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「今月の海の生きもの」

ヒメカクオサガニ

Chaenostoma crassimanus

十脚甲殻類スナガニ上科オサガニ科の小型種（最大甲幅 8 mm）。オサガニ科の多くは干潟をすみ場所とする
のに対し、本種は平坦な潮間帯岩礁に住む。西南日本の岩礁海岸に見られるが、本州南岸では夏期から秋期
までに限って出現する。
夏期に南方より運ばれて
きた幼 生が和歌 山県沿
岸に定着し、数カ月で成
体になって繁殖活動も行
うが、冬期には死滅する。
岩礁上で静かに観察する
と、岩礁の隙間から出て
きて岩表上の海藻類を摂
餌しながら、その合間に、
白いはさみ脚を振り回す
waving display や雌雄間
の交尾行動を見ることも
できる。（和田恵次）
（和歌山県白浜町番所崎の海岸にて 和田恵次氏撮影）
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新年おめでとうございます
新年おめでとうございます
今年も『うみひるも』をよろしくお願いいたします
【活動予定】
●海の生きものを守るシンポジウム 2017
「失われる沿岸の自然と公共事業―辺野古・諫早・泡瀬・三陸・湘南」
2017 年 2 月 18 日 京都市梅小路公園緑の館
日本の海岸はどうしてこうなってしまったのだろうか？ 自然の海岸はほとんどなくなった。その原因は海
岸で行われる公共事業にあるのではないか。辺野古、諌早、泡瀬、三陸海岸における公共事業とその影響を知
り、これから予想されるオリンピックのための湘南海岸の自然破壊を考え、問題は何か、どうすれば良いのか、
これから何が必要なのかを、皆様と議論したいと思います。以下の要領でシンポジウムを開催します。寒い時
期ですが、ご都合を合わせて、半日海の生きものを守るためにどうすれば良いかご一緒に考えてください。
日時：2017 年 2 月 18 日（土）13:30～16:30
会場：梅小路公園「緑の館」1F イベント会場
※会場は、京都駅からバスで 5 分。京都水族館や交通博物館のある公園の中央部にある建物です。
横には日本庭園「朱雀の庭」が併設されています。
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アクセス：徒歩の場合→JR・地下鉄・近鉄「京都」駅中央口より塩小路通を西へ徒歩約 15 分、
または JR 山陰本線「丹波口」駅より南へ徒歩約 15 分／バス利用の場合→京都駅前（B3 のりば）
から急行 103・急行 104・急行 110 系統、86・88 系統で「七条大宮・京都水族館前」または「梅
小路公園・京都鉄道博物館前」で下車すぐ。または、205・208 系統で「梅小路公園前」下車

「梅小路公園前」バス停

会場「緑の館」

プログラム（予定）
13:00 開場
13:30~13:40
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開会挨拶

向井 宏（海の生き物を守る会）
◇講演
13:40~14:10「閉め切りから 20 年の有明海・諫早湾」
佐藤正典（鹿児島大学）
14:10~14:40「泡瀬干潟の現状と失われたもの」
前川盛治（泡瀬干潟を守る連絡会）
14:40~15:10「三陸の森里海のつながりを断絶する
巨大防潮堤」田中 克（舞根森里海研究所）
15:10~15:20 休憩
15:20~15:45「辺野古・大浦湾のサンゴ礁の危機と再生」
安部真理子（日本自然保護協会）
15:45~16:10「オリンピックにより開発の危機に晒される相模湾」
16:10~16:30「沿岸の危機を守るための提言」
16:30 閉会

大久保奈弥（東京経済大学）

向井 宏（海の生き物を守る会）

●総会を開催します
海の生き物を守る会の 2016 年度の報告と 2017 年度の活動について話し合う総会を、以下のように京都市で
開催します。夕食をとりながら行う予定です。海の生き物を守る会会員の方はぜひ参加してください。
日時：2017 年 2 月 18 日 17:30～19:30
会場：「京野菜レストラン」京都市梅小路公園「緑の館」シンポジウム会場横
会費：3000 円（飲み放題付）
議題：2016 年度活動報告・同会計報告、2017 年度活動計画・同役員選出ほか

★参加予定者は、向井 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp にご連絡ください。

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

砂浜の自然を守るために！
全国の砂浜海岸生物調査にご協力ください
秋田、山形、岩手、福島、富山、石川、岡山、佐賀、熊本県は未調査です

現在まで257枚、141カ所を調査

砂浜フィールド図鑑（2）も刊行予定

海の生き物を守る会では、全国の砂浜海岸で生物調査を進めてきました。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。今年10月からは自然保護助
成基金プロ・ナトゥーラ・ファンドの支援を受けて、来年9月には第二次の中間報告書を発行する予定です。
また、研修会を石川県、神奈川県で行うほか、
「砂浜フィールド図鑑（2）海浜植物」の刊行も予定しています。
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。当会のホームページには、ワードファイルで調査の方法と報告用紙が掲載
してあり、ダウンロードが可能です。
これまでに会員や非会員の皆さまから257枚の調査票が寄せられ、全国141カ所の砂浜で調査が行われまし
た。ご協力に感謝いたします。しかし、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。
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、富山、石川、岡山、佐賀、熊本の各県で
す。ぜひご協力をお願いいたします。また同じ海岸でも季節が違えば、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。ぜひ一度、ホームページから調査マニュアルをお読みいただき、調査にご協力をお
願いします。
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●保全すべき砂浜を推薦してください
海の生き物を守る会では、砂浜海岸生物調査の一環として、全国の砂浜でぜひ保全すべきだと思われる砂浜
を募集しています。今年度末までに「ベスト30」を決定し、そのリストを公表して、今後の保全活動に貢献し
たいと思いますので、ぜひ推薦をよろしくお願いいたします。推薦にあたっては、その砂浜の数枚の写真とそ
の他、生物情報、自然度などについても、お知らせください。
これまで推薦された砂浜の中には、閖上浜のように巨大防潮堤がその後建設されてしまい、もう守りたい砂
浜ではなくなってしまったところもあります。日本の砂浜はどんどん壊されつつあります。早く保護すべき砂
浜を指定して、保護活動に役立てましょう。

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

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）。
宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお知らせください。

向井

◎Diving team Snack Snufkin
2010 年
◎GREEN AGE

「Exploring the Nature of Oura Bay and its surrounding area」

日英両語による大浦湾の生物のパンフレット

2015-4 特集・これからの海岸林造林を考える

2015 年

日本緑化センター

１部

◎杉山恵一監修／自然環境復元研究会編「海辺ビオトープ入門：基礎編」146pp

◎向井 宏 論文 別刷り

余部あり

「陸域―沿岸域統合系における藻場生態系」
「海域・海洋保護区の効果と現状」

「干潟・藻場の再生事業：その問題点」

「第一編

月刊「海洋」2005

環境情報科学

「ジュゴンの摂餌生態：現状と展望」

◎向井 宏
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2009

海洋理工学会誌
地球環境

2011

厚岸地方の自然環境 第二章

新厚岸町史（通史編・第一巻）

2009

2012 年

厚岸町の特色ある生態系」
残り 3 部

向井 宏 「同

第三章

厚岸町の動物」

同

2012 年

残り 2 部

向井 宏 「同

第四章

厚岸町の植物」

同

2012 年

残り 3 部

信山社サイテック刊

お知らせコーナー

●辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会の活動について
海の生き物を守る会が参加している「辺野古土
砂搬出反対全国連絡協議会」では、辺野古に故郷
の土砂を送らないよう要請する署名活動を行い、
これまで 10 万筆を超える署名が集められました。
今後とも署名を継続し、西日本各地からの土砂
の採取による自然破壊と辺野古への土砂の搬出に
反対し、三重県で作られ辺野古へ運ばれる予定の
大型ケーソンの建設・搬出にも反対し、辺野古の
埋立を止めさせるよう、運動を継続していきます。
活動を広めるためにパンフレットを発行しまし
た（写真は表紙）。1 部 500 円をカンパとしてい
ただいています。安倍政権は、沖縄の圧倒的な民
意を無視して、西日本の 14 カ所の山を削り、辺野
古へ送って、辺野古の海の埋立を強行しようとし
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ています。辺野古の海を守る手立ての一つとして、
この活動に賛同する意味からも、ぜひご購入をお願いします。
★ご希望の方は右記までお知らせください。

向井

宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp

1 部 500 円＋送料のお振り込み先：ゆうちょ銀行 19230-2848391

●好評販売中！

ﾑｶｲﾋﾛｼ

砂浜フィールド図鑑（１）『日本のハマトビムシ類』
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。このたび、「砂浜フィールド図鑑」
シリーズの（１）として、どの浜辺にも必ず見かけるハマ
トビムシ類の図鑑を刊行しました。
A5 判 14 ページ。1 冊 100 円で頒布しています。
会員には 1 冊に限り無料でお送りします（送料のみご負担
ください）。
★ご希望の方は下記までお知らせください。
向井

宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp

1 部 100 円＋送料のお振り込み先：
ゆうちょ銀行 19230-2848391

ﾑｶｲﾋﾛｼ

2．ウミガメ 切手コレクション （22）

立川賢一
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編注： このニュース欄の情報源はマスコミ・団体の会報・その他多岐にわたります。海の生き物に関する最新情報を共有す
るため、事実と思われる内容を紹介し、それについて必要と思われる範囲で論評もしています。文責者名を記事毎に明記し
ますが、独自の裏付け調査をしているわけではありません。その点は、ご承知おきください。読者からの投稿も大歓迎です。

【世界】
●オウムガイなど取引を制限

ワシントン条約に登録

2016 年 10 月に南アフリカ共和国で開かれたワシントン条約締約国会議で、オウムガイ、オオベソオウムガ
イ、パラオオウムガイなど 5 種が輸出国側の許可を必要とする「付属書 2」に記載され、取引が制限されるこ
とが決まった。パラオ、インド、アメリカなどが提案し、84 対 9 で可決された。日本は棄権した。「付属書 2」
に記載されるものは「現段階では絶滅の怖れはないが、取引を規制しなければ絶滅の怖れを生じさせる種」と
定義される。現在のように民間同士の輸出入が禁止される。1 月 2 日から施行される予定。オウムガイ類は「生
きた化石」として知られる軟体動物でイカ・タコの仲間。南太平洋などの熱帯の水深 500m までに生息してい
るが、近年は乱獲などによって減少している。日本の水族館などでは 25 施設で約 100 個体が飼育されている。
今回の措置によって水族館などでは施行までに輸入するなどの動きも出ている。（文責：向井

宏）

【中部】
●新潟県最古の化石「放散虫」を糸魚川市で発見
新潟県糸魚川市にあるフォッサマグナミュージアムは、2016 年 12 月 26 日に、新潟県でもっとも古い海産
生物の化石を糸魚川市内で発見したと発表した。化石は「放散虫」で、約 4 億 2000 万年前の古生代中期の「シ
ルル紀」のものと判断されている。これまで新潟県内で発見された最古の化石よりも約 2000 万年前になる。
（文責：向井

宏）

【九州】
●長崎地裁

県の主張を鵜呑み

石木ダム建設

2016 年 12 月 20 日、長崎地裁佐世保支部（渡邊英夫裁判長）は、長崎県が東彼杵郡川棚町（ひがしそのぐ
んかわたなちょう）に建設を予定している石木ダム建設計画について、住民が「平穏に生きる権利などが侵害
される」ことなどを訴えて工事の差し止めを求めた仮処分申し立てに対して、県の主張を全面的に認め、却下
する決定を下した。決定理由は「工事続行を禁じる緊急の必要性がない」としている。住民側では、抗告する
構え。地元の長崎新聞は、この決定に対して「この決定は工事が止まっている『今』だけを切り取ったもの」
「将来、住民の暮らしや自然が奪われる本質には目を向けていない」とまっとうに批判している。一方、仮処
分ではない本訴訟については、12 月 22 日、長崎地裁の裁判官ら 3 名が住民のもとを訪れ、原告の一軒一軒を
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訪ねて原告らの訴えを聞いた。住み慣れた土地で生きる権利を守る判決が出されるかどうか、注目したい。ま
た、有明海に注ぐ河川にこれ以上ダムを造ることは、瀕死状態の有明海生態系に引き返せない影響を与える可
能性もある。そこまで裁判官は責任をもって判決文を書いてほしい。（文責：向井

宏）

【沖縄】
●辺野古埋め立て工事を再開

政府、沖縄の民意を無視

沖縄県名護市辺野古に新基地を建設する計画について、沖縄県の翁長雄志知事が辺野古沖海面の埋立許可
を取り消したことを巡って、国が取り消しを撤回するよう訴訟を起こした。福岡高裁沖縄支部は国の主張を
そのままなぞったような判決を下し、沖縄県の上告に対して、最高裁判所も棄却した。その結果、翁長知事
は埋立免許取り消しを撤回する通知を沖縄防衛局に送付した。2016 年 12 月 27 日午後、沖縄防衛局は辺野古
新基地建設工事を再開した。28 日までにフロートの準備作業を行い、実質的な工事の再開は 1 月 4 日以降と
なると思われるが、翁長県知事があらゆる手段で建設を阻止すると宣言していることから、一刻も早く埋立
を始めるべきだという声が国の方から出始めている。
翁長知事は、工事の再開前に協議に応じるよう国に求めたにもかかわらず、国が拒否したことが、前知事が
埋立許可を承認したときの「留意事項」に違反しているとして、埋立許可そのものの撤回を視野に入れて検討
を始めたと伝えられる。また、3 月に期限が切れる「岩礁破砕許可」の延長も認めない方向である。12 月 26
日に、日本自然保護協会は翁長知事あてに、沖縄の大切な財産である辺野古・大浦湾のサンゴ礁を守って欲し
いとの趣旨で、1）岩礁破砕許可の即時撤回、2）埋立承認の早期撤回、を要望している。（文責：向井

宏）

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

【関東】
◆2017 年世界湿地の日記念シンポジウム
1971 年 2 月 2 日にラムサール条約が採択されたことを記念して、ラムサール条約事務局は毎年 2 月 2 日を
「世界湿地の日（World WetlandsDay）」と定めています。今年の世界湿地の日のテーマは「Wetlands for
Disaster Risk Reduction（湿地と防災・減災）」となっており、テーマに沿ったシンポジウムを開催致します。
ご興味がございましたら是非ご参加いただければと思います。
日時：2017 年 2 月 4 日（土） 14：00～17：00
場所：国連大学エリザベスローズ国際会議場（東京都渋谷区神宮前 5-53-70）
テーマ：湿地と防災・減災（Wetlands for Disaster Risk Reduction）
主催：日本国際湿地保全連合（WIJ）、国連大学サステイナビリティ高等研究所（UNU-IAS）、地球環境パ
ートナーシッププラザ（GEOC）
協力：ラムサールセンター
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基調講演
古田尚也（大正大学 教授・IUCN 日本リエゾンオフィス コーディネーター「Eco-DRR に関する国際的動向」
島谷幸宏（九州大学 教授）「日本における Eco-DRR について」
※Eco-DRR：生態系を基盤とした防災・減災
事例報告：
八元 綾（環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性地球戦略企画室）
「生態系を活用した防災・減災～自然と人がよりそって災害に対応するという考え方～」
堂薗俊多（国土交通省水管理・国土保全局河川環境課）
「河川管理者が行う湿地保全に関する最新情報について」
阿部拓三（南三陸町ネイチャーセンター準備室）
「志津川湾における震災からの復旧と湿地・干潟をめぐる現状について」
守分紀子（国連大学サステイナビリティ高等研究所）
「防災・減災と SATOYAMA イニシアティブ」
名執芳博（日本国際湿地保全連合）
「防災・減災に関わる Wetlands International の取り組み」

申し込みフォーム：
https://docs.google.com/a/wi-japan.org/forms/d/e/1FAIpQLSc2oy7CL9OdzBOZb-A9AlUYGV4DjdNs3jOLm
LgTg4Txt4WI2w/viewform
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◆「外来種問題を考えるシンポジウム

－島嶼の生態系を守るために－」

今、世界的に外来種の脅威が認識されています。今年 9 月に行われた国際自然保護連合の世界自然保護会議
でも、関係する様々な措置を求めるホノルルチャレンジが採択されました。特に島嶼では外来種侵入の「予防」
が大事だと確認され、日本自然保護協会が他 5 団体と共同で提出した勧告「島嶼生態系への外来種の侵入経路
管理の強化」も採択されました。これは、土砂など大量の資材を遠方に運ぶと、外来種侵入の危険性が高く、
その払拭には多くの要件がある旨を、日本政府に認識するよう促すものです。今回のシンポジウムでは、市民
（NGO）、行政、専門家のそれぞれから外来種対策の課題や事例を問題提起した上、総合討論で解決の方向
性を共有します。
日時：2017 年 2 月 25 日(土)

12:00 開場

12:30～16:30 予定

場所：中央大学駿河台記念館 670 教室(東京都千代田区)
主催：WWF ジャパン、日本自然保護協会（NACS-J）
後援：自然保護助成基金

登壇者(登壇予定順)：五箇 公一(国立環境研究所)、安部 真理子(NACS-J)、佐々木 健志(琉球大学農学部博物
館)、権田 雅之(WWF ジャパン)など

＜問合せ先＞
NACS-J

保護室

外来種シンポジウム担当 TEL：03-3553-4103

Email：umi@nacsj.or.jp

【近畿】
◆沿岸生物・環境保全研究会（仮称）準備会へのお誘い
壊され続けている日本の沿岸域の生態系。それを再生・保全するために広範な研究者・教育者・行政官・
NGO などが集まって議論する場所が欲しいと思ってきました。そのような研究会を作るために、以下の通り
準備会を開催します。関心のある方は、ぜひご参加ください。

準備会予定：
日時：2017 年 2 月 19 日（日）10:00~12:00
会場：ハートピア京都（京都府立総合社会福祉会館）第 4 会議室
〒604-0874

京都市中京区竹屋町通烏丸東入る清水町 375 番地

TEL 075-222-1777 / FAX 075-222-1778
アクセス：京都市営地下鉄烏丸線「丸太町」駅下車

5 番出口（地下鉄連絡通路にて連結）

呼びかけ人：安部真理子・佐藤正典・田中

克・向井

宏

【中国】
◆上関プランクトン調査

参加者募集

※再掲載

上関の自然を守る会では、2 カ月に 1 回、「奇跡の海」と言われる上関海域でのプランクトン調査を行い
ます。次回は 1 月 7 日（土）9:00～15:00 に、5 点で稚魚ネットによる動物プランクトンの採集を行います。
この海域に生息している希少なカンムリウミスズメや、スナメリなどの餌としての稚仔魚・大型動物プラン
クトンを採集することを目的としています。

★いっしょに調査に参加してみたいという方は、上関の自然を守る会（高島 midori.t@crocus.ocn.ne.jp
または向井 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp まで事前にご連絡ください。

調査に出かけるには遠くからの場合は前日からの宿泊が便利です。事前に申し込めば、同会の「ひよりみ
荘」に宿泊も可能です。調査では、運が良ければカンムリウミスズメなどの鳥類、スナメリなども観察でき
る可能性があります。ただし、乗船して海上での作業ですので、天候次第では直前に中止もあり得ます。ま
た、天候によっては船酔いも。ご承知おきください。

また、翌 8 日（日）の午前中には、岩国市内で採集したプランクトンの選別作業を行います。普段見たこと
のないプランクトンを見ることができます。ぜひご一緒に作業をやってみませんか。採集調査には行けないが、
選別作業なら協力できるという方も募集しています。
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ツノダシが和歌山県白浜町瀬戸漁港で 12 月にも出現
南の海の象徴の一つであるツノダシが、２０１６年の大晦日になっても瀬戸漁港の水深３ｍ位の海底付近で
見られた。透明で穏やかな漁港内を 1 尾だけだが、ゆうゆうとチョウチョウウオ類などに混じって泳いでいた。
2000 年からずっと継続して、瀬戸漁港では毎日のように生物観察を実施してきたが、代表的なサンゴ礁魚類
であるツノダシの出現について、各年度で冬季の最も遅い出現日をまとめてみた。最終目撃日にも、その他の
日にも３尾以上同時出現の例は一度もなかった。最近から 12 月の出現をたどると、今年の大晦日に続き、2015
年は 12 月 22 日、2014 年 10 月 1 日、2013 年には一年を通じて出現記録なし、2012 年 1 月 1 日、2010 年 12 月
30 日、2009 年 9 月 29 日、2008 年にも一年を通じて出現記録なし、2007 年 9 月 14 日、2006 年 12 月 30 日、2005
年 11 月 20 日、2004 年 8 月 17 日、2003 年 12 月 5 日、2002 年 12 月 30 日、2001 年 12 月 24 日、2000 年 10 月
11 日となっている。このように瀬戸漁港という限られた地点でも、8 回と丁度５０％の率であった。
ツノダシはツノダシ科に属する 1 属 1 種の南方系種である。インド－太平洋の熱帯・亜熱帯海域に分布
し、和歌山県南部では春から初冬にかけて水深
2－17 m で体長 15 cm 以下の小型個体が刺網に
かかるという。白浜町瀬戸漁港でも時折漁網に
かかっているのが見られる。ツノダシが冬季に
は凍死するのかどうか、そして無効分散を繰り
返しているのかどうか、推察の域をでないが、
地球温暖化がこのまま進めば、東南アジア原産
のミドリイガイのように、定着も可能になるか
もしれない。

図 和歌山県白浜町瀬戸漁港に 2016 年
12 月 31 日に出現したツノダシ
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6. 有明海と三陸の水辺から（46）

田中 克

「気仙沼舞根湾調査」から「森里海連環研究」への展開
2011 年 3 月 11 日の巨大な地震と津波の東北太平洋沿岸域への直撃から 6 年近くが経過し、一見震災復興
は進んでいるように見えますが、
まだまだ多くの問題が残され、同
時に復興に伴う巨大防潮堤建設
に代表される新たな自然破壊が
大いに懸念される状況にありま
す（写真１）。森は海の恋人誕生
の地気仙沼舞根湾では、2011 年
5 月 21 日に第 1 回目の震災復興
のための調査が開始され、2016
年 3 月には丸 5 年、通算 30 回目
写真１ 森は海の恋人の象徴、気仙沼市の大川河口域を被う防潮堤

の調査を終え、さらに 5 月より新

（2016 年 11 月 25 日）

たな 5 年（通算 10 年）の調査の
継続を目指して歩み出していま

す。この間の成果の共有ならびに今後の調査から研究への展開などを検討する、第 4 回気仙沼舞根湾調査全
体会議が 2016 年 11 月 24 日に舞根森里海研究所において開催されました（写真２）。
本調査の立ち上げの直接的なきっかけは、2011 年 4 月 30 日に開催された「森は海の恋人緊急支援現地研
究集会」（「環境・経済・文明研究会」主催）における意見交換でした。そこでの畠山重篤さんによる「海
に恨みはない。海と漁業は必ず蘇る」
との力強い被災漁師の発言でした。震
災復興を乗り越えて確かな持続可能社
会を生み出す理念として森は海の恋人
を据え、三陸の基幹産業である養殖漁
業の復興への貢献を目的に、地震と津
波が沿岸生態系に及ぼした影響と回復
の過程を解明する「気仙沼舞根湾調査」
が提起されました。

写真２ 全体会議で気仙沼舞根湾調査へ
の期待を述べ、問題提起する畠山重篤さん
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三陸沿岸の全ての水産・海洋試験研究機関が
壊滅的打撃を受けた中で、早期に調査を開始す
る道は、ボランティア研究チームを立ち上げ、
なるべく早く、森から海までをつないで、調査
に着手することでした。呼びかけに応えて集ま
った 8 名の研究者と地元 NPO 法人森は海の恋
人の協同による第 1 回目の調査を 2011 年 5 月
21 日に開始しました。その後、隔月調査の継続
を、震災復興活動助成や研究助成を確保し、地

写真３ 2014 年 4 月にオープンし、気仙沼舞根湾調査の拠

元、学会やシンポジウムでの成果の公表を続け、

点となった舞根森里海研究所

関心を持たれた多様な分野の研究者・大学院生
の参画による総合的な研究チームに成長させながら、6 年目を迎えた 2016 年も調査を継続しています。とり
わけ、2014 年 4 月に完成した、日本財団、京大フィールド研、NPO 法人森は海の恋人の 3 者の共同運営に
よる舞根森里海研究所（写真３）は調査の継続に重要な役割を果たしています。
11 月 24 日の全体会議では、まだまだ変化する環境と生物の調査を、通算 10 年を目標に継続させながら、
地震と津波が蘇らせてくれた森と海とを結ぶエコトーンとしての塩性湿地（写真４）を保全し、川辺の一部
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を自然護岸にすることにより、川を通じた海との間の生き物達の移動を可能にし、生物多様性が高まる方向
への環境順応的な視点での森里海連環研究を、海底湧水などの新たな側面も加味して、より総合的に展開す
る方向が話し合われました。ここには、NPO 法人が買い取って保全した塩性湿地があり、三陸沿岸の浜に広
域的に建設が進められ
ている中で、住民の総意
でそのことを覆した稀
な防潮堤がない場所と
して、今後防潮堤の影響
を評価する上での貴重
なコントロール区とな
るに違いありません。

写真４ 地震と津波が舞
根湾奥部に蘇らせた塩性
湿地（右側の湿地はすで
に埋め戻された）

７. みんなのひろば
思っていること 言いたいこと

ご投稿は、下記までお送りください。
「うみひるも編集部」専用メールアドレス
または、便利な投稿フォーム

hirumo@live.jp

https://goo.gl/GjWIjL

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。



本会に寄付をお寄せください。口座は会費と同じです。送金内容について事務局までご一報ください
ゆうちょ銀行



口座番号：１０６１０－６６７３０２１

海の生き物を守る会

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。ベストショットが撮れたら、ぜひ編集部までお送りください。

９．編集後記
昨年も 1 年ご愛読ありがとうございました。編集担当としては読者アンケートを実施して多くの方にご協力いただけたことが良い
思い出です。お忙しい毎日かと存じますが、これからも是非お気軽にご意見、ご感想、お写真などお寄せくださいませ。（ちよ）

うみひるも 2017 年の新年号をお送りします。昨年末、突然私のパソコンが動かなくなり、大慌てしました。お送りしている「うみひ
るも」の送り先のリストもなくなってしまったので、これでは正月号を配信するのはできそうもありません。メーカーに聞くと、
windows10 を windows8 に入れ替える必要があるが、そのためにはすべてのデータを消してしまわねばならないとのこと。それで
はこれまで書いてきたいろんな原稿や講義講演資料など一切が無くなってしまいます。絶望的な気持ちになっていたとき、風邪を
引き込んでしまい、年末は一切のやる気を失ってしまいました。ところが突如、12 月 27 日になってパソコンが復活しました。動か
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なかった理由も復活した理由も分かりませんが、とにかく息を吹き返しました。なんとか正月号をお送りすることができています。
しばしばバックアップをとるなどの対策をとることなど、反省させられることしきりです。今年は酉年。皆様と共に飛躍する年になり
ますよう。（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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