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「今月の海の生きもの」 リュウキュウフクロウニ  Asthenosoma sp.  

棘皮動物門ウニ綱フクロウニ目フクロウニ科に属する。フクロウニ類は、一般のウニ類と異なり殻

が皮袋のようで柔らかく、水上に出すと殻が平べったくなる。ほとんどが 100m 以深の深海性のウ

ニだが、その中で 20m 付近の比較的浅い海に生息するイイジマフクロウニは、このリュウキュウフ

クロウニに近縁で生息場所も同じであるが、本種はやや小型（直径約 10cm）。色が鮮やかで、橙

色と淡黄色、紫

色をしている。

海底の石・岩の

下などに匍匐す

る。棘は有毒で、

口側の棘も縞模

様を持っている

ことから、イイ

ジマフクロウニ

と区別される。

未記載種だが、

A.varium と 同

種とする説もあ

る。 

(沖縄県名護市大

浦湾にて 西原

千尋氏撮影)  

http://e-amco.com/
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【活動予定】 

●市民調査をどう進めるか？ 東京でシンポ 1月23日 

 海の生き物を守る会では、2016 年 1 月 23 日（土）に、東京・御徒町のモンベル御徒町店の会議

室で、市民調査をいかにして進めるか？ 行政の環境政策にどう生かしていくか？ について、市民

調査を活発に行っている各地の市民団体に活動の報告をお願いし、その報告をもとに、議論します。 

 多くの方の参加を期待しています。「市民調査シンポ」の詳細は次の通りです。 

 

シンポジウム 「市民調査を考える ～保全政策に繋がる調査へ～」 

日時：2016 年 1 月 23 日（土）13:00～17:00 

場所：モンベル御徒町会議室（2015 年 9 月 10 日新規開店） 

住所 〒110-0005 東京都台東区上野 3-22-6 コムテラス御徒町 TEL 03-5817-7891 駐車場 無し 

JR 山手線/京浜東北線「御徒町駅」徒歩 2 分 または、東京メトロ日比谷線「仲御徒町駅」徒歩 5 分 

または、都営大江戸線「上野御徒町駅」徒歩 5 分 

 

主催：海の生き物を守る会  後援：日本自然保護協会 

シンポ主旨：日本の自然環境は危機的な段階に至っている。とくに海に関しては、対策も大幅に遅れて

いる。生物多様性条約 COP10 で、2020 年までに絶滅危惧種を大幅に減らすことを努力目標として世界

に約束した日本だが、重要海域の指定さえも進んでいない。海洋保護区を全海域の 10％にするという約

束も反故になりかねない状態である。 

 いよいよ来週です！ 
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 環境を守りたいと思う多くの市民が、各地で自然と生き物の独自調査を進めているが、いくつかの理

由によって、調査結果が行政の環境政策にほとんど生かされていないのが現状である。市民調査の現状

を把握し、その問題点を議論し、行政の環境政策に生かすようにするためには、どうすれば良いか？ 

各地で市民調査に積極的に取り組んでいる人たちに市民調査の現状と問題点を紹介していただき、今後

の市民調査の方向性をみんなで議論していきたい。 

 

プログラム 

13:00～13:10 開会挨拶：向井 宏（海の生き物を守る会） 

13:10～15:20 市民調査の紹介と問題・改善の提起 ※下記チラシにある 9 演目 

15:20～15:30 休憩 

15:30～16:50 ディスカッション：市民調査をいかに成功させるか？ 

16:50～17:00 閉会挨拶：日本自然保護協会 

 

 

※このあと御徒町駅近くの

食事処「土風炉」で、夕食

会を兼ねて「海の生き物を

守る会」総会を行います。

会員および入会希望の方、

話を聞きたい方などの参加

を歓迎します。 

  

環境省からの意見・提言・

政策紹介などを含めて 
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●砂浜フィールド図鑑(1)「日本のハマトビムシ類」を刊行 

 海の生き物を守る会では、砂浜海

岸生物調査を一般の人々に呼びかけ

ていますが、動植物の同定の困難さ

から、協力を尻込みする方が多いよ

うです。そのため、同定に便利な簡

単なフィールド図鑑を刊行すること

にしました。まず、種類数は少ない

ながらも、どの浜辺でも必ず見かけ

るハマトビムシ類の図鑑を、今月に

も刊行します。会員には無料で配布

しますので、希望される会員の方は、

事務局までお知らせ下さい。また、

会員外の方にも有料で頒布する予定

です。料金は未定。 

 

 

 

 

 

●奄美の海を守る要望書を 提出します 

 昨年 12 月 18 日に、奄美大島で行われたワークショップ「奄美の海の危機」において決議された

奄美の海を守る要望書を、近日中に、環境省、国交省、経産省の担当者に手渡し、奄美の海の危機

について説明し、環境保全を要望する予定です。先に、同趣旨の要望書を鹿児島県知事に提出しま

した。知事宛の要望書は以下の通りです。 

※サンゴ礁保全に関する要望書 

鹿児島県知事 伊藤 祐一郎 殿 

提出者  氏名 海の生き物を守る会 代表 向井 宏              

住所  〒606-8413 京都府京都市左京区浄土寺下馬場町 69  

電話  075-741-6281                                     

氏名 自然と文化を守る奄美会議 代表 大津 幸夫     

住所 〒894-0045 鹿児島県奄美市名瀬小宿 300-3      
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電話 0997-52-0500 （職場）               

「奄美の海を守るワークショップ」参加者一同         

奄美群島の環境保全（サンゴ礁）と世界自然遺産に関する要望書 

 奄美群島の環境保全および世界自然遺産登録に関する日頃のご努力に敬意を表します。 

 私たちは、奄美大島を含む奄美群島の海岸やサンゴ礁など海の生態系における環境の危機について、話し合

い、その対策について考えてきました。本日、「奄美の海を守るワークショップ」に集い、私達の考えをまと

め、貴殿に以下のように要望いたします。 

 奄美群島は、沖縄島・西表島とともに世界自然遺産登録に向けて各機関において努力が続けられております

が、遺憾ながら海の環境への配慮に欠けるところがあるのではないかと思います。 

とくに、奄美大島で行われている採石事業、とりわけ沿岸沿いにて行われているものにより、削られた山の一

部の土砂が海に流入していることが問題です。 

 サンゴ礁は世界の熱帯・亜熱帯の浅い海に分布しており、世界の海に生息する 50 万種の動物のうち 4 分の

1 が暮らしています。奄美・琉球の人々はサンゴ礁を生活や文化の一部として持続可能な形で利用してきまし

た。サンゴ礁はさまざまな生き物の棲み家や産卵場所を提供するとともに天然の防波堤などの機能を担ってい

ます。 

 しかしながら、世界のサンゴ礁には気候変動、食害生物による被害、水質悪化、盗掘、土砂流入などさまざ

まな脅威が迫り、世界的に危機的な状態に陥っています。そのため 2010 年に名古屋で開催された生物多様性

条約で採択された愛知ターゲットにおいても目標 10 として「サンゴ礁や砂浜などの脆弱な生態系の保全」が

あげられています。 

 また、奄美大島生物多様性戦略では 50 年後の奄美大島のあるべき姿として「山から海までがつながりを持

った豊かな自然や、人との関わりの中で構築される自然など、多様で良好な自然が維持されていて、多様な動

植物がそこに息づいている。」とされています。 

 奄美群島においてもサンゴ礁は危機的な状況に置かれており、採石事業に伴い土砂が海に流入している状態

はその危機的な状況を加速するものです。また採石事業に伴い、住民の安全が脅かされているという声も上が

っています。長期的には奄美群島の財産である山を削る採石をできる限り低減させ、採石後の環境をかいふく

させることが望まれます。 

 以上の点から、私たちは鹿児島県に対し、次の事項を要望いたします。 

① 奄美群島における採石事業が海に与える影響を減らすために、できる限りの規制と指導を強化すること。 

② 各島の環境を守るために採石島・地域以外の需要に対応しない様、採石事業の拡大を認めないこと。 

③ 奄美市住用町市集落沖のトビラ島周辺の海洋調査を実施し、壊されたサンゴ群集の回復を図るため、鹿児

島県は責任を持って対応すること。 

④ 奄美市住用町市集落沖の美しいサンゴ礁の海を死滅させた採石事業関係者の責任を明らかにさせ、その復

元作業を早急に実施すること。 

⑤ ③については調査結果の報告を地域住民に対し行い、④については事前・事後の地域住民との合意形成を

行うこと。 
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※砂浜保全に関する要望書 

鹿児島県知事 伊藤 祐一郎 殿 

提出者  氏名 海の生き物を守る会 代表 向井 宏              

住所  〒606-8413 京都府京都市左京区浄土寺下馬場町 69  

電話  075-741-6281                                     

氏名 自然と文化を守る奄美会議 代表 大津 幸夫     

住所 〒894-0045 鹿児島県奄美市名瀬小宿 300-3      

電話 0997-52-0500 （職場）               

「奄美の海を守るワークショップ」参加者一同         

奄美群島の環境保全（砂浜）と世界自然遺産に関する要望書 

 奄美群島の環境保全および世界自然遺産登録に関する日頃のご努力に敬意を表します。 

 私たちは、奄美大島を含む奄美群島の海岸やサンゴ礁など海の生態系における環境の危機について、話し合

い、その対策について考えてきました。本日、「奄美の海を守るワークショップ」に集い、私達の考えをまと

め、貴殿に以下のように要望いたします。 

 奄美群島は、沖縄島とともに世界自然遺産登録に向けて各機関において努力が続けられておりますが、遺憾

ながら海の環境への配慮に欠けるところがあるのではないかと思います。とくに、海岸において、近年砂浜の

減少と消失が各地で起こっており、その対策としては、浜への砂の搬入や護岸の建設など、対症療法ばかりで、

常に対応が後手に回っていることが、指摘されてきました。海浜における護岸や離岸堤の建設は、一時的な浸

食を止める為にやむを得ない場合もありますが、生物多様性の減少や景観の損失を招くだけでなく、最終的に

は海浜の環境悪化やさらなる砂浜の消失へと結びつく可能性も高いものであり、できる限り避けるべきである

と思います。 

 とくに、砂浜海岸の浸食と砂の消失を招いているのは、流砂系である砂の動態を理解しない施策から、動的

平衡系である砂の供給と流出のバランスを欠いていることが、その原因であります。とくに鹿児島県において

は、海砂の採取が依然として行われており、海浜の劣化、砂浜の消失の大きな原因となっていると考えられま

す。ご存じのように、瀬戸内海では、海砂の採取が海岸の環境劣化を招き、砂浜の浸食を促進したことから、

沿岸各県においては、すでに海砂の採取については、全面的に禁止の措置が執られております。奄美群島にお

いても、その弊害が近年顕著になってきており、住民の安全や観光への影響も懸念されております。 

 

 以上の点から、私たちは鹿児島県に対し、次の事項を要望いたします。 

① 奄美群島における砂浜の浸食の科学的な原因を調査すること。 

② 奄美群島における海砂の採取をできる限り早期に禁止すること。 

③ 緊急な課題として瀬戸内町嘉徳沖での海砂採取を中止させること。 

 

以上 
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2．ウミガメ 切手コレクション （2）   立川賢一 
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 野々下海岸の前の道の駅でお弁当を買って、近くの岩井崎へ向かう。ここは三陸復興国立

公園の一部で、珍しい景観もある。その近くでお弁当を食べようと浜に向かった。ここは「お

伊勢浜」とよばれる海岸が目の前に見える。 

 

図７ 三陸復興国立公園岩井崎（手前）からみたお伊勢浜。地上げが行われている海岸では、巨大防潮堤の建設が始まっている。

地上げよりも防潮堤は高くなければ意味が無いはずだが……。不要な防潮堤。 

 

 あまり見たくもない景色が目の前に繰り広げられている。どこもここも同じような防潮堤

工事が進んでいるようだ。ここも三陸復興国立公園の一部なのだろうか。国立公園の中でも

防潮堤工事は環境アセスもなく、進められる。復興と名前が付けば、何をやっても良い国立

公園という意味なのだろう。 

三陸海岸の視察報告
（その２） 向井 宏
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 弁当を食べて、岩井崎の石灰岩台地でウミユリや二枚貝の化石を眺めたあと、気仙沼湾を

右手に見ながら気仙沼市の中心に向かう。気仙沼港の朝日商港に巨大な防潮堤ができている

というので、まずそれを見に行った。一目見て驚いた。巨大な垂直の壁が港と町の境に屹立

している。未完成ではあるが、ほぼその全容が見て取れる。これでは港と言っても海がまっ

たく見えないという批判に答えて(?) 壁の途中に窓が開けてある! しかも、窓は人間と比

べて非常に高い位置にある。こんな窓では海なんか見えないし、台の上に上がってこの窓か

ら外を覗いた人の話では、窓から見えるのは港の岸壁だけで、海など見えないのだそうだ。

いったい何のためにこの窓を作ったのだろうか。こんな窓でこの閉塞感を解消することなど

できない。 

 

図 8 気仙沼市内の朝日商港の窓付き防潮堤 

 

第一、大津波にこの垂直の壁が耐えられるだろうか。耐えられないからと言って、小泉海岸

の計画のように、台形の幅広い底辺を予定しているのではなかったか。こんな垂直の壁は津

波にほとんど役に立たないばかりじゃなく、入ってきた海水が出所を失って溜まり続けるこ

とになる。守られるはずの民家は、かえって被害が大きくなる可能性さえもある。 

 夕暮れも近くなってきたので、今日の滞在先である唐桑町舞根に向かう。唐桑半島は高い

台地なので、津波の被害は多くなかったが、それでも半島の両側の谷沿いは津波が駆け上が

り多くの民家が犠牲になっている。唐桑半島の先端にある御崎岬は椿の群落で有名である。

ほぼ北の限界の群落として知られる。寒い東北だが、海の近くはやはり暖かいのだ。唐桑半

島から西に山を越えて舞根湾の一角にある「舞根森里海研究所」にたどり着く。ここは、
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NPO「森は海の恋人」（代表畠山重篤さん）が運営する民間研究所である。森里海連環学

を提唱している京都大学フィールド科学教育研究センターと NPO「森は海の恋人」が協力

し、日本財団が出資して、陸と海の相互研究と教育を進めていこうと昨年に設立された。こ

の西舞根地区では、2011 年 3 月 11 日の大津波で 42 戸のうち 40 戸が流された。畠山重篤

さん宅は、高台にあったので危機一髪被害を免れたが、カキの養殖場や息子さん 2 人の自宅

は完全に消失した。その後、ここにも巨大な防潮堤を建設する計画が県から示されたが、住

民は全員高台に移転することを決め、畠山さんや NPO の粘り強い説得で、県に防潮堤建設

を諦めさせた。確実に防潮堤建設を止めた唯一の場所でもある。 

 

図 9 舞根森里海研究所。津波に対応して 1階は海水を使える研究室・実習室とし、2階に研究室、事務室、図書室、

講義室などがある。津波の経験からこの場所に宿泊する施設は作らなかった。 

 

NPO「森は海の恋人」では、津波により復活した元埋め立て地の湿地と干潟を、森里海連

環を実現する場所として、見守っていこうとしている。私も京都大学に勤務している間、こ

の舞根湾の森と川と湿地、海の関連について研究を行ってきた。私は途中で退職してしまっ

たが、この研究は今も京都大学の研究者を中心に、いくつかの大学や研究者を巻き込みなが

ら続けられている。NPO「森は海の恋人」の事務局長をしている畠山信さん（重篤さんの

子息）に迎えられて、防潮堤問題で活躍されているお話を伺う。今日はこの講義室の床で仮

眠させてもらうことになった。 

 翌日、舞根湾の外側、大島との間にある九九鳴き浜（くくなきはま）に出かけて、砂浜の

調査を行う。九九鳴き浜は、鳴き砂で有名な浜であった。ここには震災があった年にも訪れ



 

11 

たことがある。その時は、地震の時の地盤沈下によって、砂浜の大部分が失われ、砂浜の真

ん中に陸上の樹木が何本も立ち枯れていた。今ではその形跡も見当たらないが、砂浜の鳴き

砂の面積は非常に小さくなってしまっている。 

 

図 10 九九鳴き浜で調査を行う。背後の杉林も津波の影響でかなり立ち枯れが出たが、現在ではかなり回復している。

住民がボランティアでこの浜の清掃を行っているという。 

 

調査に同行された小川進さんは、背後の林にヤマザクラの野生樹を多数発見されて喜んでお

られた。野生樹としては北限ではないかという。 

 調査を終えて、さらに岩手県へ三陸を北上する。だが、唐桑町の国道（宮城黄金街道）で、

酷い防潮堤を見つけた。狭い荒谷前浜に巨大な防潮堤が完成していた（図 11）。高さが 11.3m

の防潮堤が海を埋め立てるようにして作られている。台形をしているので、幅はおそらく 7

～80m もある。長さはせいぜいその 2 倍程度。施行前の写真と比べてみると、小さな内湾

に沖出しをするように埋め立てて防潮堤を作っていることがわかる。なぜなら、防潮堤の後

ろに 1 軒の民家があるから、防潮堤をつくる土地がなかったためだろうと思われる。そして、

ここも守るべき民家は 2 軒だけ。維持費も考えれば、堤防をつくることと、民家の移転を補

助することと、どちらのコストパーフォーマンスが良いか、誰も考えなかったのだろうか。

ましてや、海岸線の生きものや環境への影響、海と共に生きる人々のことなど、まったく考

えた形跡も無い。 
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図 11 宮城黄金街道（荒谷前）の巨大防潮堤。 

 

 このあと、陸前高田市へ向かう。（つづく） 

 

 

 

 

 

 

【東北】 

●サルパの大量発生がほぼ終息 

昨年 11 月から山形県の日本海で動物プランクトンのサルパが大量発生し、漁業にも被害が出ていたが、

1 月に入って、被害はほぼ終息したと、山形県水産試験場が発表した。サルパは、樽型をしたやや透明の

身体を持つ動物プランクトンで、ホヤの仲間。無脊椎動物の中では脊椎動物に近いグループである。サ

ルパが大量発生したことで、底引き網が破れたり、ホッコクアカエビの水揚げが 5 割減ったりした。 
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●「生物多様性創出実験」として人工藻場づくり 国交省 

 国土交通省酒田港湾事務所（山形県酒田市）は、「生物多様性創出プロジェクト」を実施している。

酒田港湾海域は砂地のため、コンクリートブロックを沈めて、人工藻場をつくることとし、公募に応じ

た 2 つの企業体に提案させた。一つは、酒井鈴木工業で、酒田共同火力発電所から発生する石炭灰を「リ

サイクル」した FRC（繊維強化コンクリート）を使うもの。もう一つは、林建設工業＋日建工学＋セカ

ンドリーフが計画したもので、アミノ酸コンクリートで、それぞれ酒田港大浜海岸の沖約 100m にある

離岸堤周辺の水深 3m 付近にコンクリートブロックを投入し、ホンダワラ類の胞子を埋め込んだ。昨年

12 月までの中間報告によると、どちらもアカモクやヤツマタモクなどのホンダワラ類が生長し、ウミタ

ナゴなど魚類が確認されたという。同事務所では、藻場が作られて生物多様性が向上し、子どもたちの

学習の場や海と親しむ空間につなげたいと述べている。 

 しかし、このプロジェクトには問題が多い。石炭灰のリサイクル材（FRC）を使用する場合には、pH

の変化や有害物質の溶出に注意するように国交省では使用指針を出しているが、それは守られているの

だろうか。そもそも、これまでは環境省も国交省も生物多様性条約の目標のための国家戦略では、「生

物多様性保全」という言葉を使ってきた。ところが、最近「生物多様性の創出」という言葉を使い始め

た。これは注意しなければならない。創出ということばで、これまでも自然破壊が行われてきたからで

ある。このプロジェクトについて言うならば、もともと砂地の生態系にコンクリートブロックを投入し

て人工藻場をつくるということは、砂地生態系を無くして藻場生態系に変えることを意味する。砂地生

態系に比べて藻場生態系は生物多様性が高いので、それを「生物多様性の創出」と言っている。だが、

砂地には砂地にしかいない生きものがいて、それが砂地生態系という特殊な生態系を作っている。そこ

に人工藻場を作って別の生態系に変えることは、砂地生態系を崩壊させることである。種の数さえ多い

生態系なら、少ない生態系を壊してもいいという論は、生物多様性を標榜しながら、実のところ海に人

工的な工事を施し、それによって経済的な儲けを得ようとするものでしかない。生物多様性を保全する

こととは、相容れない考えなのである。近年の「里海論」（柳, 2005）に基づく誤った考えであるが、環

境省も国交省も、その誤りを認識せず、推し進めている。再考してもらいたい。 

【九州】 

●開門を求めて漁業者らが 2万 3千名の署名提出 

長崎県諫早市の諫早湾干拓事業で有明海の漁業が壊滅的な影響を受けたとして、潮受け堤防の早期開門

を求める有明海漁民・市民ネットワークなど環境団体は、開門を求める署名 23,507 名分を農水省に提出

し、早期開門を求めた。署名はアメリカやニュージーランドなど海外からも寄せられた。署名を持参し

た菅波完事務局長は、「万全な対策を講じた上で、段階的に開門する以外に道は無い。確定判決を守り、

水門を開放すること」と農水省の担当者に要求した。受け取った農水省の担当者は、「重く受け止める。

和解協議の場が設定されようとしており、国としても参加して事態の進展を図りたい」と述べた。国は

責任を感じることもなく、他人任せの姿勢は変わらない。 

 

●高校生がサミット開催 有明海の環境問題で 

有明海の環境問題について若い世代の人々に広く知ってもらいたいと、大学生らが呼びかけて、有明海

高校生サミットが 1 月 10 日福岡県柳川市の市立図書館あめんぼセンターで開かれた。発表したのは、福
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岡県と熊本県の高校生ら 15 名。有明海を巡る研究の成果や活動などを紹介した。高校生らは、柳川市で

有明海再生について活動している NPO「SPERA 森里海・時代を拓く」に共鳴し、SPERA とともに高

校生サミットを開くことにしたもの。高校生らは 9 日に大学生らの案内で、熊本県の荒尾干潟や柳川市

の大和干潟を見学した。 

 

●都井岬沖の広大なサンゴ群落 オニヒトデ駆除で回復 

鹿児島県都井岬沖の広大なテーブルサンゴ群落は、オニヒトデの調査を行っていたグループによって

2012 年に発見された。縦横 300m におよぶ範囲が覆い尽くされるほどの高密度で、テーブルサンゴが生

息している。ところが、オニヒトデも大量に発生しており、この広いサンゴ群落が危機的状態にあった。

そこで、宮崎大学の研究者やダイバーらが保全協議会を組織し、継続的にオニヒトデの駆除作業を行い、

保全に努めてきた。その結果、昨年 11 月までで、ほぼオニヒトデの駆除に成功した。地元では観光資源

として活用しようという動きも出てきた。 

 

【沖縄】 

●沖縄県がジュゴン調査を始める 保全に向けて 

沖縄県環境部は、国の天然記念物に指定されているにもかかわらず、辺野古の埋め立てによって生存が

危ぶまれているジュゴンについて、2016 年度から県として初めて実態調査を始めることとした。調査は

2 年計画で、沖縄本島周辺の 4 海域（辺野古沖、金武湾、古宇利島など）でジュゴンの生息域や頭数など

を把握し、保全策を検討するために、継続的な調査を目指す。遅すぎた沖縄県の調査だが、基地を作る

ための一方的な立場から行われた防衛局の調査とは異なるジュゴンの保全のための調査として、今後の

保全政策に生かせるような調査を望みたい。 

 

●国は辺野古埋立工事を強行 国と県が互いに訴訟 

 沖縄県名護市辺野古沖を埋め立てて米軍基地を建設する国の方針に、多くの県民や全国の市民らが反

対しているが、辺野古基地建設反対を訴えて当選した翁長雄志沖縄県知事は、昨年 11 月に埋め立て許可

を取り消した。それに対して防衛局は私人と称して、国交省に行政不服審査を申し立て、国交大臣が知

事の免許取り消し決定を取り消した上で、国が知事の権限を取り上げて代執行できるよう裁判所に訴え

た。一方、翁長知事は、国交相の決定を不当として国を訴えた。国と県がお互いを訴える相互訴訟の事

態となっている。 

 その一方、司法に判断をゆだねたはずの国は、その間も埋め立て工事を強行している。多くの市民ら

が米軍キャンプシュワブのゲート前で、工事車両の入るのを座り込んで阻もうとしているところを、沖

縄県警に加えて東京都の警視庁機動隊も 200 人規模で送り込んで、市民を強制排除している。年末年始

の一時休止のあと、工事車両は大型ケーソンを運び込もうとしている。いよいよ埋め立ての本体工事に

かかろうとしているようだ。地元自治体の意向をまったく無視して工事を強行する。安倍政治の象徴を

見る思いだ。 
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【関東】 

◆城ケ島 バードウォッチング 

三浦半島の先端の城ケ島で、カモメ類やウミウ、イソヒヨドリなどの海辺の鳥を観察しましょう。漁船

に乗ってウミウ越冬地に近づいての観察も予定しています（天候によりコースを変更する場合がありま

す）。講師は、観音崎自然博物館の三瓶昭研究員。 

日時：2016 年 1 月 30 日（土）10:15～13:00  10:00 集合  ※雨天翌日 

場所：京浜急行バス「白秋碑前」バス停 集合（京浜急行線三崎口駅より城ケ島行バスで 25 分） 

 ※三崎口駅 9:33 発、城ケ島行きのバスがあります。 ※車の場合、駐車場あり 

定員：30 名（申し込み順） 

参加費：大人 2100 円、中学生以下 1900 円（乗船料、消費税込）※会員は 800 円引き 

持ち物：はきなれた運動靴、昼食、飲み物、あれば双眼鏡 

★申し込み：電話にて参加者全員の氏名・年齢・住所・電話番号をお知らせください。保険加入のため、 

      1 月 27 日までにお申し込みください。 

問い合わせ：観音崎自然博物館（神奈川県横須賀市鴨居 4 丁目 1120 番地） TEL 046-841-1533 

 

【中部】 

◆2016年海藻おしば第１回指導者養成講座（実技編） 

2016 年度第 1 回指導者養成講座（実技編）の概要が決まりました。春の大潮にあわせて 4 月初めに開催

することになりました。どちらか 1 日だけの参加も可。たくさんの方のご参加をお待ちしております。 

日時：2016 年 4 月 9 日（土）～10 日（日）1 泊 2 日 

場所：筑波大学下田臨海実験センター研修棟 2 階研修室 

参加料：6500 円（配布資料・保険など含む） 

 ※現地までの交通費・民宿 8500 円（1 泊 2 食・ただし相部屋です）は別途 

プログラム（予定） 

4 月 9 日（土）  9:30 筑波大学下田臨海実験センター研修棟 2 階研修室集合・受付 

  10:00 開校式 →車に分乗して、周辺の海岸で磯の観察会ならびに漂着海藻採集 

   ※周辺の海岸：南伊豆・弓ヶ浜海岸（砂浜）／逢ヶ浜（磯）／他 

   ※お弁当は海岸で、ピクニック気分でいただきます。 

  14:00 センターにもどり、漂着海藻の保存・管理（色止め）の実習、自分で採集した

   海藻によるハガキ１枚のおしばづくり 

  夕方民宿へ移動 →19:00 ごろから交流会 

4 月 10 日（日） 9:30 研修棟 2 階研修室集合 

  10:00~11:00 特別講義「伊豆の海藻（仮）」 

   講師は、静岡県水産技術研究所伊豆分場の長谷川雅敏氏です。 
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  12:00 教室で昼食 

  13:00~14:00 前日作成したハガキ作品の仕上げ・修正・ラミネート加工実習 

  14:00~15:00 認定講師による事例発表・総合＆実技認定講師資格審査結果発表 

  15:30 後片付け／解散 

【中国】 

◆「辺野古に土砂を送らせない」山口のこえ 発足集会 

日時：1 月 17 日（日）17:00～ 

場所：山口県周南市・周南市役所仮庁舎（旧近鉄松下百貨店）6 階大会議室 

 ＪＲ徳山駅・御幸口（北口）から歩いて 2 分 

プログラム 

１．17:00 発足経過報告 ：大谷正穂 

２．全国協議会報告   ：阿部悦子 

３．各地からの報告・アピール 

４．山城博治氏 講演 「～基地、戦争～ 国策の下での犠牲」 

５．終会挨拶      ：大津幸夫共同代表 

終会予定時間 19:30 終了後 夕食交流会を近くの居酒屋で行います。会費 4500 円。 
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【九州】 

◆写真展「大浦湾のいきものたち」 

１． 日時：2 月 16 日（火）～21 日（日）11:00～18:00 

 会場：北九州まなびと ESD ステーション（北九州市小倉北区魚町 3-3-20 中屋ビル地下 1 階） 

２． 日時：2 月 23 日（火）～27 日（土）11:00~18:00 

 会場：多世代交流スペース”くるくる”（北九州市八幡東区中央 2-14-17 旧紀伊國屋書房） 

※両会場に、沖縄県名護市に住む環境 NGO の現地コーディネーター・堀田ちえこさんがゲストとして

来てくださいます（１．2/17～21、２．2/23、24）。 

堀田ちえこ／宮城県角田市出身、沖縄県名護市在住。「国際環境 NGO FoEJapan“辺

野古を守ろう！プロジェクト”」現地コーディネーター、「ダイビングチーム・す

なっくスナフキン 勝手に写真集を広める会」会員ほかで活動。 

★カンパのお願い★ 

「大浦湾の生きものたち」写真展の開催にあたり、皆様にカンパをお願いしております。いただいたカ

ンパは、会場の設営費等に当てさせていただくほか、堀田さんたちの海を守る活動への支援金とさせて

いただきます。ぜひご協力をお願いいたします。（実行委員会一同） 

1 口 500 円（何口でも）郵便振替 17480-11367721 ミカミサチコ ※会場でも受付しております。 
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『うみひるも』に投稿してみませんか？ 
海の生き物に関する情報やイベント告知など、お気軽にお寄せください。 

掲載ご希望でないご意見やアイデア、おたよりも大歓迎です！ 

 

メールアドレス hirumo@live.jp または便利な下記フォームへどうぞ。 

https://goo.gl/GjWIjL 

【沖縄】 

◆ちっちゃな子をもつお母さん 

 のための「はまべさんぽ」 

日時：2016 年 2 月 27 日（土）13:00～15:30 

場所：美ら島自然学校 教室 A 

  （名護市嘉陽 41） 

★申し込み先：美ら島研究センター 普及

開発課 0980-48-2766 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:hirumo@live.jp
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ハクセキレイの海辺でのついばみ 
 筆者にとって、日本のあちこちの山あいへ出かけると、せせらぎが聞こえる渓流沿いで出

会うのが、尾が白く長いハクセキレイである。尾を上下にしきりに振っている姿が実に可愛

らしい。白い顔や頭の目を横切る黒線があって、本種を近縁種と見分ける特徴の一つである。

キセキレイやセグロセキレイとも遭遇したこともあるが、その機会はそう多くない。 

 

 このところ年に数度だけだが、ハクセキレイに白浜の海辺で出会う。1 日 1 回だけの観察

で通い詰めている白浜町の瀬戸漁港で、2 日間連続して出会えた。2015 年 10 月 31 日と 11

月 1 日、ハクセキレイは満潮線付近で何かを追いかけて、素早い動作で何度もついばんでお

り、この様子は動画におさめられた。 

 

 上記の日本産 3 種のセキレイ類は色々な意味で棲み分けているそうだ。ところが、昔、ハ

クセキレイは本州には不在だったという。1930 年代までの分布域は北海道のみで、その後、

勢力を拡げて 1955 年頃に宮城県まで南下、続いて 1980 年頃までに関東や石川県まで達し

た。それ以降も南方へと進出し、1985 年には和歌山県まで、2010 年には九州まで到達した

そうだ。沖縄や小笠原にさえいるようだ。なお、世界ではアラスカ北部、アイスランド、イ

ギリスはじめユーラシア大陸やアフリカ大陸まで分布が見られ、多数の亜種に分けられてい

るとのことである。 

 

 日本での上記の「“地球温暖化による南方系生物の北上”に反する」ようなハクセキレイ

の分布拡大の理由は、本種の温度適応力もさることながら、人間の作った建築物でもねぐら

をつくれることも関係しているようだ。人工物を集団でねぐらにすることもあるという。食

性も雑食なので、食べ物にもどこでも不自由しないのであろう。普段は水辺や畑などの虫・

クモ・ミミズなどを主に食べる。

越冬のため移動もするが、繁殖は

寒冷地では年 1 回、暖地では年 2

回で、皿状の巣を地上や人家の

諸々の隙間などに植物を用いて作

り、5～7 月に 1 腹 4、5 個の卵を

産む。抱卵期間は 12～15 日で、

主に雌が抱卵し、雛は 13～16 日

で巣立つ。  
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消え行く有明海の伝統漁法、繁網 

 有明海は東京湾や鹿児島湾などと同規模の日本を代表する内湾で、湾の周辺は九重・阿蘇

山系（熊本・大分県）・背振山系（佐賀県）・多良山系（長崎県）・雲仙岳（長崎県）など

1000m を越える山々に囲まれ、湾奥部には九州最大の筑後川が流れ込む、森里海がつなが

った典型的な内湾といえます。この海と他の内湾との大きな違いは、最大 6m 近くにも達す

る大きな干満差、それに伴う速い潮流、後背の火山から流入する火山性の微細な鉱物粒子と

砂泥、広大な干潟であり、これらの諸条件が重なり、地域ごとにこの海ならではのさまざま

な漁法が発達し、伝統漁法の宝庫でもありました。有明海と人のかかわりを 40 年にわたっ

て撮り続けている中尾勘悟さん（鹿島市在住）によると、その多くは“干潟漁”であり、広

大な泥干潟をたくみに生かす知恵の集積のような存在と言います。有明海の泥干潟の代表的

な住人であるムツゴロウの漁獲では、滑り板（一般には潟スキーと呼ばれていますが、それ

は正しくはなく、地元では跳ね板、蹴り板、押し板，ひゃ坊板などと呼ばれる）を用いて泥

干潟上を移動し、ムツ掛け漁が有名です。私たちが進める柳川市での腰近くまで埋まる泥干

潟の調査でも、類似の滑り板を利用して作業を進めています（写真１）。 

 
 

7. 有明海と三陸の水辺から（26）  田中 克   

写真１ 泥干潟で滑り板を

用いて干潟の様子を観察調

査する漁師の田中安信さん 
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 この海でしか見られない多くの伝統的漁法のひとつとして、「繁網（しげあみ）」と呼ば

れる漁が行われてきました。筑後川河口域での稚魚調査では、仔魚が成長して通常の稚魚網

では採捕できない大きさに成長すると、繁網を用いてスズキなどの採集を試みました。繁網

は、漁船を 2 本の棒で固定し、船首の先に張り出した扇形の目の細かい網に、下げ潮ととも

に流下するエビ類や魚類などを漁獲する単純な漁法です（写真２）。筆者らが 1990 年代に

繁網を用船して筑後川河口域において操業すると、5 分ごとに挙げる網の中には、写真２の

ように、エツ、ワラスボ、スズキ、デンベーシタビラメなどの魚類がエビ類・イカ類などと

ともに多く採集されました。 

 

 かつては有明海に 100 統を越える繁網が操業されていたそうですが、この海が 1990 年代

から急速に異変の海に変わり、さらに漁船漁業者がまとまって漁獲できるのはビゼンクラゲ

だけという瀕死の海に至った現在、この伝統漁法を筑後川水系で営んでいるのはわずかに一

統のみに激減し、まさに“風前のともし火”状態に至っています。今でもただ一人繁網を営

む古賀貞義さんは、「昔はこの漁法だけでエビ類が山ほど獲れ、十分暮らしていけた。今で

も時々漁に出るが、晩ごはんのおかず程度しか獲れん」と言います。それは、まさに有明海

の惨状を如実にもの語っています。多くの伝統漁法が消滅、あるいは早晩そのようになるこ

とは、有明海の瀕死化は単に漁業のできない海になってしまうことだけでなく、有明海なら

ではの伝統漁法という優れた文化が消え去ることを意味しています。私たちは今、そのよう

な大切なものをことごとく失う（捨て去る）局面にたたずんでいるのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 筑後川河口域において試験操業する繁網。調査で 20 年間お世話になっている柳川市 

    沖端（おきのはた）漁協の古賀貞義さんが、この伝統行法を守り続けている  
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10 章 帰路に想う伊豆の海 

 

 三島に着いた私たちは、そこから国鉄を利用して東京へ向かいました。当時の学生は、学

生割引という制度で、乗車区間の距離が 100 キロメートルを超えた場合、全区間の運賃の

50％が割引になるという、非常に恵まれた立場にあったのですが、これは世界の一等国と自

認していた大日本帝国が、敗戦によって三ないし四等級の国へと格下げになったと、政府の

首脳が自覚したためではないかと思われます。もとの一等国に戻るには、優秀な人材を大量

生産しなければならないというわけですが、当時の私たちは、そのような政府の陰謀などに

は気付かず、三島から東京へ通常の半額で帰れることを、心から嬉しいと思っただけです。 

 

 三島駅を発車した列車は、すぐに長いトンネルを潜り、そして熱海駅に着きます。この駅

を発車すると、列車は海岸沿いに走り続けるため、右側の車窓から相模湾の青い海を眺め続

けることができます。そして列車が海岸に接近すると、磯や砂浜の情景がよく見えるので、

数日前に体験した実習の様子が頭に浮かび、その向こうに、海藻や植物プランクトンなどの

研究に専念する、千原先生の姿が見えるのです。「自分もあの先生のように、毎日下田の海

辺や研究棟の中で海藻を調べる研究ができたら、どんなにすばらしいだろう」などと思いな

がら、私は居眠りをしてしまい、友人に肩を叩かれた時には、東京駅に着いていたのです。 

 

 この時から私の将来の目標は、下田臨海実験所の専任教官となり、鍋田の海辺で暮らし、

海藻についての研究を続けること、と決まったのですが、残念ながら気まぐれで怠け癖もあ

る私の人生は、一直線に進むことにはならなかったのです。（つづく） 

 

 

9．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。 

8.絶滅危惧種ヒト科ヒト属ヒト（11）横濱康継 
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 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！ 

 

10．編集後記 

 お正月は久しぶりに子どもとゆっくりテレビを見ました。「もふもふ」の動物を特集する番組では、ふわふわの毛

で覆われたトラツリアブという超可愛い昆虫が紹介され、これが最近は見つからないというコメントがさらりと流れ

ました。生物多様性の損失の一端です。残念がる娘。また別のバラエティー番組では、タレントの作った干し柿

が、暖冬で甘くならなかったと。これからの温暖化で伝統的なおいしさが各地で失われていくのかもしれません。

年初から未来を悲観させたくないのに、わざわざ海洋酸性化の特集番組も一緒に見てしまいました。案の定、楽

観材料はゼロ。子どもに謝りたくなります。こんな調子だからでしょうか。ふだん親子で見るのは「お笑い」ぐらい。

録画しておいたのを暇な週末に見て、おおいに笑って、それぞれの頭の上の暗雲を吹き飛ばしています。（ちよ） 

 

 お正月の暖かい一日、京都と大阪の境にある天王山にハイキングに行きました。ご存じのように、信長に反

逆した明智光秀と、中国大返しで有名な豊臣秀吉が戦った所として有名です。のんびりとハイキングを楽しみ

ましたが、「ここが天王山」と天下分け目の闘いを挑んだ両陣営にとっては、必死の戦争であったでしょう。時

は移っても、戦争は人々を悲惨な運命に陥れます。武力で平和はけっして訪れないことは、最近 2-30 年の中

東の戦争を見てもよく分かります。今年は、戦争への道へ進むのか、それを拒否するのか分かれ道の年かも

しれません。いろんな選挙が「天王山」を迎えようとしています。戦争は、正義であれ不正義であれ、最大の環

境破壊であります。国破れて山河あり。山河をなくして民は生きられません。今年こそ、良い年に。（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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