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「今月の海の生き物」 チゴケムシ Watersipora subovoidea  

外肛動物門裸喉綱チゴケムシ科に属する苔虫類の一種。日本全国の潮間帯や浅い海に普通に

見られる。群体を作り、岩や海藻、人工物などに付着し、表面を覆う。写真はロープに付着

した群体。群体が

暗赤色をしている

ことから血苔虫と

称される。小さく

点々と見えるのが

個虫（個体）で、

石灰質の箱のよう

なものに軟体部が

収まっている。箱

の表面に口が開い

ており、そこから

羽毛状の触手を伸

ばして水中に懸濁

している有機物な

どの粒子を取り入

れて餌にしている。      

 （香川県詫間にて 倉谷うらら氏撮影）

http://e-amco.com/
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現在まで126枚、90カ所を調査！ 

とりまとめのための入力ボランティアを募集します 

海の生き物を守る会では、これまで進めてきた全国の砂浜海岸生物調査を今年さらに強力に実施していき

ます。また、年度内にこれまで皆様から寄せられた砂浜海岸生物調査を集大成して、中間報告書を作成

します。危機的な状況が続いている砂浜とその周辺に棲む生き物のために、日本の砂浜を取り戻そうと

計画された調査です。調査は誰にでもできる方法で計画されていますので、少しでも多くの人が多くの

海岸でこの調査に参加していだけるようにお願いいたします。当会ホームページには、ワードファイル

で調査の方法書と報告用紙も掲載しています。方法書と調査票は、最近、改訂しました。自然海岸、半

自然海岸、人工海岸の区別をするようにしました。読んだことのある方も、もう一度読んで確認して下

さい。これらはダウンロードできます。 

これまでに会員や非会員の皆さまから126枚の調査票が寄せられ、全国90カ所の砂浜で調査が行われまし

た。全国の砂浜調査にするには、まだまだ多くの海岸での調査が必要です。すでに調査された海岸のう

ち、中国地方について、次頁の地図に緑のマークで示しました。 

今年度中間報告を予定！ 

全国の砂浜海岸生物調査にご協力下さい 

http://e-amco.com/research
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中国地方では、山口県の2カ所しか調査されていません。とくに日本海側ではまったく調査が行われてい

ません。中国地方の方やこれから山陰に旅行をお考えの方、ぜひとも皆さまのご協力をお願いします。 

まだ調査が1カ所も行われていないのは、秋田、山形、岩手、福島、茨城、東京、新潟、富山、石川、鳥

取、島根、岡山、広島、長崎、佐賀、熊本の都県です。ぜひご協力をお願いいたします。同じ海岸でも

季節が違えば、また同じ季節でも気候が違えば、結果が異なります。いつでも、どんなときでも調査は

できます。一度、ホームページから調査マニュアルをお読みください。 

また、調査のとりまとめで、エクセルファイルへの入力ボランティアを募集しています。ご協力いただ

ける方は、向井 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお知らせ下さい。 

●7月 13 日に北海道で環境講演会 トーク＆ライブコンサート 参加を！ 

「海を語り 海を歌う集い」 

日時：7月 13日（日）13:00～16:00 

会場：厚岸町情報館 2F（北海道 JR 花咲線 厚岸駅前） 

トーク（講演）：北の海の生き物を守る 

「どう守る？北方四島の自然」 本間浩昭（毎日新聞記者） 

「海の生き物を守る仕掛け 海洋保護区」 向井 宏（海の生き物を守る会代表） 

ライブコンサート： 「江藤ゆう子 海と愛を歌う」  江藤ゆう子（歌手） 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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世界自然遺産になっている知

床半島は、陸と海のつながり

が評価されたものです。しか

し、知床半島をしのぐ自然豊

かな場所が北方四島です。ロ

シアになって保護区の管理が

十分行われなくなっている四

島と多くの人間の利用によっ

て危惧される知床半島の自然

をどのように守っていけばい

いでしょうか。 

環境省から発表された重要海

域の情報とこれから設定され

るべき海洋保護区について考

え、京都の歌手、江藤ゆう子

さんの歌で心を癒やされてみ

ましょう。多くの方のご来場

をお待ちしています。 

 

 

●生命の神秘～アカテガニ放仔 夏の磯観察会 in 上関・田ノ浦 

海の生き物を守る会では、以下の要領で、上関の自然を守る会と共催で、田ノ浦におけるアカテガニの

放仔の観察会を行います。田ノ浦を望むログハウスに泊まり、陸と海のつながりを実感させるアカテガ

ニの放仔を観察してみませんか。 

日時： 7月 26 日（土）10:30集合、27日（日）9:00解散 

場所： 上関町田ノ浦海岸（上関原発予定地） 集合は上関町四代港駐車場 

カンパ： 大人 2,500 円程度、子供 1,500 円程度 ※宿泊/食費他 

◇スケジュール（予定） 

7 月 26日（土） 

 四代港駐車場集合  10:30 ※定期船でこられる方を待って出発します。 

 田ノ浦ログハウス到着  11:00 
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 昼食（お弁当予約可）  12:00 

 ＤＶＤ “長島の自然 “鑑賞  12:30 

 磯観察会＆海水浴       13:00 

 磯観察会終了          16:00 

 入浴（温泉）          17:00 

 夕食              19:00 

 アカテガニ放仔観察      20:00 

 観察会終了           22;00 

 就寝              23:00 

7 月 27日（日） 

 朝食（主催者準備）       7:30 

 解散              9:00 

 

 

★申し込み： 7月 12日（土）締め切り 

氏名、大人と子供（小学生以下）の区別、緊急連絡先、

お弁当の申し込み(500 円)の有無を必ずお知らせ下さい。 

 

【申込み先】 

高島美登里 090-8995-8799  Fax:0820-62-0710 

E-mail:midori.t@crocus.ocn.ne.jp 

森田修 090-4695-1290 Fax:0820-47-2120 

E-mail:yo.morita@extra.ocn.ne.jp 

向井保子 090-9830-4871  Fax:075-741-6281 

E-mail: hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp  

 

公共交通機関を利用される方は右記の船便が便利です。 

定期船・臨時便問合せ先 上関航運 TEL 0820-62-0102 

 

 

●報告 砂浜海岸生物調査研修会を実施 晴天の江ノ島海岸で  

5月17日（土）10:00から14:30まで、神奈川県藤沢市江の島のかながわ女性センター会議室で、砂浜海岸

生物調査研修会を、パタゴニアの助成金で実施しました。当日は晴天に恵まれ、小学生も含め17名が参

加しました。最初に、海の生き物を守る会代表の向井宏が砂浜海岸生物調査の意味と調査方法について

説明した後、全員で、行楽客でごった返す江ノ島大橋から片瀬海岸に降り立ち、実際に砂浜海岸生物調

柳井港・室津方面→祝島行き 

 

２便 ３便 

柳井港 9:30 15:45 

室津 10:00 16:15 

上関 10:05 16:20 

蒲井 10:15 16:30 

四代 10:25 16:40 

祝島 10:40 16:55 

 

 

準備するもの 

 懐中電灯 

 虫除け対策（長袖＆蚊取線香） 

 マムシ対策（長靴が安全です） 

 宿泊用の寝袋 orタオルケット 

 

※7月 26日（土）夕方からの参加も

可能です。（16:40 四代港着定期船） 

mailto:midori.t@crocus.ocn.ne.jp
mailto:yo.morita@extra.ocn.ne.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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査を体験しました。 

三々五々、調査を行う参加者たち 

 

海岸では、生きたテングニシやマテガイなど大型の貝類やスナモグリも採集され、ホタルガイが砂浜を

這っているのも観察されました。久しぶりに海に触れたという人も多く、暑さもあって冷たい海水に足

を浸し、楽しい海辺の調査を楽しみました。次々と海の生き物が見つかり、なかなか調査を終えたくな

い気持ちになったようです。調査の後は、

浜辺でお弁当を開き、行楽気分も味わい

ました。その後、標本をセンターに持ち

帰り、同定と調査票を完成させて、予定

通り終了しました。その後、小学5年生

の北村彩乃さんが採集した小さなカニ

を専門家に同定を依頼したところ、日本

では記録がない属のカニであることが

分かり、びっくり。新種の可能性もある

とのことです。まだまだ砂浜には未知の

生きものが棲んでいるのかもしれませ

んね。 

標本の同定に苦慮する参加者たち。貝類の同定は、山下博由さんに教えていただきました 
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●報告 紀伊白浜で講演会・観察会を実施  

和歌山県白浜町の京都大学瀬戸臨海実験所にて、5 月 31 日（土）、所長の朝倉彰教授と鹿児島大学から

佐藤正典教授をお招きして「海の生き物講演会」を開催。京大の学生の皆さんの参加もあり、約 30 名の

方々が、講演に熱心に耳を傾け、質疑応答も盛んに行われ、充実した会となりました。朝倉教授の紹介

したヤドカリの多彩な形態や生態に参加者は興味を持ち、佐藤教授の諫早湾問題についての講演では、

泥干潟の重

要性と諫早

湾の現状を

あらためて

認識でき、

とても有意

義な会にな

りました。 

 

 

講演会で熱

心に耳を傾

ける参加者

たち 

神奈川新聞（2014/5/16） 
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暑さの中にもほどよい浜風も吹く、さわやかな 31 日午後、ぬけるような青空の下、大きく潮の引いた実

験所前の北浜にて、引き続き「自然観察会」が開かれました。浜辺での昼食の後、京都大学久保田信准

教授のユーモラスで分かりやすい名調子の説明と指導を受けながら、なごやかに賑やかに実施されまし

た。現地では珍しいハナガサクラゲも潮だまりで発見し、クラゲ博士の久保田先生もびっくり……。地

元からの親子連れの方をはじめ、遠来の参加者も含め 30余名の参加者は予定時刻を大幅に過ぎるほど熱

心に観察を続け、名残を惜しみつつ解散しました。一部希望者は、隣接する南方熊楠記念館にも立ち寄

り、谷脇館長の説明で館内を見学させていただきました。（報告 向井保子） 

 

名前を調べる 

 

 

潮だまりの生きものを探す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名残を惜しみつつ解散 
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2．イカとタコ 切手コレクション（3）   立川賢一 
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【世界】 

●死にかけている私たちの星 

世界のあちこちで、魚などがこれまでにないほど大量に死に始めていると報じられている。アメリカカ

リフォルニア州では 5 月に、6 トン以上の魚が死んで浮かび上がり、ケンタッキー州の川では同じ 5 月

に、50万匹のコイが死んだ。ミネソタ州では、35,000 匹の魚が死んだ。ニュージャージー州では、数千

匹の魚が死亡。バーモント州では、湖で何百万匹もの大量死が起きた。関係者は、どのケースも酸素不

足が原因と発表しているが、確証はない。原因がはっきりしないときは酸素不足という理由が普通使わ

れる。 

アメリカだけではない。メキシコ湾では、死んで打ち上がるウミガメやイルカの数が記録的であり、シ

ンガポールでも 160 トンの魚が死んで浮き上がった。中国では、フヘ川で、40km に渡って魚の死骸が

続いた。ギリシャでも 10トンの魚の大量死が発見された。そのほかにも、アルメニア、インド、カナダ、

オーストラリア、イングランド、イギリス、コロンビア、コスタリカ、ブルガリア、ホンジュラス、ア

ルゼンチン、デンマーク、ブラジル、パナマ、イラン、アイルランド、スリランカなどで魚の大量死が

起こっている。海や川や湖で、コイ、アンチョビ、タコ、アカエイ、ウミガメ、イルカなどの多くの海

の生き物が死んで、水面を覆い尽くす光景が頻繁に見られるようになった。 

もちろん、魚の大量死はこれまでもあちこちで報告されており、とくに珍しいことではない。しかし、

それまでに比べて、2013 年からの大量死の増加は著しい（イルカについては図を参照）。いったい何が

起きているのか？  
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●ニホンウナギ IUCN も絶滅危惧種に指定 

国際自然保護連合（IUCN）は 12 日、ニホンウナギを絶滅危惧種に指定し、レッドリストに載せた。ニ

ホンウナギは、環境省がすでに絶滅危惧種に指定していたが、IUCN の指定は、今後のワシントン条約

など国際的な規制に結びつく可能性がある。 

日本では、ウナギが高騰するとか、ウナギが食べられなくなるとか、マスコミが騒いでいるが、ニホン

ウナギが絶滅に瀕している大きな原因は、日本人の過剰消費と乱獲、そして乱開発・河川改修による生

息場所の消失である。原因の過剰消費を問題にせず、食べられなくなったらどうしようというマスコミ

の報道姿勢は、まったくおかしい。 

【東北】 

●小国川漁協 ダム建設容認へ 苦渋の選択 

山形県最上町の最上小国川に穴あきダムの建設計画を進めてきた山形県に対して、一貫して反対してき

た小国川漁協は、6 月 8 日の総代会で、ダム建設容認をわずか 11 票差で決めた（57 対 46）。今後、県

と漁業権補償の協議が行われる。しかし、漁業権の放棄には、組合員の 3 分の 2 の賛成が必要で、今回

の決議は漁業権の放棄を決めたものではなく、今後の協議の後、漁業権放棄を問う総会が開かれること

になる。 

山形県は、漁協などの反対にもかかわらずダム建設準備を推し進め、今年の小国川漁協の漁業権更新に

際しては、「公益上、必要な行為への配慮」を条件にした。つまり、ダムに反対するなら漁業権更新を

認めないぞと、脅したのだ。この県の姿勢に、当時組合長だった沼沢勝善さんは反対の姿勢を貫いたが、

県の圧力に悩み抜き、ついに自殺に至った。新しい高橋光明組合長は、組合の施設の老朽化や組合員の

減少、収入の減少などの組合の立て直しに県が支援策を準備するという懐柔策に対して、「支援策とダ

ム案を引き換えにするのかと問われれば、心を鬼にして『そうだ』と答えなければならない」と苦しい

胸の内を明かす。そこまでして自然環境を破壊するダムを建設しようとする県の姿勢は、疑問だらけだ。

県は、これまでの協議で「『ダムのない川』以上の川を作る」として、様々な漁業振興策を提示して、漁

協の賛成を誘導してきた。しかし、このスローガンこそ、ダムがあると川はだめになることを自ら認め

ているものではないか。 

 

●福島第一原発 4 回目の海洋放水 

東京電力は、6 月 8日、福島第一原発に流入する地下水を汲み上げて海へ放水する作業を行ったと発表し

た。開始から 4 回目に当たる。放水量はこれまでで最高の 1563トン。地下水くみ上げ計画は、専用井戸

の一つで基準値を上回る 1700ベクレルの放射性物質濃度が観測されたため、東電はこの井戸からのくみ

上げを一時停止している。今回の放水はそのほかの井戸から汲み上げた地下水を貯めたものだ。東電は、

この高濃度井戸からの汲み上げを貯水タンクに貯めた場合の影響を調査して対応するという。というこ

とは、一本の井戸からの高濃度地下水を他の井戸からの地下水に混ぜて海に流すことを検討しているの

かもしれない。海の汚染は広がるばかりである。 
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【近畿】 

●川上ダム 住民の多数が反対意見 

ダム建設事業が凍結されたままの三重県伊賀市青山地区の川上ダムについて、国交省近畿地方整備局は、

「建設がもっとも有利」とする報告書素案を発表したが、それに対する住民からの意見聴取が行われ、

12 人の公述人のうち、8人がダム建設に反対した。反対の住民は、「河道を掘削すれば、ダム建設の必要

は無い」「水需要は減る一方であり、ダムはいらない」などと主張した。地方整備局は、近日中に結論を

出し、国交省本省に提出する予定。これまでのやり方では、住民の意見は単なる形式になるだろう。 

 

●アカウミガメの産卵 始まる 

長さ 1.3km ある和歌山県みなべ町の千里の浜では、アカウミガメの上陸や産卵が始まった。5月 22 日に

上陸したのが初の確認で、6 月 9 日に産卵が確認された。千里の浜では、NPO 日本ウミガメ協議会など

によって 1981 年から産卵回数の調査が始まり、1990 年からは上陸回数も調査している。毎晩 9 時ころ

から翌朝の 4 時頃まで長い千里の浜を歩きながら調査するが、調査員の高齢化もあり、調査に若者の参

加を求めている。調査ボランティア希望者は、みなべ町教育委員会に申し込む。詳細は町のホームペー

ジで。産卵の見学にも町教育委員会の許可が必要である。 

また、徳島県海陽町宍喰浦の長浜海岸でも、6月 10日、アカウミガメの上陸・産卵が始まった。昨年は

この海岸で 7頭のアカウミガメの産卵が確認されている。 

 

●深海魚サケガシラを発見 田辺市天神崎 

和歌山県田辺市天神崎の磯で、近年話題になっている深海魚のサケガシラが打ち上げられているのが発

見された。全長は 160cm ほどで、体が銀白色。水深 500m 付近の深海で生活している。田辺湾では 1年

に 1度くらいの頻度でサケガシラが発見されるという。 

 

【中国】 

●「浚渫土砂投入で回復」 国交省中国地方整備局が発表 

岡山県倉敷市の味野湾沖では、約 10年前まで建設用の海砂採取が行われ、採取後に大きなくぼみができ

たり、砂がなくなってイカナゴの水揚げ量が減少したりして問題になってきた。国交省中国地方整備局

は、この生態系回復を狙って、別の海域で浚渫した海砂を入れたところ、イカナゴの回復が見られたと

発表した。そして、今後とも浚渫の進行状況に応じて、この海域への土砂の投入を行いたいとした。 

しかし、投入する浚渫土砂は、もとの海砂とはちがって、ヘドロ様の細かい粒子も含まれており、一般

に浚渫土砂の海洋投棄は認められていない。港湾の浚渫土砂の処分に困る国交省は、干潟の再生、創成

などと称して浚渫土砂を使った埋め立てを各地で行ってきたが、今回の土砂投入も浚渫土砂の処分に困

って「生態系回復」という美名の下に行われている。イカナゴの回復も、この土砂投入との因果関係が

証明されているわけでもない。 
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●出雲の砂浜も浸食続く 島根県が土砂管理計画を策定へ 

島根県出雲市大社町～多伎町の砂浜は、古事記や日本書紀の国曳き神話で曳き綱となった「園の長浜」

として知られる。この由緒ある砂浜も、最近では浸食が進み、出雲大社の神迎（かみむかえ）神事の舞

台である稲佐の浜では、弁天島が陸続きになるなどして、景観が変わってしまったところも多い。島根

県では、砂浜の維持と保全のために、この一帯の砂浜海岸 14km について、土砂管理計画を策定するこ

とになった。日本の海岸を持つほとんどの県で海岸保全計画や土砂管理計画が作られているが、コンク

リート壁やコンクリートブロックで浸食を止めようという対症療法がほとんどである。ダムの見直しな

ど、砂浜の減少の根本原因にさかのぼって土砂管理計画を作ることが求められている。 

【四国】 

●賀茂川河口で干潟観察会  

愛媛県西条市港の賀茂川河口の干潟で、「干潟生きもの探検隊」が行われ、親子連れなどの約 130人が参

加し、泥の中からカニや貝などを掘り出して、歓声を上げた。この観察会は愛媛新聞社が主催、トヨタ

自動車「AQUA SOCIAL FES!!」が協賛した。NPO 西条自然学校の理事長らに指導されて子供たちは、

干潟が海水を浄化する役割などを学びながら、マメコブシガニやアナジャコなどを見つけた。これまで

見つからなかったシャミセンガイが見つかるということもあり、主催者側でも驚くこともあった。 

 

●猛毒ヒョウモンダコが宇和島で見つかる 

猛毒を持つヒョウモンダコが、温暖化に伴い本州でも見つかるようになってきたが、今月 4 日、愛媛県

宇和島市吉田町沖の宇和海でもヒョウモンダコが発見され、愛媛県では注意を呼びかけている。ヒョウ

モンダコは、真珠養殖の籠から発見された。 

【九州】 

●諫早湾開門 農水省のサボタージュ 税金投入で有明海は死滅するだけ 

国営諫早湾干拓事業の潮受け堤防開門をめぐる問題で、福岡高裁は 2010年、長期開門を国に命じた佐賀

地裁の決定を認め、国に 3 年以内に開門調査を行うよう命令した。当時の菅内閣はこれを受け入れた。

しかし、農水省はそれまでの干拓事業の誤りをいっさい認めず、長崎県知事をはじめ、農業者らが開門

反対を唱えることを理由に開門のための準備工事にも取りかからず、サボタージュを続けた。その結果、

長崎地裁は国が有明海の漁業被害を認めないことを理由に、開門を差し止める判決を出した。また、佐

賀地裁は、開門を要求する漁業者らが国の開門サボタージュの制裁金請求訴訟を認め、国に今月 12 日以

降開門しない場合は原告ら 49人に一人一日 1万円を支払うよう命令した。そして期限が来た 6月 12日、

国は毎日 49万円をまとめて漁業者らに支払うことを明らかにした。この制裁金は、国民の税金から支払

われる。そこまでして農水省は、開門をサボタージュしようとしている。彼らはあくまで、諫早湾干拓

事業が誤った公共事業であり有明海生態系を破壊したことを認めようとしない。そのような立場こそ、

官僚主導を是正しようとした菅内閣の姿勢を官僚主導で歪めようとする腐敗役人の本性なのではないだ

ろうか。われわれ税金を納めている国民が、はっきりと彼らに NO を突きつけないと、この問題は解決

しない。国民の税金が無駄に使われるばかりである。 
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農水省は、有明海再生に向けた協議会を関係各県に呼びかけ、諫早湾問題の解決の糸口にしようとして

いるが、佐賀県と福岡県が協議に参加する意向を示しているのに対して、長崎県はあくまで協議に入ら

ない姿勢を続けている。農水省が意図しているのは、農水省の責任を棚上げにし、問題をこじらせてい

るのは佐賀県と長崎県／漁業者と農業者の対立であるかのごとくに見せることにあるようだ。だまされ

てはいけない。 

 

●漁業者らが県の責任を追及  海砂の違法採取問題 

佐賀県沖の玄界灘で海砂採取の許可を受けて採取していた唐津湾海区砂採取協同組合が、海砂の採取を

行う際に、許可水深を超えた場所で海砂の採取を行っていた問題で、唐津沖の漁業者ら「玄海漁協を明

るくする会」が、違法な操業を行っていた業者を取り締まらなかった佐賀県に、違反の実態調査を行う

こと、違法採取を見逃した県の責任を明らかにするよう求める要請書を古川知事あてに提出した。県の

担当者は、「許可組合から提出されたデータのチェックが甘かった。知事に報告する。」などと答えたが、

漁業者らは「海底の地形や砂は何百年も元に戻らない」と抗議した。 

 

●ゴンズイは酸性化を感じて餌を探す 

鹿児島大学の研究チームでは、ナマズの仲間で海に住むゴンズイが、餌生物の呼吸で生じる海水のわず

かな酸性化を感じて、餌を探していることを明らかにして、科学雑誌「サイエンス」に投稿した。これ

まで魚が餌を探すのに、視覚や臭い、アミノ酸などを手がかりにしているという研究結果がでていたが、

海水の酸性化を手がかりにしているという発見は初めてのことである。 

 

●鹿児島でウナギ資源保護事業を継続 

鹿児島県の養鰻業者やシラスウナギ採捕団体らによる鹿児島県ウナギ資源増殖対策協議会は、2013 年度

に実施した 3つの保護事業を 2014年度も実施することを決めた。資源が枯渇しつつあるニホンウナギの

資源回復を狙ったもの。3 つの保護事業とは、（１）10～12 月の親ウナギの禁漁、（２）稚魚漁の解禁を

20 日間遅らせる、（３）稚魚漁を 11日間早く終わらせる。効果はまだはっきりしないが、保護事業は当

分継続する予定。しかし、この保護事業を実施するのは、もはや遅かったのではないか。ニホンウナギ

は 2年後のワシントン条約見直しで規制がかかる可能性が高い。 

【沖縄】 

●辺野古・大浦湾で工事海域を立ち入り禁止措置 基地建設・埋め立てへ 

防衛省が米軍普天間基地の代替え施設を辺野古沖に建設する

ための埋め立て工事を行う際、工事区域の目印として置かれる

ブイの内側全体を立ち入り禁止とするよう米軍と協議してい

る。今後、閣議決定をして告示変更や日米合同委員会の合意な

どを取り付ける予定。ブイは安全確保を名目に埋め立て地域を

大きく取り囲むように設置される予定である。米軍への提供水

域は、沿岸に接する部分だけが「常時立ち入り禁止」となって

http://www.okinawatimes.co.jp/photo_detail/?id=72511&pid=111370
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いるが、その他は船の航行や漁業については、制限なしとされている。しかし、今回の措置はブイの設

置ラインを広く取り、その内側全体を立ち入り禁止とすることによって、反対派の工事阻止行動を妨げ

る狙いであると思われる。政府は、反対派が工事区域へ侵入した場合、刑事特別法（米軍基地への侵入

禁止など）の適用も視野に入れて、入域即逮捕とするかなどについて、防衛省と米軍の間で検討を続け

ているとみられる。政府は、いよいよ強権的に辺野古埋め立てを強行しようとしている。 

 

●5 羽のクロツラヘラサギが来島  

沖縄県豊見城市与根にある「三角池」に、絶滅危惧種のクロツラヘラサギが 5羽、飛来しているのが確

認された。沖縄野鳥の会の山城正邦会長によると、この 5羽は繁殖しない若鳥とみられ、北の繁殖地へ

渡りをしないと見られる。 

 

 

 

【東北】 

◆第 12 回海ごみサミット 2014 山形・庄内会議 

海洋（海岸漂着）ごみ問題の改善を目指し、「第 12回海ごみサミット 2014 山形・庄内会議」を山形県酒

田市（飛島）及び鶴岡市において開催いたします。海ごみサミットは、2003 年から毎年、テーマと開催

地を変えて開催してきました。これまでの開催地は、酒田市・飛島、対馬、隠岐、羅臼、佐渡、鳥羽、

下関・長門、東京、愛媛、亀岡、東京です。 

年に一度、国や自治体などの行政関係者、NGO/NPO、民間事業者、研究者、住民など、様々な立場で海

洋ごみ問題に向き合う関係者が一堂に会し、開催地域の課題や状況などを共有し、具体的な対策につい

て意見を交わしてきました。また、JEAN では海ごみサミットの成果を社会へ発信し、多様な主体によ

る対策を進める態勢を一歩ずつ構築してきました。 

こうした取組みを背景に、2009 年には「海岸漂着物処理推進法」が制定されました。対策予算が全国の

都道府県に配分されてから 5 年目となるなかで、各地の海岸における回収・処理対策は進展しました。

その一方、陸域や海域での発生源対策や普及啓発等の取組みは、思うように進んでいません。 そこで今

回の海ごみサミットでは、国内・国外での取組み事例を参考に、都道府県・市町村担当者の情報共有を

図り、森・川・街・海での一体的な取組みの方策を探りたいと考えています。 

 

日時：7月 24日（木）～26日（土）  

会場：フィールドワーク →酒田市・飛島西海岸（定期船代は主催者にて負担します）  

※フィールドワーク終了後、鶴岡駅まで貸切バスにて送迎します 

全体討議 →鶴岡市駅前・マリカ市民ホール(鶴岡市末広町 3-1、庄内産業振興センター内） 

◇プログラム 2014umigomisummit_inf140604.pdf 

参加費：2000 円（資料代等）、大学生以下無料 交流懇親会 4500 円（調整中） 

※宿泊が必要な方は、各自にてご手配をお願い致します。  

定員：フィールドワークのみ 40 名  

http://www.malipjapan.jp/events/2014umigomisummit_inf140604.pdf
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主催：一般社団法人 JEAN  

共催：鶴岡市、酒田市、遊佐町、美しいやまがたの海プラットフォーム、 美しい山形・最上川フォーラ

ム(予定)、特定非営利活動法人パートナーシップオフィス 

後援：山形県、(公財)日本離島センター、全国離島振興協議会、漂着物学会 ほか 

問い合わせ：一般社団法人 JEAN（担当：五島、吉野）TEL：042-322-0712  FAX：042-324-8252 

〒185-0021東京都国分寺市南町 3-4-12 マンションソフィア 202  

★申し込み：こちらの用紙をご利用ください。 

2014umigomisummit_ent140604.doc  2014umigomisummit_ent140604.pdf 

 

【関東】【中部】 

◆海藻おしば作品展開催のお知らせ 

カラフルで造形美に富む海藻を素材とした「海藻おしば作品展」が 6 月から 2 カ所（千葉県と静岡県）

で開催されています。海の森からの贈り物――美しい海藻おしばの魅力をお楽しみください。 

 

◇谷津干潟自然観察センター特別展示「海藻おしば展」 

開催期間：6月 1日（日）～30日（日） 

会場：谷津干潟自然観察センター内（千葉県習志野市）  

主催：谷津干潟自然観察センター 

協力：海藻おしば協会 

 

★期間中に開催される「海藻おしば教室」の参加者を募集

しています。千葉県内で拾い集めたカラフルな海藻で海

藻おしばハガキを作ります！ 

日時：6月 21日（土） 

1 回目（午前）10:30～12:00 

2 回目（午後）13:30～15:00 

定員：各回 15名 

参加費：300円（別途入館料が必要です） 

問い合わせ：谷津干潟自然観察センター 

Tel: 047-454-8416 

※詳しいことは HP でご確認ください。 

http://www.yatuhigata.jp 

 

◇静岡県伊東市「ギャラリー椿」での「海の森からの贈り物――海藻おしば展」 

日時：6月 28日（土）～7月 13 日（日） 10：00～18：00 

場所：ギャラリー椿（伊東市中央町 13-39 ホテルリーデント伊東 1階 TEL:0557-36-1336） 

http://ameblo.jp/kaisou048/image-11871307713-12963512546.html
http://www.malipjapan.jp/events/2014umigomisummit_ent140604.doc
http://www.malipjapan.jp/events/2014umigomisummit_ent140604.pdf
http://www.yatuhigata.jp/
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主な作品出展者：野田三千代・森田玉子・鎮田たつ子・水口正子・高山優美・三橋絹代・永島美保・佐

藤真理 ※今回は作品の販売も予定されています！ 

連絡先：海藻デザイン研究所 野田 三千代（携帯：090-1273-0129） 

 

 

 

 

 

 

 

 

「９種類のアラカルト」制作：野田 三千代 ↑ 

 

←「女優 Ｍ］制作：水口 正子         

 

 

 

 

「アヤニシキの花かご」制作：森田 玉子→ 

 

【中国】 

◆上関原発に反対する祝島の漁師さんに５００万円届けようキャンペーン  

「みんなの海じゃ。金では売らん！」―32年目の祝島がピンチです 

「海は売っちょらん！」 

瀬戸内海の祝島。島民の 9割が人生を賭け世代を超えて、上関の原発計画に反対してきました。漁師さ

んにいたっては、原発建設の漁業補償金 10億 8千万円も拒みつづけています。この明確な意思表示が原

発計画を止める切り札でした。 

  

祝島支店の 2013 年度の赤字は約 1,000万円。 

年々、水揚げが減り魚価も低迷。補償金受けとりを強要する県漁協の管理下で、山口県漁協祝島支店（旧

祝島漁協）は、運営改革も進めることができず、深刻な経営危機に直面しています。補償金を拒むため

にも、漁師さんは年金をつぎこみながら組合員を続け、数年前からはさらに赤字補填もしています。議

決権のある正組合員の、少なくとも過半数の意思表示がなければ、補償金を拒みとおすことが難しいか

らです。今年は遂に、赤字負担が一人約 20万円。支払い期限は 7月末です。祝島の漁師さんだけで背負

うのは、もう限界です。 

  

http://ameblo.jp/kaisou048/image-11871307713-12963646170.html
http://ameblo.jp/kaisou048/image-11871307713-12963650208.html
http://ameblo.jp/kaisou048/image-11871307713-12963649221.html
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みんなの海を私も守る。 

補償金を拒む組合員の負担分 500万円がカンパ目標額です。ひとりでも多くの漁師さんが補償金を拒め

ば、漁協の運営改革の議論が本格化します。海の日の 7月 21日、祝島の漁師さんへ届けましょう。 

 

湯浅正恵（広島・上関リンク） 

山秋真（『原発をつくらせない人びと』著者） 

纐纈あや（映画『祝の島』監督） 

 

★カンパ振り込み先：ゆうちょ銀行口座 

【口座番号】０１３２０－０－９０１７６ 

【加入者名】みんなの海の会 

 

一般金融機関から口座へお振込みの場合 

【口座種別】当座預金 

【店名】一三九（イチサンキュウ）            上関原発建設予定地田ノ浦からみた祝島 

【口座番号】００９０１７６ 

【名義】みんなの海の会（ミンナノウミノカイ）   

問い合わせ：みんなの海の会（メール： minnanoumi0721@yahoo.co.jp ）  

 

 みんなの海の会は、これまで祝島に学び、お世話に

なり、勇気づけられてきた発起人 3 人が、祝島のこ

の 1 年の危機的状況に、ひとりでも多くの方と問題

を共有したいと立ち上げた会です。詳しくはホーム

ページ（ http://minnanoumi.jimdo.com ）をご覧

ください！ 

 キャンペーンの経過と会計報告はホームページ上で

行います。 

 7月21日海の日に祝島でカンパお届けイベントを行

います。 

【四国】 

◆初夏の干潟 調査隊 

西条市加茂川の河口には、愛媛県内最大の広大な干潟が広がっています。一見広くて不毛な地に見える

干潟には、よく観察してみるとカニや貝など様々な生き物たちが生息しています。全国的に減少傾向に

ある干潟は、生物多様性が高く、豊かな自然環境として理解し保全すべき場所です。このイベントでは、

みんなで初夏の干潟に足を踏み入れ、どんな生き物がいるか調べます。干潟やここに生息する生き物を

知ることによって、干潟の重要性を感じ、学ぶことができます。 

実施日：6月 21 日（土） 10:00～12:00 雨天中止（中止は当日朝 8：00までにご連絡いたします） 

メッセージ 

「みんなの海の会」さんが祝島を応援するた

めのカンパの呼びかけを始めるとうかがい、と

ても励まされると同時にありがたいです。 

ともに「いのちの海」を守り受け継ぐために、

力をあわせて頑張りましょう。 

 

上関原発を建てさせない祝島島民の会 

代表 清水敏保 

 

 

mailto:minnanoumi0721@yahoo.co.jp
http://minnanoumi.jimdo.com/
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★申し込み：6 月 16日（月）17:00 締め切り 

集合場所：加茂川左岸 龍神社前（JR「伊予氷見駅」より徒歩 25 分、せとうちバス「境橋」より徒歩 20

分。駐車スペースはありますが台数が限られているため可能であれば乗り合わせてお越しください。） 

開催場所：愛媛県西条市 加茂川河口周辺 

持ち物：長靴、野外活動ができる服装、スコップ、バケツ、着替え（必要な人）、タオル  

対象者：どなたでもご参加いただけます 

実施団体：特定非営利活動法人西条自然学校 

協働団体：NPO 法人えひめリソースセンター、認定 NPO 法人日本 NPO センター 

協賛：株式会社損害保険ジャパン、日本興亜損害保険株式会社 

問い合わせ：NPO 法人えひめリソースセンター 

TEL&FAX : 089-934-5158 Email : ehime.resource@gmail.com  

参加者へのメッセージ：西条自然学校は、愛媛県西条市を拠点に、自然環境を保全するために、調べ、

伝える活動を展開しています。干潟は「汚い」「何も無い」という印象をお持ちの方もいるかもしれませ

ん。このイベントで、皆さんはきっと様々な不思議な生き物たちに出会えます。干潟という貴重な自然

環境を、正しく・楽しく理解してもらえると嬉しいです。 

 

【九州】 

◆和白干潟のクリーン作戦と自然観察 

開催日時：6月 28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：tel:090-1346-0460（田辺） 

【沖縄】 

◆じゅごんの里ツアー「辺野古・大浦湾の海を体験しよう！ 

2 泊 3日で「じゅごんの里ツアー」を開催します。内容は普天間基地ゲート前訪問、名護市表敬訪問、辺

野古座り込みテント村訪問、船で基地建設予定地巡り、名護東海岸散策など。詳細は、SDCC・ジュゴン

保護キャンペーンセンターの HP をご覧ください。http://www.sdcc.jp/plan/14-tour-okinawa.html 

日時：6月 27日（金）～29日（日） 

※うみひるも編集部より：こちらのツアー企画の参加者募集は締め切り日を過ぎていますが、「現地参加

や途中参加もできますので、お問い合わせください」「定員になり次第締切」とのこと。現地参加の申し

込みの締め切り日も、今号発行の翌日となっていますので、ご注意ください。詳しくは主催者にご確認

をお願いします。 

★現地参加の申し込み： 6月 17日（火）締め切り！ 

問い合わせ：SDCC・ジュゴン保護キャンペーンセンター 

首都圏事務所 TEL/FAX 03-5228-1377、関西事務所 TEL/FAX 06-6353-0514 

mailto:ehime.resource@gmail.com
http://www.sdcc.jp/plan/14-tour-okinawa.html
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オカヤドカリの大量出現 

熱帯系のオカヤドカリ類の日本での自然分布の北限は紀伊半島沿岸である。和歌山県白浜町の海岸で、

2011年 5月下旬から毎日のように京都大学瀬戸臨海実験所構内と隣接の番所山でオカヤドカリの出現を

観察した。出現ピーク時には、1 日の様々な時間帯で、未明から夜まで最多で 6回、集中してこの調査を

幾日も行った。オカヤドカリ類は天然記念物なので、採取はおろか触れることも禁止されている。この

調査は県と町の許可（指令文第 120の(3)）を得て行っている。 

その結果、334 個体のオカヤドカリが出現した。色々な貝を背負っていたが、大半の個体が、アイウ

エオ順に列挙すると、イボニシ，イワカワウネボラ，ウニレイシ，カコボラ，カタベガイ，キイツブリ，

コオニノツノガイ，ガンゼキボラ，コシタカサザエ，サザエ，シオボラ，スガイ，タイワンレイシ，テ

ツボラ，ナガニシ，バイ，ヒメイトマキボラ，レイシに入っていた。非常に稀だが、むき出しのものも

見られた。使用されていた貝殻はキイツブリとサザエを除き、調査区域の磯浜に普通に打ち上がる種だ

った。 

オカヤドカリは 6－8月によく出現し、9－11 月になると出現回数も個体数も減った。熱帯性の性質を

裏付けている。とりわけ番所山遊歩道の頂上にある灯台の周囲の溝（標高 30ｍ）に、最多数のオカヤド

カリがごく短期間に集中して多数出現したのが注目された。そこでは、1回の観察時に数十個体が現れた。

6 月 6日の朝 9時に 52個体とこの調査で最多出現し、その日の夕方の 17時 15分にも 24個体で、計 76

個体が出現した。また、2日前の 6月 4日の夕方 17

時半と 5 月 31 日の 17 時にも、それぞれ 48 個体と

20 個体が出現した。これら 3日間だけで 2011 年全

体の出現数の 43.1％を占めた。一方、番所山灯台を

除く長い遊歩道自体にはごく稀にしか出現しなか

った。番所山の山頂で彼らが群れて何をしているの

か観察したが、その理由は特定できなかった。 

図. 和歌山県白浜町に出現した 

オカヤドカリ（マーキング実施個体） 
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今回は、前号（うみひるも 138号）にウミウシフィギュアの情報をご提供くださった 

倉谷うららさんからの投稿です♪  

…………………………………………………………………… 

『ウミウシフィギュア送料のみでの譲渡』を申し込みされた皆さまへお礼 

先日、上記の件で「うみひるも」に募集記事を掲載していただきました会員の

倉谷うららです。募集期間が短かったにもかかわらず、お申し込み数が在庫を大

幅に上回ったため、複数口お申し込みの機関には、ご希望数に副うことができな

かったようです。お陰さまで、数百箱のウミウシフィギュアは廃棄されることな

く全国津々浦々の自然科学関係者経由で、観察会・海のイベントなどで配布いた

だけることとなりました。ウミウシフィギュアを機に海の生きものに関心をもっ

てくださる人が増えれば素敵なことと思います。ご協力いただいた皆さま、本当

にありがとうございました。 

株式会社奇譚クラブさんは、海を守る活動や教育に大変 

理解あるフィギュア会社です。  （次頁につづく） 

2012 年にも 6月になると 2011年と同様に番所山頂上で出現があった。しかし、2011 年のように毎日

調査しなかったので、少数の出現の確認に留まった。番所山一帯が自然公園として遊歩道の整備などが

2013 年から 1 年をかけて実施され、2014 年 4 月に開園された。そこで、今年も番所山の頂の灯台でオ

カヤドカリが大量出現するか、5 月 31 日から 6 月 10 日まで特に集中して調査した。多い時は何日も朝

昼夜に何度も調査し、もし出現すれば夜も実施するように計画していた。しかし、今回はいつ行っても 1

個体も現れなかった。南方熊楠館のスタッフも手伝って下さって、大量出現を期待していたのに、現時

点で（6月 11 日）、全く今のところ出現がない。この理由については不明で、2011年時の理由もよくわ

かっていない。ただ、2011年のマーキング調査から、おそらく大移動のためではなかったかと推察した

程度であった。 
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7．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。 

ネーチャーテクニカラーシリーズには、サワガニ、フジツボ、クラゲ、タツノ

オトシゴ、ダンゴウオなどもあります。 

海の生きものを解説するとき、「こんなフィギュアがあったらいいな」、とい

う具体的な生物種がございましたら、海の生きものにかかわる皆さまならでは

のアイディア、リクエストを下記のリンクよりお寄せください。       

http://www.surveymonkey.com/s/X75S2SB 

博物館のミュージアムショップなどでも利用できる初期投資の全くかからない

ガチャガチャ機の設置システムができたそうです。 

詳しくは奇譚クラブの長澤志麻様 nagasawa@kitan.jp まで。 

…………………………………………………………………… 

というわけで、ご注文された皆さん、お手元には山ほどのガチャガチャカプセルが届いたことと思

います。お小遣いをためて 1つずつ買う子どもには、うっかり見せられない、夢のような光景でした

ね。どんな方に配りましたか？ ぜひ、お聞かせください。そのほか引き続き、「なんでも投稿コー

ナー」でお待ちしています。出かけた海や出会った生き物の写真も、ぜひ、お送りくださいね。 

hirumo@live.jp 
「うみひるも」編集部宛 

http://www.surveymonkey.com/s/X75S2SB
mailto:nagasawa@kitan.jp
mailto:hirumo@live.jp?subject=「うみひるも」投稿
mailto:hirumo@live.jp?subject=「うみひるも」投稿
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 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！  

 

8．編集後記 

 江ノ島の砂浜海岸生物調査（5/17）に小学 5年生の娘と参加しました。砂浜に生き物の気配がする穴を

見つけては一緒に慎重に掘り進めました。なかなか目的のサイズの生き物には出会えず、代わりに、掘

った砂の中に何かモソモソと動くものを見つけました。娘がチャック付きの小さなビニール袋に入れて

海水と砂を少しずつ取り除くと、見えてきたのは意外にも、超ミニサイズのカニでした。 

室内に戻って先生方に聞いても種名が分からず、他の生き物と一緒に海に返してしまうところでした

が、貝類多様性研究所の山下博由さんが持ち帰ってくださり、千葉県立中央博物館の駒井博士に同定い

ただく機会を得ました。そうしたら、なんとビックリ。日本ではまだ記録のない Indopinnixa 属のカニ

だったそうです。よく似た標本が 2個体、島根県の境水道と三浦半島の江奈湾で採れていて新種かどう

かは未定らしいのですが、親子で大感激です。これだから海遊びはやめられません。（ちよ） 

5 月はイベントが続き、あたふたと過ごしていました。おかげで 6月 1日の「うみひるも」も配信で

きず欠号になってしまいました。6月はイベントの開催はありませんが、7月にまた 2 回、イベントを行

います。多くの方が参加されるようお願いします。「うみひるも」の配信も予定通りできるかどうか心

配ですが、できる限り頑張ろうと思います。諫早湾問題も出口が見えず、辺野古の埋め立ても見通しは

暗くなってきました。その辺野古の埋め立て予定地で、ジュゴンの食み跡がたくさん見つかりました。

またごく最近近くの瀬嵩でもジュゴンの食み跡が見つかりました。埋め立てを間近に、ジュゴンが餌場

を主張してやってきているとしか思えません。世界の絶滅危惧種ジュゴンを守るためにも、米軍基地を

作らせない必要があります。 

国土強靱化と称して日本の海岸をコンクリートで埋めつくす政策も進んでいます。その一方で、海岸

法の改正にともない、「自然海岸の保全や砂浜の再生に努める」という付帯決議が参議院で可決されま

した。私たちは、この付帯決議を具体的な政策に生かす努力をしていかなければなりません。（宏） 

 

 

 



 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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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