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「今月の海の生き物」アオヒトデ

Linckia laevigata

棘皮動物門海星綱アカヒトデ目ホウキボシ科のヒトデで、きれいな青色をしており、目立つ存在だ。た
だし、やや黄色っぽいものやオレンジ色がかったものまで変異する。紀伊半島南部以南のインド洋・西
太平洋の浅い
サンゴ礁に普
通に生息する。
腕 の 長 さ は
20cm ほどまで
大きくなる。
腕の裏側に多
数の管足を出
して、それによ
って移動する。
天敵として、フ
リソデエビに
襲われて食べ
られているこ
とが知られる。
写真は砂浜に
打ち上げられた個体で、本来の生息場所とは異なる。
（沖縄県名護市嘉陽にて 向井 宏撮影）

1

目次
「今月の海の生き物」アオヒトデ ・・・・・・・・・・・・・・・・1
1. 「海の生き物を守る会」の活動について・・・・・・・・・・・2
2. 「ウミウシ 切手コレクション」（1）立川賢一・・・・・・・・・4
3. 海の生き物とその生息環境に関するニュース・・・・・・・・5
4. 海の生き物に関する運動・行事・他の団体の情報・・・・・・・8
5. みんなのひろば・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
6. 「きらめく動物たちの命と海 久保田信の白浜だより」（77）・・12
7. 「有明海と三陸の水辺から」（9）田中 克・・・・・・・・・・・13
8. 事務局便り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
9. 編集後記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

【活動予定】
●奄美大島でフォーラムを開催「奄美の自然を守り、辺野古に連帯する」
今年 5 月 30 日（土）に、「ストップ辺野古！ 奄美緊急アクション その２ ～奄美大
島の海と山を守り、沖縄に連帯する～」
（仮題）というタイトルで、フォーラムを行います。
辺野古沖の米軍基地建設のための埋め立てに使われる土砂を供給するために、奄美大島で大
規模な山の切り崩しが行われています。この行為は国立公園化を計画している奄美大島の自
然にとって、きわめて重大な問題であるだけでなく、辺野古の埋め立てを阻止するためにも、
喫緊の問題でもあります。このフォーラムは、「海の生き物を守る会」と「自然と文化を守
る奄美会議」の共催で、名瀬市市民広場「AIAI ひろば」において行います。講演は、向井 宏、
安部真理子の両氏と、地元から薗博明氏ほかを予定しています。詳細が決まり次第、また広
報します。お近くの方、この際奄美大島へ行ってみたいと思われる方は、ぜひお越しくださ
い。

●ジュゴン・スタディツアーを 6 月に実施

参加者募集中

2015 年度のジュゴン・スタディツアーを、6 月に実施します。場所は、昨年までと同じ
フィリピン、ミンダナオ島のマティ市とマリタ市です。日程の詳細は未定ですが、いまのと
ころ 6 月 15 日（月）～23 日（火）を予定しています。参加してみたいと思われる方は、な
るべく早くお問い合わせください。
向井 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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【活動報告】
●「嘉陽海岸砂浜いきもの調査」を実施
3 月 8 日、米軍基地建設で埋め立てられようと
している辺野古・大浦湾に隣接する名護市嘉陽の
海岸で、「嘉陽海岸砂浜いきもの調査」を日本自
然保護協会との共催で実施しました。一般に参加
を呼びかけた結果、11 家族 25 人が参加し、大潮
砂浜のいきもの調査を行う人たち
の嘉陽海岸で生きものを観察したり、種名の同定
を行ったり、浜辺でお弁当を開いたりして楽しみ
ました（写真）。心配した天候も、晴れたり曇ったりのまずまずの天気になりました。那覇
など沖縄県南部から参加した家族も多かったのですが、参加して良かった、次回もぜひ参加
したいなどの声が寄せられました。
このイベントは、「おきなわサンゴ礁ウィ
ーク 2015」の一環として行ったものです。指
導は、当会代表の向井 宏。この調査は、海の
生き物を守る会が行っている砂浜海岸生物調
査の一環としても扱い、調査票がたくさん集
まりました。参加された皆さん。どうもあり
がとう。
お昼は砂浜でお弁当を開く

終了後に記念撮影（一足お先に帰ってしまった人たちも）

砂浜のいきもの調査を行う人たち
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2．ウミウシ 切手コレクション （1）

★今号からウミウシの切手をご紹介します。

立川賢一

※下記の目次は「うみひるも」とは関係ありません。
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【東北】
●三陸のムラサキイガイから貝毒を検出
宮城県は 3 月 9 日、岩手県と宮城県北部のムラサキイガイから麻痺性貝毒が検出されたと発表した。
関係漁協には出荷を自主的に規制するよう要請した。

●747 トンの汚染水が漏洩

海へ流出か

東京電力は福島第一原発の汚染水タンク群を囲む二重の堰の外側の堰にたまった雨水が漏洩して地中
にしみこんだと 3 月 10 日に公表した。ストロンチウムなどの放射性物質が 1 リットルあたり 8300 ベク
レルの濃度の汚染水が、約 747 トン漏洩したと推定されている。タンクの水位に変化がないことから、
東電では原因がまだ不明としているが、地中にしみこんだ汚染水は、そのまま海へ流出していると考え
られる。依然として汚染水対策は後手後手に回っており、海への流出も続いている。今年 1 月には、福
島第一原発港湾内のタケノコメバルから 1 キロあたり 44000 ベクレルが検出されている。
「コントロール
できている」という政府の嘘は、もう誰の目にも明らかだ。

【関東】
●ハマグリが九十九里浜で増加

鹿島灘では激減

茨城県鹿島海岸と千葉県九十九里浜は、連続した砂浜が長く続く我が国でも希有な海岸である。ここ
ではチョウセンハマグリが生息しており、ハマグリ漁業としても日本でもっとも漁獲量が大きい。しか
し、最近 20 年間にチョウセンハマグリの資源量が大幅に減少し、水揚げもピーク時の 20 分の 1 にまで
減少している。鹿島灘のハマグリは、長期にわたって回復が見られず、現在も低迷したままであるが、
九十九里浜では、最近になって豊漁が続いている。鹿島灘では 1993 年に最高の 1751 トンを漁獲、それ
以降、毎年のように減少を続け、2014 年は 80 トンになった。一方、九十九里浜では、300 トン前後の
水揚げを維持していたが、2005 年ころに約 100 トンに減少した。ところが最近では、2013 年に 1833
トンまで急上昇している。同じような環境なのに、なぜ九十九里浜では資源が回復し、鹿島灘では回復
しないのか、原因は不明だ。鹿島灘では人工の掘り込み港湾の建設があってから、砂浜の砂が流出を続
けており、それが減少の大きな原因であるとする説が有力である。茨城県水産試験場では、プランクト
ン生活をする幼生の分布の仕方にその謎があるとみて、研究に乗り出している。
日本の春の味覚だったハマグリが内湾性であるのに対して、チョウセンハマグリは外房や鹿島灘のよ
うな外洋の砂浜に生息する。ハマグリは、各地で減少し、現在では絶滅危惧種に指定されるほどになっ
ている。

【四国】
●浦戸湾の湾口部に固定式防波堤を建設
高知市浦戸湾周辺の津波対策を検討している対策会議は、3 月 10 日、浦戸湾の湾口部に固定式の堰（防

5

波堤）を建設して、南海トラフ地震に備えることを決定した。2015 年度中に整備案をまとめ、早期着工
を目指している。

【九州】
●リュウグウノツカイ

生きた状態で捕獲

長崎市蚊焼町の沿岸域で、漁業者が仕掛けていた定置網に、深海魚の「リュウグウノツカイ」が生き
たままかかっているのが発見された。全長は 3.3m で、ほぼ完全な状態で捕獲された。全身は銀色をして
おり、背びれや腹びれは鮮やかな赤。研究のために、近くの「ベンギン水族館」に運ばれたが、2 日後に
死亡した。

●ビゼンクラゲを保護へ

漁を規制

ビゼンクラゲは傘の直径が 50~70cm になる大型のクラゲで、有明海では近年大量に発生して、漁業の
網を破損させるなど被害も出ているが、食用となり、中国料理の高級食材として人気がある。近年、中
国からの引き合いが多くなり、その値段は過去の 5 倍にもなっている。そのために、中国では乱獲がた
たり、資源が減少してしまった。有明海区漁業調整委員会では、乱獲を防ぐため、漁業法に基づきクラ
ゲ漁を規制するための「委員会指示」を出す方向で検討を始めた。それによると、直径 40cm 未満のク
ラゲは一年を通して採取禁止とし、40cm 以上では 7～9 月のみ漁を解禁する。違反すると罰金または懲
役が科せられる。佐賀県と福岡県の漁協・漁連では、2013 年から自主規制を行ってきたが、規制が十分
守られていないため、漁業法による指示で規制を行うよう求めていた。タイラギ漁ができなくなった有
明海では、クラゲ漁に期待を寄せている。

●ザトウクジラが過去最多出現

奄美大島沖

鹿児島県奄美大島の沖合では、ザトウクジラの回遊がシーズンを迎えて、ホエールウオッチングが盛
んに行われている。名瀬湾では、昨年は過去最多の 344 頭が出現するなど、近年増加傾向にある。今年
もすでに 210 頭が確認され、昨年の記録を超えそうである。ザトウクジラの回遊シーズンは 1～4 月ころ
で、カムチャッカ周辺から繁殖のために南下する。いまがもっとも多い時期。奄美大島沖では、約 50 年
前（1962 年）までは捕鯨が行われ、毎年 300 頭ほども捕獲していたが、中止になって今ではホエールウ
オッチングが盛んである。クジラの保護団体「奄美クジラ・イルカ協会」は、ようやくクジラの個体数
も回復してきた。これからはルールに則ったホエールウオッチングをして欲しいとしている。

【沖縄】
●米軍が沖縄県の調査を拒否

ブロックによるサンゴ礁の破砕で

米軍基地の新設が計画されている沖縄県名護市の辺野古・大浦湾で、沖縄防衛局が制限区域を示すた
めのフロートの重りとして、10～45 トンの大型コンクリートブロックを沈め、サンゴ礁を破壊している
と指摘されている件で、沖縄県は岩礁破砕許可の条件に違反した工事が行われているかどうかを臨時制
限区域外で潜水調査してきた。さらに区域内での調査をしたいと米軍に求めていたが、米軍は基地の運
用の妨げになるとの理由でこれを拒否した。外務省はこれに抗議することもなく、唯々諾々と米軍の決
定を翁長沖縄県知事に伝えた。翁長知事は、岩礁破砕許可を取り消すこともあると言っている。
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●環境監視委員会の委員が辞任

「辺野古の環境守れない」

沖縄防衛局が辺野古基地建設工事の環境影響を監視するという名目で立ち上げた環境監視等検討委員
会（委員長：中村由行 横浜国立大学大学院教授）の東清二副委員長（琉球大学名誉教授）が「この委員
会では辺野古の環境は守れない」として辞任することを表明した。東委員は、同時に戦争にかかわるこ
とはもうしたくないとも述べ、この事業への抗議の意思を表したと思われる。

●第三者委員会が会合

非公開で

7 月に向けて知事に報告

沖縄県名護市辺野古への米軍基地建設のための海面埋め立て許可を出した仲井真前知事の手続きに瑕
疵があるかどうかを検証する第三者委員会が 3 月 11 日に第 3 回の会合を開いた。委員長の大城浩氏は、
7 月に予定している翁長県知事への報告にむけて専門ごとに分担しながら作業を続けることを明らかに
した。会合は非公開で行われ、内容について現時点で発表することはないとした。翁長知事の腹づもり
では、7 月に始まると予定されている埋め立ての本格工事の開始前に、報告を受けて埋め立て許可を取り
消す可能性を探るのであろう。しかし、現地では 3 月 12 日に翁長知事が就任した後、ボーリング調査が
初めて強行されるなど、反対派住民と米軍や海上保安官・県警機動隊との間に緊迫した空気が張り詰め
ている。翁長知事は、
「（ボーリング調査は）大変遺憾だ。あらゆる手法を駆使し、辺野古に基地を造ら
せないという公約を守るよう努力する」と述べたが、住民からは翁長知事の対応が遅いという不満もで
ている。一方、政府は菅官房長官が、沖縄の選挙結果を無視して、
「粛々と進める」と沖縄県の民意を踏
みにじってもアメリカのために基地を造る構えを見せている。

●透明な深海魚を捕獲

種名は不明

沖縄県の久米島町兼城港内で、深海魚とみられる魚が捕獲された。全長 30cm ほどで横幅は 3cm の細
長い体をしており、体色は透明。発見した市民は、リュウグウノツカイの幼魚ではないかと思ったと言
う。しかし、専門家は、断定できないがサケガシラかテンガイハタの幼魚ではないかという。残念なが
らこの魚はバケツで捕獲後、逃げられたので、最終的な同定には至らなかった。深海魚が最近各地で採
集されるようになったことで、この魚も注目されたようだ。

●環境省

特別保全地域（崎山湾）を 8 倍に拡大

もっとも厳正に保全すべき地域として日本では約 10 カ所の特別保全地域が指定されているが、そのう
ち海に関しては、国内唯一の海域自然環境保全地域である沖縄県西表島の崎山湾の 128ha を拡大して、
東隣の網取湾を含む 1077ha として「崎山湾・網取湾自然環境保全地域」に指定し、その全域を海域特別
地区とした。約 8 倍に拡大したのみならず、特別に保護すべき動植物 36 科 327 種を指定した。拡大前の
9 種から大幅に指定種が増加し、日本としてもっとも効果的な「海洋保護区」となった。
指定された種には、海草のベニアマモ、リュウキュウアマモ、マツバウミジグサ、ウミジグサ、ボウ
バアマモ、ウミショウブ、ウミヒルモ、リュウキュウスガモ、コアマモ。石サンゴ類のハナヤサイサン
ゴ科全種、ミドリイシ科全種、ハマサンゴ科全種、ヤスリサンゴ科全種、ヒラフキサンゴ科全種、クサ
ビライシ科全種、ビワガライシ科全種、ウミバラ科全種、オオトゲサンゴ科全種、サザナミサンゴ科全
種、キクメイシ科全種など。貝類では、ウミウサギガイ、ホシダカラガイ、ハチジョウダカラガイ、ジ
ュセイラ、トウカムリガイ、マンボウガイ、ホネガイ、チョウセンフデガイ、オニキバフデ、ジュドウ
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マクラガイ、ショクコウラ、タガヤサンミナシガイ、アンボンクロザメガイ、リュウキュウタケガイ、
タツナミガイ、ムカデミノウミウシなど。また、ヘラヤガラ、ヘコアユ、ニシキフウライウオ、カミソ
リウオ、チンヨウジウオ、オビイシヨウジ、イシヨウジ、クチナガイシヨウジ、オイランヨウジ、ヒバ
シヨウジ、タツウミヤッコ、ヒメホソウミヤッコなどの多くの魚類が含まれている。

環境省自然環境局
のホームページより
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【関東】
◆江奈湾干潟モニタリング&ゴミ回収活動
以下の日程でモニタリングとゴミ回収活動、一部区域のヨシ刈りを実施します。
初めての方も、この機会に是非ご参加ください。
日時：3 月 21 日（土・祝）※雨天の場合中止
場所：神奈川県三浦市南下浦町 江奈湾
対象：中学生以上
参加費：無料（昼食、飲み物は持参）※別途、保険料（実費：250 円）が必要です。現地でいただきます。
集合・解散：江奈バス停前

10：15 集合／15：00 ごろ解散予定

アクセス：京急バス「三浦海岸駅」
（2 番のりば）発「三崎東岡」行き、約 25 分「江奈」バス停下車
※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。
服装・装備：動きやすく汚れてもいい服装と着替え、長靴（足にフィットしたもの）または胴長、長靴
など汚れものを入れる大きめのビニール袋、防護メガネ等（ヨシからの保護のため）
、ゴム引き軍手、

※干潟での観察会のため泥で汚れる場合があります。
※充分な防寒対策をお願いします。
※水道が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）
★申し込み：専用フォームより。https://sv153.xserver.jp/~fc01/ows-npo.org/higata-hozen/form.html
※キャンセルされる方は必ずご連絡ください。

◆海辺の鑑定団

NPO 法人たてやま

春の海辺は、海藻の季節、漁師さんと一緒に海藻（ひじきなど）収穫体験をします。まずは漁師さん
のレクチャーを受け、海の知識を身につけます。その後、潮が引き海の豊かさを感じながら海藻収穫。
一部その場で調理体験して食べてみよう。お土産付き。館山船形漁業協同組合との協働企画。
日時：3 月 21 日（土）
場所：沖ノ島周辺の海辺（千葉県館山市）
連絡先：電話&FAX 0470-24-7088 メール umikan@lapis.plala.or.jp
ホームページ:http://www.umikan.jp/20150321ryousitaiken.html
対象：小学 4 年生以上 大人も参加できます。
定員：10 人程度（先着順）★締め切り：3 月 19 日（木）
参加費：1 人 1000 円（漁業指導費 機材費

試食 お土産付）

身支度・服装など：温かい服装、雨合羽、濡れてしまった時のための着替え、飲み物、クーラーボック
ス（持ち帰り用の入れ物）
※海は漁業者の生産の場であり、生活の基盤であるため、ルールが定められています。
当日の流れ
9:50 集合、身支度
10:00 事前説明（全体の流れ、漁師とは、海藻について、出発）
10:30 海藻収穫体験・海辺の観察
11:30 収穫した海藻水揚げ
11:45 試食会、まとめ
12:30 解散

【中部】
◆海藻おしば協会

春の勉強会（実技編）

2015 年度第 1 回指導者養成講座（実技指導のための漂着海藻採集、その保存管理、作品づくりと仕上
げ、ラミネート作業の実習）。2 年ぶりの下田での勉強会も、筑波大学下田臨海実験センター様のご理解
とご協力で開催できることになりました。春の南伊豆の海で、潮風に吹かれながら海藻おしばのスキル
アップ。たくさんの方のご参加をお待ちしております。
日時：4 月 4 日（土）～5 日（日）
会場：静岡県下田市 筑波大学下田臨海実験センター第 2 研究棟 2 階実習室
ならびに下田周辺の浜辺と磯での漂着海藻採集
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参加費：協会会員 6500 円
※一般の方で参加ご希望の場合は協会入会手続きが必要です。
※ただし現地までの交通費・民宿宿泊代は別途（個人負担）となります。
特別講師（磯の観察会指導・海藻のお話）
：筑波大学 生物海洋学助教授 和田茂樹先生（予定）
統括指導：海藻おしば協会 野田三千代会長
★申し込み：参加希望の方は海藻おしば協会ＨＰから郵便番号・住所・お名前を表記しメールをお送り
ください。事務局から参加申込書をメールあるいは郵便でお送りいたします。
海藻おしば協会事務局 尾澤 TEL：03-5571-5891 メール：oz038@tky3.3web.ne.jp
〒107-0052 東京都港区赤坂 3-21-5 三銀ビル 403 (株)オズ クリエイティブ内
プログラム（予定）
◇4 月 4 日（土）
10:30 第 2 研究棟 2 階実習室集合・受付・開校式
11:00～14:30 ごろ

＊車に分乗し周辺の海辺での漂着海藻採集と観察会
＊海藻採集候補地／弓ヶ浜（砂浜）／逢ヶ浜（磯）／他
＊海藻採集指導：野田三千代会長
＊磯の観察会指導：和田茂樹先生（予定）
＊途中、海辺でお弁当（各自で準備／3 日前泊の方は事務局で準備）

15:00～16:00 ごろ

＊センターへ戻り海藻の下ごしらえ・緑藻の色止め・保存管理実習

16:00～17:00 ごろ

＊採集した海藻で作品づくり（ハガキ 1 枚）

17:00 以降

近くの民宿へ移動（徒歩）／風呂・休憩

18:30～20:30 ごろ

＊夕食・自己紹介・懇親会（参加費は宿泊費に含まれています）
＊宿泊されない方は 4000 円で参加可能

◇4 月 5 日（日）
9:30～10:30 第 2 研究棟 2 階実習室 ゲスト講師：和田茂樹先生による「海藻の話」
（予定／約 1 時間）
10:30～12:00

＊海藻おしば作品仕上げとラミネート加工実習
＊各自持ち帰り海藻の処理

12:00～13:00

＊昼食（お弁当 500 円／受け付け時に予約）

13:30～14:00

＊海藻や海藻おしばに関するＱ＆Ａ（和田先生・野田会長）

14:00～14:30

＊全員で教室の後片付け（原状復帰）

15:00 閉校式／解散

【近畿】
◆じゅごん茶話会
日時：3 月 19 日（木）14:00～15:30
場所：ジュゴン保護キャンペーンセンター関西事務所（大阪）
アクセス：最寄り駅は JR・京阪・地下鉄「京橋」駅または JR 東西線「大阪城北詰」駅
http://www.sdcc.jp/other/office-map.html
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お問い合せ先：ジュゴン保護キャンペーンセンター関西事務所 TEL/FAX 06-6353-0514
メール info@sdcc.jp

当日は 090-5882-3629（いけがわ）

◆ジュゴンマスコット作り講習会
日時：3 月 26 日（木）10:00～12:00
場所：大阪府豊中市立環境交流センター
問い合わせ先：ジュゴン保護キャンペーンセンターまで

前号（152 号）の表紙写真について
会員の小西祐伸さんから貴重な情報をいただきました！
「カメフジツボですが最近、ガザミフジツボと同種と分かったそうです。」
https://sites.google.com/site/coronuloidea/commentaries/cheang-et-al-2013
（フジツボ研究者の林 亮太氏のウェブサイトへのリンクです）

…………………………………………………………………………………………

お気軽に『うみひるも』にご投稿ください♪
投稿用アドレスと専用フォーム（うみひるも編集部宛） hirumo@live.jp

https://www.secure-cloud.jp/sf/1415980618OyEOasMf
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フジツボ類の脱皮殻が瀬戸臨海実験所“北浜”へ大量漂着
和歌山県西牟婁郡白浜町に所在する京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所“北浜”
で過去 20 年余り毎日のように漂着物調査を実施している。不思議な事象があって、一年の内でほぼ決ま
った時期になると大型のフジツボ類の脱皮殻が大量に漂着する。2004 年にこのことに初めて気づいた。
それ以降このような漂着に留意して調べてきた。
結果は、2004 年から 2014 年までの 11 年間の内で、年によっては観察されなかった場合があったが、
7 年もその年の秋季が来ると決まってフジツボ類の脱皮殻の大量漂着が起こった。11 月が最も多かった
が、10 月と 12 月にも見られた。年 1 回の事が多いが複数回あることもあり、2 回目は約半月後に起きて
いた。このような複数の場合の年が 2004 年と 2014 年に起こっていた。
これらの殻は恐らくクロフジツボ類と
推察される。このあたりにはクロフジツ
ボとミナミクロフジツボが多いが、タイ
ワンクロフジツボは見つからない。日本
ではこの 3 種のクロフジツボ類が分布し
ているのだが、タイワンクロフジツボは
より南方系なのである。2 種のクロフジツ
ボ類は白浜では秋になると一斉に同調し
て脱皮するのであろう。その殻が流れ着
くのであろう。この成長は水温の低下が
引き金になっているのかもしれない。

図． 北浜に漂着したクロフジツボ類
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7. 有明海と三陸の水辺から（9） 田中 克
環境省「つなげよう ささえよう森里川海」プロジェクト
環境省は、2050 年を目標に大量生産/大量消費の「物質文明」に代わり、“いのち”に基盤を置いた新
たな文明「環境・生命文明」社会の創生を基本政策に掲げています。その具体的取り組みとして、自然
への畏敬の念を取り戻し、水の恵みに感謝する世論形成を目指した「つなげよう ささえよう森里川海」
プロジェクト（図 1）を国民運動的に進め始め、2014 年 12 月 19 日にキックオフの勉強会が開催されま
した。そこでは、すでにこの面での世論形成を進めてきました社会運動「森は海の恋人」と統合学問「森
里海連環学」について、畠山重篤さん（NPO 法人森は海の恋人理事長）と筆者が話題提供させてもらい
ました。この勉強会の座長は官房長が務め、関係の局長、政策審議官はじめ主要ポストの課長級等が総
動員の体制でとり組まれ、環境省の本腰度がうかがわれます。
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図１ 森・里・川・海連環確保に必要な取り組み（環境省「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクト平成 27 年 1 月資料より）

第 2 回勉強会は 2 月 9 日に開催され、中央大学の海部建三さんが森里川海のシンボル種としてのニホ
ンウナギについて、NPO 法人海辺つくり研究会理事の木村 尚さんが東京湾におけるアマモや江戸前の
生き物復活に関わる多様な取り組みを紹介されました。参加者は、キックオフ勉強会からさらに一回り
増え、関心の高まりが実感されました。今後、月に 1，2 回の勉強会を重ね、5 月には東京でシンポジウ
ムを開催し、7 月には中間まとめが行われる予定です。今後の展開の重要な柱は、森と海が循環すること
によって私たちは豊かな水に恵まれてきたにもかかわらず、目先の都合で循環の仕組みを壊し続けてき
たことに対して“怒り荒らぶる”自然のメッセージをしっかり受け止め、今一度自然の恵みに感謝する
慎みを取り戻すことに置かれています。そのことに対する国民の感謝の気持ちの受け皿として「森・里・
川・海連環税」（仮称）の導入を視野に入れた取り組みです。
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図２ 「森・里・川・海連環税」（仮称）の仕組み（環境省「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクト平成 27 年 1 月資料より）

このような国民運動は従来型のトップダウン的にお金が上から下りる仕組みでは機能しません。あく
までボトムアップの市民主導の、地域での取り組みが基本となります。そのために、この環境省のプロ
ジェクトを地域から支え大きな流れにする仕組みが必要となり、北海道・東北・関東・北陸・近畿・中
国・四国・九州の 8 つのブロックごとに、「つなげよう ささえよう森里川プロジェクト推進志民会議」
の立ち上げが、一般社団法人場所文化フォーラム名誉理事の吉沢保幸さんを中心に準備されています。

その具体的な一環として、5 月 16 日には福岡県柳川市において、「海遍路有明海」と連動させた講演
会が、九州ブロックでの「推進志民会議」発足を兼ねて開催される方向で調整が行われています。また、
森は海の恋人のふるさと気仙沼では、第 27 回森は海の恋人植樹祭に合わせて東北ブロックでの「推進志
民会議」の発足シンポジウムが開催される運びです。有明海や三陸の水辺の生き物の復活を全国の多様
な海の生き物を守る取り組みと連携して国民運動的に実現させる道が開かれつつあると言えます。

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

０－６６７３０２１

口座番号：１０６１

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
三寒四温を経て、いよいよ春らしくなってきました。関東でも懐かしいような少し熱い日差しを感じる日が増えて
います。先日、高畑勲監督の作品「かぐやひめ」をテレビで見ました。公開後すぐ子どもと映画館で見たので 2 度
目。古典をベースに全編にジブリらしい生命賛歌が散りばめられています。芽吹きの季節の喜び、赤ん坊の無
条件な愛らしさ、桜に心を奪われる感じ、どれも今も昔も変わらないのでしょう。かぐやひめの地球への深い愛着
と郷愁に涙。月に帰らない私たちも、この世を去る時は、かぐやひめ的な心境になるのかもしれません。（ちよ）
日本自然保護協会のイベントで沖縄の名護市に出かけた。良い機会なので、政府が辺野古沖と大浦湾の埋め
立てを予定している現場を見てきた。たまたまその日はボーリング調査の準備もなく、キャンプシュワブゲート前
も静かであったが、抗議団のテントには、地元の人たちと一緒に全国から集まった若者を含む人々が、それぞれ
の役割を果たしながら、埋立を許さないという決意に満ちた表情で黙々と立ち働いていた。私が名護市を立ち去
る日の朝、海岸から出発していく抗議のカヌー隊らの船団を見送った。沖には海上保安庁の大型巡視船 4 隻が
偉容を見せて並び、黒ずくめの異様なボートたちが抗議船団につきまとう。沖縄防衛局に雇われた漁船が 20 隻
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ほどもあちこちに係留して、監視している。これらの船はなにもすることなく、ただ防
衛局に雇われてお金をもらって基地建設推進派になっている船である。緊迫した空
気が流れる中、後ろ髪を引かれるように名護をあとにした。沖縄県の地元紙である
琉球新報が私をインタビューして、ジュゴンに影響がないという環境アセスには何の
根拠もないという私の見解を大きく掲載してくれた。この素晴らしい海をなんとか残し
ていきたい。（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
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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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