野島海岸沖のアマモ
場は、近年徐々にアマモ場が拡大しており、水温の温暖化に伴ってウミショウブハゼが住み着く条件が
整ったと言えるかもしれない。

【近畿】
●甲子園浜で干潟の再生工事

環境省近畿地方環境事務所

兵庫県西宮市には、甲子園浜とよばれる干潟があり、国は浜甲子園鳥獣保護区と指定しているが、1995
年の阪神淡路大震災により干潟の土砂が流出したり、地盤が沈下したりして、干潟の面積が大幅に減少
した。この干潟はチュウシャクシギ、オオソリハシシギなどのシギ類やチドリ類などの渡り鳥類が多数
集まる中継地として知られており、干潟の縮小は、これら渡り鳥に大きな影響を与えている。環境省近
畿地方環境事務所では、浜甲子園鳥獣保護区の干潟を拡大するために、沖に土留め施設を建設し、内側
に砂を投入して干潟を再生するというもの。工事は 3 月 3 日から 26 日までを予定している。
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【四国】
●吉野川河口にスナメリの群れ
徳島海上保安部の巡視船が、徳島県吉野川河口沖で 10 頭以上のスナメリの群れに遭遇した。スナメリは
内湾性の小型の歯クジラ類の一種で、世界最小のクジラとして有名。瀬戸内海には多くのスナメリが生
息していたが、瀬戸内海の汚染や埋め立てなどでその数を減らし、特に瀬戸内海東部では、3 分の 1 程度
に減少していると言われている。鳴門海峡以南でのスナメリが見られるのも近年では珍しい。特に多数
のスナメリが群れで見られるのは珍しい。徳島沖の確認例は少なく、漁業者によると大鳴門橋が建設さ
れてからスナメリを見ることはほとんどなくなったと言う。

【九州】
●開門反対派

国に制裁金 2533 億円を要求

開門なら

国営諫早湾干拓事業の潮受け堤防締め切りによって有明海の漁業者が被害を受けていることから、福岡
高裁が長期開門調査を求めたが、国は期限の昨年 12 月以降も開門調査を実施していない。一方、干拓地
に入植した農民らは、開門調査差し止めを求めて長崎地裁に訴えていたが、長崎地裁は漁業者の被害に
いっさい触れず、開門差し止めを決めた。この判決には、開門派漁業者らが抗告し、高等裁判所で審査
が始まった。また、国には期限超過の日について、1 日 1 億円の制裁金を要求している。これに対して、
開門反対派の農民らは、国が開門調査を行った場合は、総額 2533 億円を支払うよう制裁金の要求を長崎
地裁に求めた。この金額は、国の干拓事業費の総額に同じ。無駄な公共事業に多額の金を費やし、さら
に無駄な金を使うことになるかもしれない。国が漁業被害を認めようとしないことから、漁業者と農家
が不毛な対立をし、農水省は泥沼に陥っている。その一方で、有明海の劣化は進むばかりだ。海を殺し
て農水省は存在意義があるのだろうか。諫早問題の解決は、まず農水省の反省と自己批判が不可欠だ。

●有明海でユーカンピアの赤潮発生

ノリ網撤去の動きも

今年で 3 年連続となる植物プランクトン「ユーカンピア」の赤潮が有明海の佐賀県沖全域で発生した。
網ノリの 4～6 回目の摘み取り時期を迎えている地元漁協では、被害を心配している。特に被害の深刻化
が懸念されている西部海域では、ノリ網を撤去する動きも出ている。栄養塩はノリの正常な発生には届
かない濃度になっており、被害はさらに深刻化するおそれもある。栄養塩濃度が高くなって赤潮が発生
するにもかかわらず、赤潮の発生によって栄養塩が使われ、ノリのための栄養塩が不足し、施肥までし
ているという矛盾は、有明海を埋め立て、人間が手を加えて有明海を殺してきた結果なのだ。ノリが採
れれば良いという問題でもない。健全な有明海を取り戻すためには、どうすればいいのか。もう一度原
点に戻って考え直す必要がある。

●瀬戸石ダムの撤去を

住民が大集会

熊本県球磨川の瀬戸石ダムの水利権の更新に当たって、ダムを運営する電源開発（東京）が更新の申請
を行ったことに対して、ダム撤去を求める住民が「瀬戸石ダム撤去を求める住民大集会」を開き、約 400
人の住民が参加した。国交省は許可することが妥当との判断を示し、河川法に基づき蒲島知事に意見を
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求めている。熊本県は、水利権の期限が切れる 3 月末までに県としての意見をまとめる予定。集会では、
土砂堆積の問題や振動被害、ウナギやアユの減少などのダムの悪影響を指摘し、周辺住民の多くがダム
の撤去を求めていることを指摘し、水利権の更新を行わないよう熊本県に働きかけ、瀬戸石ダムの存続
を許さないとする宣言を採択した。

●ウナギシラス漁が好転？
鹿児島県内で昨年 12 月に解禁された以降に漁獲されたシラスウナギは、1 月末時点で 332kg あり、過去
最低だった昨年の 149kg を上回った。その原因は不明だが、鹿児島県では親ウナギの禁漁に踏み切って
おり、それが原因とする見方もある。メディアは減少に歯止めが掛かったと騒いでいるが、下図を見る
限り、ウナギの減少はすでに限界を下回っている。いまだにシラスウナギ漁を認めていることが信じら
れないレベルにある。絶滅危惧種を漁獲するという水産庁の神経を疑う。

日本のシラスウナギの採捕量の経年変化
（水産庁による）

【沖縄】
●防衛局が 31 回のジュゴン出現を隠蔽
米軍普天間基地を名護市辺野古に移設するための事前調査で、沖縄防衛局は 2011 年 9 月～2013 年 1 月
までに、35 日間ジュゴンの生息状況を調査したが、その 8 割に当たる 20 日にわたって 31 回もジュゴン
の存在を確認していたことが判明した。沖縄の地方新聞の情報公開請求によって明らかになったもので、
これまでそのジュゴン確認の情報を公表しなかった。ジュゴンは、辺野古沖も含め、嘉陽周辺や西岸の
古宇利島周辺など広範囲で確認されており、ジュゴンが沖縄島北部を中心に広い範囲で活動しているこ
とが、あらためて確認された。

●ジュゴンの情報を伝えず

沖縄防衛局

米軍へ報告

米軍海兵隊の基地を沖縄県名護市辺野古に作るための埋め立て申請に関連して、辺野古基地建設の環境
影響評価書の日本語版全文と英語版（抜粋）が、沖縄防衛局から米軍海兵隊に提供された。しかし、英
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語版では、ジュゴンの食べ跡の地図などは省略されており、米軍への情報伝達が不十分だという指摘が
市民団体から上がっている。海兵隊へ環境影響評価書が渡されたことは、沖縄・生物多様性市民ネット
ワークなど 6 団体が沖縄防衛局へ行った要請行動で防衛局が初めて明らかにした。防衛局によると、提
供した文書に対して、米軍からは問い合わせなどはなかったとのことだ。沖縄県の住民らがジュゴンな
ど希少生物の保護を義務づけたアメリカの国内法に基づき基地建設を見直すよう求めた裁判（ジュゴン
訴訟）が、継続しており、米軍はジュゴンを保護する方策として日本政府の環境影響評価書を挙げてお
り、その内容がジュゴンの現状を正確に把握できない場合は、米軍が裁判で敗訴する場合もありうる。
日本政府がジュゴン保護にどれほど真剣に取り組んでいるかが問われている。

●沖縄弁護士会が反対声明

辺野古埋め立て

沖縄県弁護士会では、沖縄県知事が昨年末に普天間基地代替え施設建設のための辺野古沖埋め立てを承
認したことについて、反対する会長声明を出した。以下が声明全文。
普天間飛行場代替施設建設事業に基づく公有水面埋立申請を
沖縄県知事が承認したことに反対する会長声明
沖縄県知事は、２０１３（平成２５）年１２月２７日に、国（沖縄防衛局）による普天間飛行場代替
施設建設事業（以下「本件事業」という。）に基づく公有水面埋立申請について、公有水面埋立法に基
づく承認を行った。
当会は、２０１０（平成２２）年１２月１３日、臨時総会において「沖縄への新たな米軍基地建設に
反対する決議」を公表し、基地負担の集中した沖縄県内に、新たな米軍基地を建設することは法の下の
平等を定めた日本国憲法１４条、個人の尊厳を定める憲法１３条の精神に反するとの観点から、強く反
対した。
日弁連は、２０１３（平成２５）年１１月２１日に「普天間飛行場代替施設建設事業に基づく公有水
面埋立に関する意見書」を公表し、沖縄県知事に対し、本件事業の公有水面埋立申請について承認すべ
きではないと提言した。同意見書は、本件公有水面埋立申請の承認について、公有水面埋立法が法定す
る「国土利用上適正且合理的」（同法第４条１項１号）及び「其ノ埋立ガ環境保全･･･ニ付十分配慮セラ
レタルモノナルコト」（同法第４条１項２号）という埋立ての承認の要件を明らかに満たしていない旨
指摘している。
沖縄県知事は、２０１２（平成２４）年３月２７日、本件事業の環境影響評価書に対し、本件事業が
「環境の保全上重大な問題がある」ことを前提に、「当該評価書で示された環境保全措置等では、本件
事業実施区域周辺域の生活環境及び自然環境の保全を図ることは不可能と考える」との意見を出したほ
か、上記承認の直前である２０１３（平成２５）年１１月３０日にも、県の環境生活部が、事業実施区
域周辺の生活環境及び自然環境の保全について「懸念が払拭できない」との意見を出していたところで
ある。
以上に述べたとおり、県内における新たな基地建設は憲法の精神に反する重大な人権問題であり、か
つ、日弁連が指摘し、沖縄県が自ら意見を述べていたとおり、本件事業に関する上記承認は公有水面埋
立法の要件該当性にも重大な疑義を有するものである。
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よって、当会は、県民の人権を擁護すべき団体として、沖縄県内への新たな米軍基地の建設に直結す
る本件事業の公有水面埋立申請の承認という判断に対し、改めて強い反対の意を表明するものである。
２０１４（平成２６）年１月１５日
沖 縄 弁 護 士 会
会 長

●慶良間諸島国立公園準備室を設置

當 真

良 明

3 月 5 日に国立公園発足へ
国立公園としては初の水深 25m まで

沖縄県の慶良間諸島に国立公園を設置することが決まった。3 月 5 日に発足する国立公園のための環境省
準備室が渡嘉敷村と座間味村に設置された。慶良間諸島国立公園は、沿岸海域を中心とした海の国立公
園となる。日本の国立公園としては初めて、水深 25m までを範囲とするという決め方をしており、海の
保護区設置として画期的試みである。準備室設置式典で座間味村長は、今後環境省と協力して慶良間諸
島の自然保護を進めていきたいと述べた。もっともそのあとに、観光客の誘致に取り組みたいとも述べ
ている。観光客の増加と保護をどう両立させていくか、見守りたい。環境省では、4 月から慶良間自然保
護官事務所を正式に設置し、レンジャーを配置する予定だ。

【関東】
◆平成 25 年度 マリンサイエンスギャラリー
「海藻いろいろ ―千葉県の豊かな海から―」
期間：2 月 15 日～5 月 6 日（火）
月曜休館
※祝日はその翌日、4 月 28 日は開館
場所：千葉県立中央博物館
分館「海の博物館」
（千葉県勝浦市）
入場料：大人 200 円、高大生 100 円、
中学生以下・65 歳以上無料
詳細はこちら
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観察会「海藻を観察しよう」
海の博物館前の磯で海藻を探して観察してみましょう。どんな海藻があるでしょうか？
日時： 3 月 21 日（金・祝） 12:00～14:30
定員：20 名
対象：中学生以上（小学生と保護者も可）
★要予約 →海の博物館ホームページ 0470-76-1133

◆海洋政策研究財団

第 109 回 海洋フォーラム「森里海連環による有明海再生への道」

諫早湾の潮受け堤防排水門の開門調査は 2013 年 12 月 20 日、福岡高裁確定判決が定めた実施期限を迎
えましたが、期限内の開門はなされませんでした。諫早湾を巡る状況は、ますます混迷の度を深めてい
ます。そこで、今回の「海洋フォーラム」では、有明海問題を取り上げ、有明海の研究やＮＰＯ活動な
どに長年取り組まれてきている田中 克氏（京都大学名誉教授）をお招きして、諫早湾の有明海における
位置付け、さらに有明海の瀕死化の根本的な原因や、再生への道などについてお話頂きます。
日時：2 月 24 日（月）17:00～18:30（受付開始 16:30）
会場：東京都港区赤坂 1-2-2

日本財団ビル 2 階大会議室

テーマ：森里海連環による有明海再生への道
講師：田中 克 氏（京都大学名誉教授）
参加費：無料
問い合わせ先：海洋政策研究財団（シップ･アンド･オーシャン財団）03-5404-6807 Fax：03-5404-6810
★申し込み：専用フォーム、FAX、郵送のいずれでも受付けています。定員に達し次第受付締め切り。

◆江奈湾干潟保全活動

漂着ゴミ・投棄ゴミ回収活動

神奈川県三浦市に位置する江奈湾は、県下に残された数少ない前浜干潟で、たいへん希少な環境です。
OWS では、定期的に漂着ゴミや投棄ゴミの回収や干潟環境のモニタリング調査などを実施し、江奈湾の
保全活動を行っています。是非ご協力ください。
日時：3 月 1 日（土）※雨天・荒天の場合中止
場所：三浦市南下浦町江奈湾
集合・解散：江奈バス停前

9：15 集合／15：30 頃解散

アクセス：京急バス「三浦海岸駅」発「三崎東岡」行き、「江奈」バス停（地図内バスマーク）下車
※車でお越しの方は、赤いマーカー位置に駐車してください。 駐車台数に限りがあります。
作業内容：今回はヨシ刈り、漂着ゴミ・投棄ゴミ回収、モニタリングを行います
対象：中学生以上
参加費：無料（昼食、飲み物を持参してください。別途、保険料実費が必要です。現地にて徴収）
注意事項：この保全活動は干潟やヨシ原や灌木の中に入り、散乱したゴミを集め、片付けたり、伐採し
たヨシを運んだりする作業です。砂浜海岸のビーチクリーンアップとは異なり、怪我の危険や作業の困
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難さを伴う場合があります。あらかじめご了承下さい。干潟やヨシ原での作業のため汗や泥で汚れます。
また、怪我防止のためにも服装・装備はしっかりご準備お願いします。※水道はすぐ近くにはありませ
ん（ポリタンクに手洗い用の水を準備します）。
持ち物：動きやすく汚れてもいい服装と着替え、汚れてもいい靴あるいは長靴、長靴など汚れものを入
れる大きめのビニール袋、作業中、ヨシが目に刺さるのを防止するためのゴーグル（サングラス等も可）
、
軍手（ゴム引き軍手がおすすめ）
、タオルは多めに準備してください、帽子など防寒対策を
★申し込み先：お電話（OWS 事務局 03-6432-9917）、またはこちらのフォームよりお申込みください。
参加者には事前にメールにて詳細な実施案内を送付しますので、必ずご確認のうえ、ご参加ください。
※キャンセルされる方は必ずご連絡ください。

◆羽田周辺水域環境調査研究の取組

〜研究成果の総括と今後の展望〜

日時：3 月 18 日（火）9:30 開場・受付／10:00 開会
会場：パルメイク横浜２階会議室 フジホウエイ みなとみらい線 元町・中華街駅（4 番出口）徒歩 1 分
主催：羽田周辺水域環境調査研究委員会 共催：一般財団法人みなと総合研究財団
参加人数：一般参加 150 名

予定

プログラム（案）
 行政機関からの挨拶 関東地方整備局副局長
 開会挨拶と羽田周辺水域環境調査研究について 風呂田利夫
 東京湾・羽田周辺水域の流動・物理構造 八木宏
 多摩川河口周辺域での地形・底質の特性 中川康之
 羽田周辺水域の水質と底質の化学的性質 小川浩史, 神田穣太
 陸域負荷および公共水域データから見た多摩川河口水域特性の長期的変化 二瓶泰雄
 羽田周辺水域の生物群集特性（魚類・プランクトン） 河野博, 石丸隆
 羽田周辺水域の生物群集特性（ベントス） 風呂田利夫
 東京湾-羽田周辺水域における流動-水質-底質-生態系統合数値モデルシステムの構築と応用 八木宏
 市民参加型環境調査 鈴木覚
 総括とりまとめ 灘岡和夫
 全体質疑 コーディネーター灘岡和夫

【中部】
◆ガタレンジャーJr.2014「藤前干潟ガタレンジャーJr.」
今年も藤前干潟（名古屋港）ガタレンジャーJr.の参加者を募集します！ 新小学４年生～中学生で自然
や生きものが好きな子なら、どなたでも参加できます。干潟ってどんな場所？
第 1 回「オリエンテーションと春の干潟」 春の干潟を体験してみよう！
日時：4 月 19 日（日）10:00～15:30
場所：藤前活動センター
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第 2 回「初夏の干潟とキャンプ」 干潟ですごす 2 日間！干潟をじっくり観察してみよう！
日時：5 月 31 日（土）10:00～6 月 1 日（日）11:30
場所：藤前活動センター
第 3 回「夏の干潟で自由研究！」 夏の干潟で自由研究！干潟のふしぎを見つけてみよう！
日時：7 月 27 日（日）10:00～15:30
会場：藤前活動センター
第 4 回「秋の干潟探検隊！」 秋の干潟を観察しよう！どんな生きものに出会えるかな？
日時：9 月 7 日（日）10:00～15:30
会場：藤前活動センター
第 5 回「秋のヨシ原探検隊！」 ヨシ原ってどんな場所？もう１つの干潟「ヨシ原」を観察してみよう！
日時：10 月 5 日（日）10:00～15:30
場所：稲永ビジターセンター
第 6 回「冬のヨシ原と野鳥たち」 冬のヨシ原探検隊！干潟で冬をすごす野鳥たちを観察しよう！
日時：2 月 1 日（日）10:00～15:30
場所：稲永ビジターセンター
第 7 回「認定式と大交流会」 「ガタレンジャーJr.」の認定式！大人のガタレンジャーと交流しよう！
日時：3 月 21 日（土祝）10:00～15:30
場所：藤前活動センター
※上記日程のうち、５回以上に終日参加した人には「ガタレンジャーJr.」の認定式をお渡しします。
※極端に参加回数が少ない場合、遅刻・早退が目立って多い場合、干潟プログラムに終日 2 回以上か
ヨシ原プログラムに終日 1 回以上参加できなかった場合には、認定されない場合があります。
※各回とも昼食にはお弁当をご持参ください。安全のため、会場まで保護者による送迎をお願いします。
※「第 2 回 初夏のキャンプ」の際は、初日の夕食、および２日目の朝食は、こちらで用意いたします。
対象：新小学 4 年生～中学 3 年生で、原則、すべてのプログラムに参加できる人
定員：12 名
参加費：5000 円（通信費、保険料、キャンプ食費など）
★応募方法：3 月 23 日（日）までに、下記に電話かメールで応募してください。その際、子どもの氏名、
学年、性別、保護者氏名、住所、電話番号をお知らせください。3 月 31 日（月）ごろ結果通知。
〒455－0855 名古屋市港区藤前 2-202 藤前活動センター気付 ガタレンジャーJr.係
080-5157-2002（月曜、第３水曜を除く、9：30～16：00） info@fujimae.org（担当：戸苅）
ガタレンジャーJr.とは!? ：名古屋港に残された藤前干潟で、小学 4 年生～中学生を対象に行う「環境
学習プログラム」です。このプログラムでは、干潟という環境を 1 年間かけてじっくりと「体感」し、
そこから子ども自身が「気づく」こと、
「発見する」ことを大切にしていきたいと考えています。このプ
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ログラムを通して「自分で考えて行動できる」。そんな子どもを育てたいと考えています。
（NPO 法人藤
前干潟を守る会 名誉理事長 辻淳夫）

【近畿】
◆海女文化シンポジウム～海女は輝かしい未来をつくる
三重県津市で、海女文化の魅力を
広く皆さんにお伝えすることを
目的に、海女振興協議会を中心と
した実行委員会を組織し、シンポ
ジウムを開催いたします。今回の
シンポジウムではもっと広く海
女文化を知っていただく上で、海
女の生き方に注目し、海女文化の
素晴らしさや、今後について有識
者の講演、各地の海女からの報告、
パネルディスカッションをおこ
ないます。ぜひ、ご参加ください。
また三重県では全国初となる「鳥
羽・志摩の海女による伝統的素潜
り漁技術」が無形民俗文化財に指
定されることが決まりました。
日時：3 月 1 日（土）13:00～17:00、
2 日（日）10:00～13:00
場所：三重県立美術館 講堂
（三重県津市大谷町 11 番地）
内容：各種講演、海女（鳥羽・志
摩・輪島・三国）対談、パネルデ
ィスカッション
定員：各日約 100 名（先着順）
参加費：無料

★申し込み先：海女文化シンポジウム実行委員会事務局（鳥羽市企画財政課内）2 月 21 日締め切り。
TEL:0599-25-1101 FAX:0599-25-3111、E-mail:kikaku@city.toba.mie.jp
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◆大阪自然環境保全協会

海の不思議観察会「早春の磯遊び

探そう！海の宝物」

大阪湾の入り口にあたる加太の城ヶ崎は不思議な磯の生き物たちでいっぱい。春休みの磯は海藻が生い
茂り、アメフラシ、イソギンチャク、ヤドカリ、ウミウシ、ヒトデ、ウニ、ナマコ、タコなど、たくさ
んの生き物たちとたっぷりふれあい、楽しむことができます。早春の海は海藻でいっぱい！海藻や周り
の生き物を観察しよう！
日時：3 月 29 日（土） 雨天中止
場所：和歌山市加太・城ヶ崎海岸
集合：10:20 南海電車 加太駅改札前

解散：15:00 頃 現地

対象：小学生以上どなたでも（中学生以下は保護者同伴）
参加費：500 円、小中学生 200 円 家族 700 円（保険代・資料代含む、現地までの交通費・昼食代別途）
定員：30 名 メール先着順
持ち物：弁当、水筒、濡れてもいい運動靴（サンダル不可）
、着替え（あれば好都合）
、帽子、雨具
問い合わせ先：保全協会内「3 月 29 日海の観察会」係 06-6242-8720
★申し込み：参加者全員の（１）名前（２）フリガナ（３）年齢（４）住所（５）電話番号を記入し、
メールで申し込み umi@nature.or.jp 折り返し参加可否を連絡します。パソコンからのメールを受け取
れるメールアドレスから送信してください。3 月 15 日締め切り。

◆第 3 回ジュゴン連続学習会「沖縄ジュゴンのすむ海のこと」
日時：3 月 30 日（日）13:30～15:00（13:00 開場）
場所：豊中市立環境交流センター（大阪府豊中市中桜塚 1 丁目 24−20）
講師：安部真理子さん（日本自然保護協会）
資料代：大人 1000 円、高校生以下 500 円
問い合わせ先：ジュゴン保護キャンペーンセンター（SDCC） TEL/FAX 06-6353-0514 info@sdcc.jp

【中国】
◆日本の湿地を守ろう 2014

－瀬戸内の湿地・中国山地の湿地－

日時：3 月 16 日（土）13:30～16:30
場所：サテライトキャンパスひろしま（旧県民文化センター）504 号室
広島市中区大手町 1-5-3 路面電車：紙屋町西下車徒歩 5 分
問い合わせ先：090-3187-3663（JAWAN 委員 山内）
講演： 「水たまりに寝そべるクマ」 米田一彦（日本ツキノワグマ研究所所長）
「広島湾八幡川河口人工干潟と鳥類」 日比野政彦（日本野鳥の会広島県支部会員）
「受けつぎ行く干潟－ハチの干潟の取組－」 岡田和樹（ハチの干潟調査隊代表）
各地の報告：三番瀬（千葉）
、中池見湿地（福井）
、吉野川河口干潟、和白干潟（福岡）
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【九州】
◆和白干潟のクリーン作戦と自然観察
日時：2 月 22 日（土）15:00～17:00
集合場所： 和白干潟・海の広場（福岡市東区和白 4 丁目）駐車場なし、西鉄唐の原駅下車徒歩 5 分
参加費：無料
主催：和白干潟を守る会
問い合わせ先：090-1346-0460（田辺）

【沖縄】
◆日本環境法律家連盟（ＪＥＬＦ）主催

シンポジウム「沖縄の自然環境と公共事業」

3・11 以降公共事業の推進に質的な変化が生じています。今回、日本環境法律家連盟（JELF）では、沖
縄の自然環境と質的に変わった公共事業をテーマに、本島北部やんばるの森の森林伐採問題、泡瀬干潟
埋め立て事業、那覇空港拡張埋め立て事業、辺野古埋め立て事業など、沖縄で公共事業裁判に取り組む
弁護士たちからの報告を交え、議論します。どなたでも参加できます。是非、皆様のご参加をお待ちし
ております。
日時：3 月 1 日（土） 17:00～19:00
場所：沖縄県立博物館・美術館講座室（那覇市おもろまち 3-1-1）ゆいレールおもろまち駅 徒歩 10 分
参加費：無料
問い合わせ：日本環境法律家連盟（JELF）三石 jelf@green-justice.com

052-459-1753

プログラム
・基調報告：質的に変わった今の公共事業と守るべき自然 市川守弘弁護士（札幌弁護士会）
・各地の事例報告

やんばる林道環境保全整備事業

（喜多 自然：沖縄弁護士会）

那覇空港拡張事業

（赤嶺 朝子：沖縄弁護士会）

泡瀬干潟埋立事業

（日高 洋一郎：沖縄弁護士会）

辺野古埋立事業

（籠橋 隆明：愛知県弁護士会）

◆サンゴ礁保全再生事業シンポジウム
「サンゴ礁保全とオニヒトデ研究―
オニヒトデは本当に悪者か？研究者と考えるサンゴ礁保全
- Symposium on the Crown-of-Thorns Starfish (COTS) Research and Coral Reef Conservation 」
さんご礁に関連する人と自然に興味を持たれる方をはじめ、どなたでもどうぞお誘い合わせのうえ自由
にご参加ください。年度末のお忙しい時期と存じますが、どうぞよろしくお願い致します。→案内 PDF
日時：3 月 5 日（水） 14：00～17:30
場所：沖縄県立博物館・美術館（博物館講座室）
参加費：無料（先着 100 名まで日英同時通訳機器を準備しています）
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問い合わせ先：Email または電話にて一般財団法人沖縄県環境科学センター環境科学部自然環境課
長田智史 Email：nagata-tomofumi@okikanka.or.jp 098-875-5208 までご連絡ください。
プログラム
14:20 講演 オニヒトデ研究のこれまでとこれから
ジェイミー・オリヴァー博士：オーストラリア海洋科学研究所 研究部長
15:00 講演 オニヒトデ大量発生研究の最前線と有効な対策
ブリタ・シャッフェルケ博士：オーストラリア海洋科学研究所研究リーダー
15:40 休憩
16:00 パネルディスカッション

司会：安田仁奈博士（宮崎大学助教）

パネリスト：ジェイミー・オリヴァー博士（AIMS 研究部長）、ブリタ・シャッフェルケ博士（AIMS
研究リーダー）
、金城孝一博士（沖縄県衛生環境研究所研究員）、竹内真一氏（在西表島駆除実施
者、TAKE ダイビングスクール代表）、富永千尋氏（沖縄県自然保護課長）、岩瀬文人氏（公益財
団法人黒潮生物研究所事務長兼研究員）
、岡地賢博士（有限会社コーラルクエスト代表）
17:20 司会挨拶

辻 淳夫著「ちどりの叫び、しぎの夢」（編者 伊藤昌尚）
A5 版 pp.214, 東銀座出版社 (2013) 価格 1700 円(税込み)

藤前干潟を守るために職場を離れ、人生を打ち込んで干潟を守り抜いた辻淳夫さんの活動
の記録を、伊藤昌尚さんが一冊の本にまとめた。
名城大学理工学部助手だった辻さんは渡り鳥に魅せられ、1970 年代から全国の干潟・湿地保全に取り
組んだ。藤前干潟を埋め立てゴミ最終処分場を造る名古屋市の計画に反対し、91 年に自ら代表となり「藤
前干潟を守る会」を設立。当時の環境庁が 98 年に市の計画を否定する見解を出し、市は翌年に計画を断
念。市民の環境意識を高め、ゴミ減量につながった。
辻さんは活動を記録に残したいと考えたが、講演などで全国を飛び回る日々が続き、2010 年 2 月に自
宅で倒れ、声と右半身の自由を失った。思いをつないだのが「守る会」で共に活動した伊藤さん。転勤
で 94 年に名古屋に赴任し、バードウオッチングに出かけた藤前干潟で辻さんに出会った。「義を尽くし
て道理を語る姿勢、生き物や人に対する優しさに共感した」。 （中略）伊藤さんは、シンポジウムの
報告書や機関誌への寄稿文などを一年かけて収集。タイトルは辻さんのコラムの題名をつけた。
――中日新聞 2013 年 11 月 27 日 E 版より抜粋
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キヨヒメクラゲ
和歌山県白浜産のクラゲをも
とにして古くに新種とされた櫛
クラゲ類の一種が再出現した。
大変珍しい種類にやっと巡り会
えた。このキヨヒメクラゲは安
珍清姫の物語にちなんで和名も
学名もつけられている。京都大
学瀬戸臨海実験所の元所長の駒
井卓先生と時岡隆先生が共同名
付け親で、
1940 年のことである。
白浜町沿岸で 1939―1940 年の
冬季に採取された数個体の標本
をもとに、新科・新属・新種と
された変わり種である。

2014 年 1 月 16 日に白浜町瀬戸漁港に出現した
稀少種キヨヒメクラゲ

その後は久しく日本からも海外からもその存在は忘れられたが、
半世紀以上すぎた 2004 年 2 月初旬に、
たった 1 個体だが、筆者が白浜町瀬戸漁港で発見した。しかし捕獲に失敗し、さっぱり記録がとれなか
った。
今回が 3 番目の遭遇となった。2 回目の時から 10 年を経た 2014 年 1 月中旬のことで、白浜町瀬戸漁
港で再び出現した。これよりちょっと前にもそれらしい種がいたが、努力のかいむなしく、捕獲にも撮
影にも失敗していた。今回もたった 1 個体だけだったが、無事にその撮影に白浜産個体では初めて成功
した。動画もねばってうまく撮れた。
本種の捕獲は難しいのかもしれない。傷んだ体は捕獲時にすぐにバラバラになるのではないかと思わ
れる。その理由は口のまわりにある一対の袖状突起はすっかり欠失していたからである。波にもまれる
かなどして傷んだためであろう。この袖状突起にはその中を栄養輸送の水管が複雑に屈曲している。ま
た、袖状突起の付け根には、対になった耳状突起もある。これまでの白浜産の記録は三角状突起から口
までの長さは 8 cm なのだが、今回もそれくらいの大きさの個体だった。体を縦に走り太陽にきらめく櫛
板が 30～40 個もあって、これで体をゆっくりと推進させる。今回の個体ではその数は数えていないが、
それくらいはあろう。
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キヨヒメクラゲは無色透明でとても扁平な体である。薄くなった方向からだと大変みつけにくい。し
かし、他の種類と違って一目みてこの種と判断できる特徴がある。それは 1 対の三角状突起である。一
個の感覚器がある方の体の先端から突き出ている。その機能は不明なままである。不思議なことに、こ
れを持つクシクラゲが５億年前のカンブリア紀に中国から化石として発見されている。
キヨヒメクラゲの仲間はもう 1 種がいて、ウサギクラゲという。この種はアメリカの太平洋沿岸から
知られ、1978 年に新種として記載された。キヨヒメクラゲより大型であるが、2 種はお互いにかなり類
似している。このウサギクラゲは深海産であるので、キヨヒメクラゲもその可能性が高い。それゆえ、
めったに沿岸には姿をみせないのかもしれない。
ところで，キヨヒメクラゲの世界で 2 番目の正式記録は長崎県佐世保市産のもので、九十九島水族館
スタッフと筆者の間でなされた。2008 年 1 月初旬に、海面付近を浮遊遊泳していたのをひしゃくで丁寧
にすくいとれたのは、冬季の出現であった。

思っていること 言いたいこと
新コーナーの誕生です！ 読者の声を中心に構成していきたいと思います。海を大切に思う気持ちは同じでも、その主義主張は
さまざま。結論を示すのではなく、多様な見方を知って、考えを深め合う場を目指します。どうぞお気軽に、ご意見や感想などをお
寄せください♪ ※海の生き物に関することであればテーマ不問。実名希望、匿名可。hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp へお願いします.

トップバッターは大橋会員です！

「海の生き物を守る会」の皆さま

日頃お世話になっております。会員の大橋です。この度、雪印種苗㈱の鈴木さんから下記メールが届きました。
被災地とわたしたち沿岸地区住民への支援の一環として、海浜植物の種子やポット苗を北海道から植えに来
ようと言うのです。そのための新たな仕組み（ネットワーク）をつくり、支援と交流の輪を広げようと来たる３月５
日（水）、札幌で「北の里浜ネット」のキックオフイベントが開催されます。今回の鈴木さんからのメールは、開催
に要する費用の一部を寄付で賄いたいというものですが、「海の生き物を守る会」の皆様のご協力が得られれ
ば幸いです。（以下略）

ゆりりん愛護会 大橋拝

･････ 「北の里浜・花のかけはしネットワーク」事務局・鈴木玲さんからのメール（編集部で抜粋） ･････
突然、お願いのメールで恐縮ですが、いまクラウドファンディング ReadyFor? で、東北復興支援ネットワークづく
りのプロジェクトへの支援を呼びかけています。（中略）この 2 年ばかり東北の被災地に通う中、現場を見、たく
さんの人に会って話し、復興のお手伝いを一緒にしたい、失われた海岸の自然を取り戻したいと考え、
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『北の里浜 花のかけはしネットワーク（略称：はまひるがおネット）』を立ち上げることにしました。大きな
津波の爪痕の残る海岸で、少しづつ回復を見せるあの日生き残った植物たちが、今度は防災工事など
によって消えゆく危機に瀕しています。（砂浜が 40km 続く仙台海岸ではもう殆ど埋められてしまいまし
た）そこで、残っている海辺の植物を被災地、そして北海道のみんなで一緒に回復させ、次世代に残す
自然と文化を蘇らせようと思います。被災地では、まだ一から苗を育てるだけの余裕がありません。また
北海道からでは、被災地への継続的な支援が難しく、「何か役に立ちたいとか学びたいと思っているもの
の、今更行くのもどうかと思う」など、二の足を踏んでいる方も多いようです。そこで、この両者の想いを
結び、北海道で苗を育て、それを植えに行って、東北の被災地との交流を深めていきたいと考えており
ます。そのための「キックオフ・フォーラム」を 2014 年 3 月 5 日に札幌で開催します。すでに被災地で活
動している方々を札幌に招いて、道内で関心を持ってくださる方々とのディスカッションの場を設けます。
お互い顔を見ながら具体的な計画や課題について話し合い、フォーラムでは被災地の活動紹介を聴い
てもらい、連携のアイディアも共有するワークショップを企画してます。この開催費用をクラウド・ファンデ
ィングを利用して捻出しようと考えました。目標額は『30 万円』です。3 月 3 日までに 30 万円が集まらな
ければ 0 円になってしまう仕組みなので、成功へのお手伝いをしてもらえると、とても嬉しいです。

そして、植栽活動について、向井（会長）からの問題提起です！ 「北の里浜 はなのかけはし
ネット」のことと、それの募金について、大橋会員が知らせてくれました。その内容の詳しいことは分かり
ませんが、海岸植物の苗を植えて、復興のお手伝いをしようというもので、コンクリート防潮堤で無くなり
つつある海岸植生を守りたいという気持ちはすごくよく分かりますが、そのやり方がいいかどうか、疑問
は残ります。海岸植物を植栽しても、コンクリートの巨大防潮堤ができれば、それはどうなるのでしょう。
時間は掛かりますが、海岸植生は、自然に復活します。そして、その植生は自然が決めた構成で復活し
ていきます。人間が苗を植えると言う行為は、一部の種を優先的に復活させることになり、自然の植生の
復活には、むしろ有害になる場合もあります。海岸植生は、庭園の植物とは違うのです。いまは、植える
のではなく、海岸植生を破壊しようとする防潮堤の建設を再考してもらうために何をすべきか考えるとき
ではないでしょうか。（向井 宏）

読者の皆さんは、どのようなご意見をお持ちですか？ コメントお待ちしております！

hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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8．事務局便り


「うみひるも」は「海の生き物を守る会」のメールマガジンです。配信が迷惑と思われる方は、事
務局までご連絡ください。



このメールマガジンは転載自由です。海の生き物に関心を持っている方に広く読んでいただくため
に転送をお願いします。ただし、写真を別の目的で使用する場合は事前にご連絡ください。



企画案などその他なんでも本会の活動に関することは、事務局あてにお寄せください。



本会は自然観察会や講演会を各地で実施しています。各地で開催を希望される方、開催をお手伝い
できる方は、ご一報ください。また、各地の団体との共催も行います。ご一緒に講演会や観察会を
したいと思われる団体からも提案をお受けします。



本会への寄付をお寄せください。寄付も会費も同じ口座「ゆうちょ銀行 口座番号：１０６１０－
６６７３０２１ 海の生き物を守る会」へお送りください。なお、送金される場合は、送金の内容
について事務局にお知らせください。



うみひるもの表紙を飾る海の生き物の写真を募集しています。種名同定済みの写真ですと、大変助
かります。海にお出かけの際には、カメラご持参で。そして、ベストショットが撮れたら、是非、
うみひるも編集部までお送りください！

9．編集後記
普段は入る機会のない東京湾上の工業地帯に用ができました。新木場駅から徒歩 20 分ほどのそこに人
家はゼロ。飾り気のない四角い工場の建物ばかりが並びます。運送業など見知った企業のロゴもチラホ
ラと目に入ります。飛行機から見下ろす東京の海岸線は、定規で引いた図形のように人工的です。その
図形の中を歩いてみると、この拡張した土地に毎日通う人たちが私たちの便利な生活を支えているのを
実感するのでした。地名の「木場」の名残か、製材所や合板・ボード加工の工場が多く、ときどき潮の
香に混じって木材の香りが漂ってきました。足下にあった海を想像しつつ、肥大化する都市の功罪を思
いました。下の写真は、埋め立て地に切り取られた東京湾の一画です。（ちよ）

©google

このあたりから
撮影しました。
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2 月 1 日の海の生き物を守るフォーラムには、70 名を超える方々に参加していただき、ほぼ満席の
状態で成功裏にフォーラムを終えることができました。しかし、この問題については、多くの課題が
あることもはっきりしてきました。そして、1 時間程度のディスカッションでは、それらの課題につい
て十分な議論を行うことは、とても無理なことでした。まだまだ、海の自然保護について、実効性の
ある道を探すことは遠いことかもしれませんが、少しでも前進できればと願っています。当日参加者
から、運動のネットワークを造ることが提案されました。その点についても、議論をする時間はあり
ませんでしたが、海の生き物を守る会として、できる限り積極的に取り組みたいと思っています。
（宏）

海の生き物を守るためになにかしたい
というあなたに

会員募集中
ボランティアも大募集

会員は本会の趣旨に賛同できる個人・団体とします。年会費は個人 2,000 円、団体 20,000 円。
匿名による参加も可能。会員は、各地で海の生物とその環境を保護・保全する活動を行い、その
ための助成金申請をすることができます。入会希望の方は、事務局まで、氏名、住所、メールア
ドレスをお知らせください。
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向井 宏

編集：瀬戸内 千代
〒606-8413
TEL&FAX:075-741-6281

京都市左京区浄土寺下馬場町 69 番地

メールアドレス：hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
ホームページ URL：http://e-amco.com/

銀行口座：ゆうちょ銀行 口座番号：１０６１０－６６７３０２１ 海の生き物を守る会

24

