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「今月の海」 大浜海岸（徳島県美波市日和佐）  

四国でアカウミガメが上陸・産卵する海岸として有名なのはここ日和佐の大浜海岸である。室戸阿南海岸国

定公園に含まれている大浜海岸は、夏には海水浴場として利用されると同時に、アカウミガメの産卵を見よ

うと集まる観光客

で賑わう。アカウ

ミガメの産卵は、

夜ガイドに案内さ

れる場合のみ観察

することができる。

残念ながら背後に

はコンクリート護

岸が作られて、半

自然海岸となって

いる。ウミガメの

産卵環境を守るた

めに、バイクや自

動車の乗り入れは禁止され、保護されているが、同時に海岸の清掃

活動が活発に行われているようで、海岸には生きているものも漂着

したものも見当たらず、ウミガメ以外の生き物への配慮はあまりな

されていないと感じられた。護岸の背後には、日和佐うみがめ博物

館「カレッタ」があり、生きたウミガメ類やその生態についての展

示がある。 

（2015 年 2 月 15 日 向井 宏撮影） 

http://e-amco.com/
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【活動予定】 

●砂浜の生物調査 in 奄美・嘉徳海岸 ※日程変更 

 奄美大島の嘉徳海岸で 10 月 29 日に開催予定だった海岸生物の観察会と調査は、台風 22 号が奄美地方を

直撃したことから中止になりました。ついては、この観察会・砂浜調査を 12 月中旬に行います。 

くわしくは次号でお知らせの予定です。★参加希望の方は、事務局までお知らせください。 

 全国的に自然の砂浜が減少しているなか、日本で唯一「生きた化石」と言われるオサガメが産卵に上がっ

たことのある嘉徳海岸は貴重です。貝類などでも希少種が生息していることが確認されています。嘉徳海岸

では今、防災のためという理由で、巨大な護岸建設が計画されています。この砂浜の生物の調査にご協力し

てくださる方を募っています。 

 

日時：12 月 16 日（土）予定  10:00～15:00 ※雨天中止 

場所：鹿児島県大島郡瀬戸内町嘉徳海岸 

集合：嘉徳海岸 10:00 

持ってくるもの：濡れても良い靴、帽子、筆記用具、弁当、カメラなど 

対象：一般 

参加費：無料 

 

主催：日本自然保護協会、海の生き物を守る会ほか 

問い合わせ： 03-3553-4103、umi@nacsj.or.jp （日本自然保護協会 海担当） 

  075-741-6281 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp （海の生き物を守る会） 

  

mailto:umi@nacsj.or.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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現在まで291枚、156カ所を調査 

 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の調査です。昨年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、今月には第二次の中間報告書を発行する予定です。また、「砂浜フィールド図鑑（1）日本

のハマトビムシ類、（2）北海道の海浜植物」を刊行しました。 

 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 290 枚の調査票が寄せられ、

全国 155 カ所の砂浜で調査が行われました。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、岡山、熊本の各県です。ご協力をお願いします。 

 

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

 

 

さしあげます！ 

 

下記書籍・CD・DVD を希望者に差し上げます（送料はご負担ください）。 

希望者は、向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお知らせください。 

※なお同日に複数の希望が寄せられた場合は、海の生き物を守る会の会員を優先とします。ご了解ください 

 

◎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 p.235 出現種リスト付き CD 版 残り 10 部 

◎Diving team Snack Snufkin 「Exploring the Nature of Oura Bay and its surrounding area」 

     2010 年 日英両語による大浦湾の生物のパンフレット 

◎International Symposium on Integrated Coastal Management for Marine Biodiversity in Asia. 

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、岡山、熊本県は未調査です 

http://e-amco.com/research
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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「うみひるも」に掲載する海の生き物の写真 

や情報をお持ちの方、是非ご連絡ください。 

メールhirumo@live.jp ／投稿フォームhttps://goo.gl/GjWIjL 

    2010/1/14-15 Kyoto  DVD 版 

◎GREEN AGE 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 

◎「オホーツク・アムール オホーツク海の環境保全を目指して」 2009年 国土交通省 北海道開発局 

◎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」 月刊「海洋」2005 

    「海域・海洋保護区の効果と現状」 環境情報科学 2009 

    「ジュゴンの摂餌生態：現状と展望」 海洋理工学会誌 2009 

    「干潟・藻場の再生事業：その問題点」 地球環境 2011 

 

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

 

CD／DVDお貸しします！ 
 

下記を視聴したい方にお貸しします（送料はご負担ください）。コピーも可。 

希望者は、向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお知らせください。 

 

◎2017 年 6 月 10 日開催シンポジウム「奄美の森と海のつながり」DVD 3 枚 

◎2013 年 4 月 13 日開催シンポジウム「沖縄の美ら浜をいつまでも 

      ～セミナー『砂浜のはなし』」DVD 1 枚 

 

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

  

mailto:hirumo@live.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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（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。そこで、「砂浜フィール

ド図鑑」を発行しました。シリーズ 1 冊目は、どの浜

辺にも必ず見かけるハマトビムシ類の図鑑です。 

 

 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）。 

 

 

 

 

 

（２）『北海道の海浜植物』 

 砂浜フィールド図鑑シリーズの 2 冊目として、「北海道の海浜植物」を刊行しました。 

 

A5 判 56 ページ。1 冊 200 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）。 

 

 

 

★以上、ご希望の方は 7 ページの申し込み方法 

をご覧ください。 

 

 

  

お知らせコーナー 

砂浜フィールド図鑑 好評販売中！ 
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●辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会の活動について 

 

大浦湾・辺野古沖の多様な海の生物・ジュゴンを守ろう！ 

 海の生き物を守る会は、生物多様性を誇る沖縄県名護市の大浦湾・辺野古沖の埋立に反対して、

「辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会」に参加しています。最近の同協議会のニュースレター 

「つながる力」から、その活動をお知らせします。 

 

本土からの辺野古土砂採取計画撤回を！ 第三次署名提出にむけて 

 安倍政権は、沖縄県内からの土砂だけでは埋立ができないことから、西日本各地の 14 カ所以

上の山を削り 21,000,000 ㎥の土砂を沖縄に運び、辺野古の海の埋立を強行しようとしています。 

協議会ではこの埋立用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。しかしながら、沖縄の民意を無視して辺野古の埋め立て工事が

強行されています。辺野古現地での反対運動とともに、私たちの本土から埋め立て用の土砂を送

らせない運動も、今後重要になってきます。土砂搬出反対の署名も現在、新しい用紙でさらに

多くの署名を集めています。署名活動にご協力をお願いいたします。署名用紙は、以下のウェブ

サイトからダウンロードできます。 

http://www.setonaikai-japan.net/00kansetonaikaikaigi/901henoko/p01065.pdf 

 

「本土から 辺野古に土砂を 持ち込ませない!」搬出元 6 県に規制強化を要請 

 辺野古に持ち込まれる土砂は、福岡県、長崎県、熊本県、鹿児島県、山口県、香川県の 6 県

で山を削り採取したもの。これらの採石地では、アルゼンチンアリやハイイロゴケグモを確認し

ており、これらの外来生物が土砂と共に沖縄に搬入されることは、辺野古のみならず、沖縄島の

生態系にも悪影響を与える可能性がある。土砂全協では、これら 6 県に対して、沖縄県との連

携を働きかけている。沖縄県が「県外土砂搬入規制条例」に基づき、採石地で特定外来生物の有

無を調査する場合などで、各県職員を現地へ派遣することの協力を要請する。協議会の湯浅一郎

顧問は「6 県とも生物多様性地域戦略を策定している。それを推進する立場で、沖縄県の条例に

協力すべきだ」と述べ、搬出が予定されている採石地のほとんどが「生物多様性重要海域」に指

定されていることからも、土砂の採石・搬出は、辺野古のみならず搬出地の環境も破壊すること

を指摘している。 

 

香川県庁に要請行動：「故郷の土で辺野古に基地を作らせない香川連絡会」は、香川県と小豆

島の土砂搬出について交渉した。県側は、沖縄県からの協力要請があったときは協力連携するか

との問いに、「要請があれば検討する」との答えにとどまった。採石業者が大量の土砂を野積み

させていること、土砂の海水による洗浄がなされて海への影響が懸念されることなどを訴えたの

に対して、業者に「海水洗浄を止めるよう指導をした、その後されていない」とだけ答えた。 

 

http://www.setonaikai-japan.net/00kansetonaikaikaigi/901henoko/p01065.pdf
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熊本県からの回答：先に出していた要請書に対して、県から「沖縄県から要請があれば、国と協議し検討

する」「『重要海域』は保全対象ではない。今後国の動きを注視する」と、国に依存する姿勢を明らかに

した。（熊本県連絡協議会） 

 

山口県との交渉から：山口県議会で山口県は議員の質問（沖縄県から協力要請があった場合の対応は？）

に答えて「できないこともあるが、できることには真摯に対応する」と答えた。また、採石事業所内で特

定外来生物が見つかった場合「現場に行って駆除を指導する」と具体的な回答を行った。これまでの「具

体的な要請がないので答えられないとしてきた態度から一歩踏み込んだ回答が得られた。（「『辺野古に

土砂を送らせない！』山口のこえ」） 

 

辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会第 5 回総会 

2018 年 5 月 26 日（土）～27 日（日）沖縄県で開催 

 第 5 回総会は、土砂全協と沖縄県議会との連携を図るため、沖縄県で開催します。来年 1 月

には、名護市長選挙も行われます。11 月には沖縄県知事選挙もあります。辺野古に基地を作ら

せない信念を表名している稲嶺市長と翁長県知事を三度選び、民意を明らかにするためにも、総

会への参加を呼びかけます。参加希望者は、事務局までお知らせください。 

 

辺野古の美ら海とそこに棲むサンゴやジュゴンなどの

生きものをぜひとも守りましょう。 

       活動を広めるためにパンフレットを発行しています

（写真）。1 部 500 円をカンパとしていただいています。

故郷の山を守り、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。 

 

★ご希望の方は冊子名、部数、送り先を向井 宏

hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお知らせください 

 

 

 

 

 

  

冊子代金＋送料のお振り込み先：ゆうちょ銀行 

 九二八店 普通 0284839（記号番号 19230-2848391）ムカイヒロシ 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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2．クジラ切手コレクション （27）（28）   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。 

読者からの投稿も大歓迎です。 

 

 

 

【東海】 

●能登の沖合でホオジロザメを捕獲 

 石川県七尾市能登島の約 2km の沖合で、「人喰いザメ」などと言われるホオジロザメが定置網に掛かって

いた。体長約 4m あり、日本海では珍しい。七尾市の「のとじま水族館」によると、日本海で確認されたの

は 30 年ぶりという。ホオジロザメは世界中の熱帯から温帯の海に生息し、ときに人を襲うことがあることか

ら、映画「ジョーズ」のモデルとなった。捕獲されたホオジロザメはロープで縛ってクレーンで釣り上げて

弱らせた後、水族館が引き取らないため、海に捨てられた。（文責：向井 宏） 

 

【中四国】 

●弓ヶ浜半島で離岸堤建設を要望 鳥取県 

 鳥取県の平井伸治知事は、国交省を訪れて、10 月の台風 21 号が接近したことによって、鳥取県の弓ヶ浜

半島の米子市富益地区周辺で海岸侵食が進んだとして、離岸堤の建設を要望した。同時に国が直轄する富益

の 5 基の人工リーフの改造・修理を行うよう要請した。砂浜の保全に緊急に必要と言う理由だったが、これ

も対症療法でしかない。根本的な砂浜の消失・減少対策をこそ考えて欲しいものである。（文責：向井 宏） 

 

●御荘湾（愛媛県）で防潮堤計画 

 愛媛県は、同県愛南町御荘（みしょう）地区における津波対策として第 3 海岸に防潮堤堤防を整備する計

画を立て、住民説明会を始めた。実施するのは愛媛県南予地方局愛南土木事務所。今月 20 日までに 14 回の

説明会を開き、年度内に津波対策の整備方針を確定する予定である。東北で大急ぎで海岸をコンクリートで

固めた政策が、日本各地で同じように実行されようとしている。海岸を壊し、海を弱らせ、今までの進め方

を変えようとしない行政のあり方に住民はどう答えるだろうか。注視していきたい。（文責：向井 宏） 

 

【九州】 

●「第 8回 湿地シンポジウム」佐賀で開催 

 環境省などが主催する「第 8 回湿地シンポジウム」が、11 月 7 日から 11 日まで佐賀市で開催された。同シ

ンポにはアジアを中心として約 20 カ国の研究者や保護団体のメンバーなど 350 人が参加し、湿地の保全や利

用の取り組みなどについて議論した。日本で開かれるのは 25 年ぶり 2 回目である。今年、佐賀市の「東よか

干潟」と鹿島市の「肥前鹿島干潟」がラムサール条約に登録されたことから、佐賀市での開催となった。 

初日は有明海について生物多様性や環境異変について研究者らが報告し、有明海の環境異変が国営諫早干拓

事業によって引き起こされたと一般に考えられ、社会問題化していることなども議論され、有明海の再生に
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ついての意見交換を行った。翌日は、熊本県荒尾干潟に約 60 人が参加して、干潟の現地視察も行われた。最

終日には、干潟の保全と利用に関する宣言を採択して、終了した。（文責：向井 宏） 

 

【沖縄】 

●住民の反対を無視して工事を強行 辺野古新基地建設 

 沖縄県が名護市辺野古の基地建設工事によって環境への悪影響が心配されること、岩礁破砕許可を得ない

まま海に砕石やコンクリートブロックを落とし込んでいることなどを、一時停止して県と協議するよう沖縄

防衛局に指示したにもかかわらず、国は辺野古の埋め立て工事を継続、さらに進めようとしている。とくに、

アメリカのトランプ大統領が来日した日に合わせて、新しい K1 護岸の工事に着手したことは、沖縄県およ

び住民の民意を無視して、日米軍事同盟を推し進める姿勢を明らかにしたと言って良いだろう。機動隊や海

上保安官による反対する市民への暴行や違法な拘束は毎日のように繰り返されている。 

 しかし、沖縄防衛局の文書によると、当初予定されていた大浦湾でのケーソン設置工事は中止となり、別

の工法に切り替えることになったようである。これは、大浦湾の底質が非常にもろいため、大型のケーソン

を入れると底質にゆがみが生じ、埋め立て地の安定化が保証されないことが分かったためではないかと推測

されている。工法の変更は沖縄県知事の承認が必要になるため、今後の県の対応が注目される。一方で、沖

縄県は、辺野古の埋立に使う土砂を搬入するための北部港湾の奥港の岸壁使用許可を求めた防衛局に対して、

使用許可を与えるという不思議な行為も行っている。沖縄県庁の中でも、一枚岩ではないのだろうか。翁長

知事がいつも言っている「どんなことをしても辺野古の新基地建設は止める」という言葉の信頼性が揺らぎ

かねない。（文責：向井 宏） 

 

 

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

 

 

【関東】 

◆走水～観音崎 探鳥ウォーク  

 横須賀市の走水と観音崎の海辺でバードウォッチングをしながら歩きましょう。カモ類や冬に来る海鳥が

見られます。行程は 2～3km、走水低砲台跡の見学もあります。解散は観音崎バス停付近。 

日時：2017 年 12 月 2 日（土）9:30～14:00 ※雨天の場合は翌日 

集合：伊勢町バス停に 9:30 集合（馬堀海岸駅より観音崎行バス 5 分）※9:17 発のバスがあります 

定員：50 名（申し込み順）、一般対象（小学生以下は保護者同伴） 

参加費：500 円 

講師：観音崎自然博物館 研究員 三瓶昭 

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。保険加入手続きのた

め 11 月 29 日までにお申し込みください。 

問い合わせ先：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 
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◆夜の磯で生き物ウォッチング  

 冬の大潮の磯でカニ、エビ、ヒトデなどの夜行性の生き物を観察しましょう。寝ている魚も見られます。

希望者は博物館展示室で宿泊できます（寝袋をご持参ください）。 

日時：2017 年 12 月 3 日（日）21:00～23:30 ※雨天の場合は翌日 

集合：観音崎自然博物館に 21:00 集合 

定員：20 名（申し込み順）、18 歳以上対象 

参加費：大人 2100 円、会員は 800 円引き。宿泊される方はプラス 1400 円（おにぎり・みそ汁の朝食付） 

講師：観音崎自然博物館 学芸部長 山田和彦 

持ち物：懐中電灯、防寒着（裾が長いコートなどは不向き）長靴、必要に応じてゴム手袋や帽子、宿泊され

る方は寝袋 

★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 11 月

28 日までにお申し込みください。 

問い合わせ先：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 

 

【東海】 

◆2017開門シンポジウム 

「長良川/ナクトンガン（洛東江）/諫早湾のゲート開放をめざして」 

 

日時：2017 年 12 月 2 日（土）・3 日（日） 

 12 月 2 日（土）10：00～16：30 シンポジウム ※入場無料（資料代 500 円が必要） 

 12 月 3 日（日）現地視察「長良川河口堰の開門で塩害は発生するのか」 ★要事前予約 

会場：長良川国際会議場 5F 国際会議室（岐阜市長良福光 2695-2 TEL: 068-296-1200） 
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主催：よみがえれ長良川実行委員会（090-1284-1298 武藤）  
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【中四国】 

 

◆第 34回 沿岸環境関連学会連絡協議会ジョイントシンポジウム 

「我が国における沿岸域環境の現状と問題点，および将来展望」 

 

 かつて高度経済成長時代、我が国の沿岸海域は臨海地域から排出される余剰物質により甚だしく汚染され

て荒廃が進み、生物の生息も脅かされる程に悪化した。殊に昭和 30 年代後半以降、瀬戸内海東部海域におい

ては富栄養化や汚染の進行が著しく、有害赤潮の頻発、重金属類や有機塩素系化合物に起因する汚染、鉱油

流出事故等々、人の健康にも係わるような深刻かつ重大な水圏環境の問題が顕在化するようになった。これ

らを機として環境を保全する為の法的規制の必要性が強く叫ばれた結果、環境庁（現環境省）が設置され、

瀬戸内海環境保全臨時措置法が制定された。その後多くの法的措置等が加えられ、瀬戸内海の環境は現在の

ような清澄なものへと回復していった。これらの結果は、国民の強い声と環境施策がもたらした大きな成果

と云えよう。 

 近年、沿岸海域では漁獲量や養殖ノリ生産量等の水産物の生産力が減少しており、その原因として、富栄

養物質負荷の過剰削減の可能性が指摘されている。環境評価の見直しや漁業生産に好ましい海域環境のあり

方について、研究・行政・業界で議論されるようになってきた。 

 このような背景を踏まえ、瀬戸内海の環境政策と研究成果を整理して瀬戸内海環境の将来像を描く事は、

全国の沿岸域の将来を考えるうえで大変有効と考えられる。瀬戸内海において社会的大問題となった有害赤

潮や PCBs 汚染の発生開始から約半世紀が過ぎ、これらの問題を現場で肌に感じてきた市民、漁業者、そし

て調査研究や対策等に深く関わってきた関係者が年々少なくなってきた現在、当時を振り返り整理すること

は大変重要なことである。そして回復してきた瀬戸内海をモデル水域とし、改善された環境を維持しつつ、

人々にとって最も好ましい将来ビジョンと方策を考える必要がある。これらは我が国の全国の沿岸水域にお

いても同様であろう。 

 本シンポジウムでは全国の沿岸域において、現場水域の環境要因に関する長期的なモニタリングを踏まえ、

先人の残した科学的知見を整理し、活字化されていない経緯や歴史を含めて整理する事を企図する。そして

沿岸環境について科学的見地から正しく認識評価し、今後の恵み多い沿岸海域像を論ずることを目的とする。 

https://www.emecs.or.jp/wp-content/uploads/2017/11/symposium_20171208.pdf 

日時：2017 年 12 月 8 日（金）9:30～ 

場所：けんみんホール（兵庫県民会館） 

企画責任者：眞鍋武彦（元兵庫水技セ）・小林悦夫（公財ひょうご環協）・清野聡子（九大院工）・田中丈裕（NPO

里海研）・牧秀明（国環研）・今井一郎（北大院水） 

 

プログラム 

9:30–9:35 開会挨拶 今井一郎（沿環連代表） 

9:35–9:40 水産学会挨拶 門谷 茂（水産環境保全委員会委員長） 

9:40–9:50 趣旨説明 清野聡子（九大院工） 

 

1. 東部瀬戸内海環境を巡る諸問題のまとめ 司会：清野聡子（九大院工） 

https://www.emecs.or.jp/wp-content/uploads/2017/11/symposium_20171208.pdf
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9:50 – 10:20 第 33 回沿環連ジョイントシンポジウムの議論を踏まえて 眞鍋武彦（元兵庫県） 

10:20 – 10:50 大阪湾と播磨灘の生物環境の課題   川井浩史（神戸大） 

10:50 – 11:00 休 憩 

 

2. 西部瀬戸内海環境の現状と問題点  司会：田中丈裕（NPO 里海研） 

11:00–11:30 周防灘及び周辺海域 恵本佑（山口県） 

11:30–12:00 広島湾及び周辺海域 高山晴義（広島県） 

12:00–13:00 昼食 

司会：牧秀明（国環研） 

 

3. 我が国の沿岸海域環境を見つめ直す 司会：眞鍋武彦（元兵庫県） 

13:00–13:30 有明海および八代海    荒木希世（熊本県） 

13:30–14:00 伊勢湾および三河湾    鈴木輝明（名城大） 

14:00–14:30 英虞湾～環境再生から新しい里海のまち・志摩へ～ 松田治（広大名誉教授） 

14:30–15:00 東京湾    石丸隆（東京海洋大）・安藤晴夫（東京環科研） 

15:00–15:30 北海道 沿岸（太平洋/ 日本海/ オホーツク海沿岸） 嶋田宏（北海道） 

15:30–15:45 休憩 

 

4. 将来展望 司会：小林悦夫（公財ひょうご環協）、今井一郎（北大院水） 

15:45–16:15 住民の立場から 中西敬（大阪湾見守ネット） 

16:15–16:45 行政の立場から 山本郷史（環境省） 

16:45–17:15 漁業の立場から 樽谷賢治（瀬戸内水研） 

17:15–17:45 科学研究の立場から 田中克（京大名誉教授） 

17:45–18:30 総合討論  司会：眞鍋武彦・小林悦夫・清野聡子・田中丈裕・牧秀明・今井一郎 

18:30–18:40 閉会挨拶  樽谷賢治（水産環境保全委員会副委員長） 

19:00–20:30 情報交換（会場付近） 

 

問い合わせ先：北海道大学水産科学研究院（函館市港町 3-1-1）沿岸環境関連学会連絡協議会代表 今井一郎 
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和歌山県田辺湾でムラサキイガイの激減とミドリイガイの激増 

 

 2017 年 9 月下旬、田辺湾とその近隣海域の 9 地点（田辺湾の南岸の 4 地点、北岸 2 地点、近郊の 3 漁港）

で、陸からの目視観測でムラサキイガイとミドリイガイの生息状況を調査した。各地点の浮き桟橋を構成す

る少なくとも 12 個の発泡スチロ－ルの浮き（3 号フロートで 1 個の長さ約 1 m）の両側を調べた。また全地

点でコンクリート製の岸壁も目視調査した。 

 

 その結果、わずか南岸 3 地点の浮き桟橋にミドリイガイのみが少数だけ見られたものの、ムラサキイガイ

の付着は全く確認できなかった。全地点のコンクリート製の岸壁には 2 種の付着はいっさいみられず、マガ

キばっかりであった。 

 

 今回、ミドリイガイ個体群が前回調査した 2011 年時

よりも縮小した。生息が確認できなかったムラサキイ

ガイだが、前後軸長 10mm 以下の小型個体の死殻は 2

箇所で発見できた。一つはミドリイガイ群集の間に挟

まっていた 4 個体の死殻で、他は調査日より以前に引

き上げられたロープに多数が付着していた。この結果

から、田辺湾では盛夏を過ぎるとムラサキイガイは壊

滅していると言える。 

 

 京都大学白浜水族館では、毎日、水温を測定してい

るが、それによると、2017 年は 7 月 25 日より 9 月 1

日まで、ほとんどの日が水温 29℃以上を観測した。従

って、高水温に弱いムラサキイガイは 1994 年時のよう

に全滅したであろう。逆に、このような高水温が生存

に好都合な熱帯性のミドリイガイは、田辺湾で 1996

年に発見されて以来、地球温暖化による冬期の水温上

昇で冬越しも可能となり、今回、ムラサキイガイとの

交代がより顕著になった。ミドリイガイは大型のサイ

ズに達している個体が多いことからも、成熟して再生

産を田辺湾では行っていると推察される。      白浜町の浮桟橋に付着したミドリイガイ（山口一夫氏撮影）  
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鳥羽に根付く森と海のつながり：カニとカツオ節と海女 

 三重県鳥羽市で活動する「海島遊民くらぶ」は、地域の埋もれた宝物を探し出して漁業が元気になる観光

を目指し、鳥羽の島々で海と遊びながら学ぶツアーなどを提供されています。代表の江崎貴久さんのお世話

になり、シニア自然大学校「地球環境自然学講座」の観察会が 8 月下旬に行われました。初日は鳥羽港の近

くの小さな島の周りでシュノーケリングによるマダイ稚魚や貝類などの生き物の観察を行い、海で遊ぶ楽し

さを味わいました。 

 

 鳥羽の海で最初に森と海のつながりに気付かされたのは、全国的に姿を消しているアカテガニがここには

至る所に生息していることでした。その背景には、鳥羽周

辺には海の近くまで森が迫る魚つき林的な自然環境があ

ります。日本列島には至るところでスギやヒノキの人工林

が目立ちますが、鳥羽周辺ではそのような人工林はほとん

ど見られず、雑木林が広がり、アカテガニの生息環境が整

っていました。しかし、海と森の間には道路が築かれ、あ

ちこちでアカテガニが交通事故で死んでいる悲しい現実

にも直面しました（写真１）。 

写真１ 交通事故で命を落としたアカテガニ：すぐそばにはこんもりとした森がある 

 

 伊勢志摩半島はリアス式海岸に恵まれ、真珠養殖発祥の地として有名ですが、それ以前は、大王崎を中心

にわが国を代表するかつお節の産地でした。今でも古式燻しの技「てびやま製法」波切節（燻しかつお節）

（写真２）の製造を続け

る天白幸明さんは、伝統

を守り工夫を加えて未来

に継承していく熱い想い

に溢れていました。カツ

オを乾燥する過程で使う

薪として最も適している

のは半島のどこにでも見

られる備長炭の素材ウバ

メガシであり、手入れが

放置されていた雑木林に

ウバメガシが成長する手

が加えられ、かつお節製

造が里山の整備や林業の継続にもなる「森と海のつながり」の存在を知ることになりました。 

6. 有明海と三陸の水辺から（63）     田中 克 

写真２ 大王崎で伝統

を守り高める燻しかつ

お節づくりの燻し小屋 
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 今、全国的に進む海女の減少が、伝統的な漁村文化の消滅としても大きな問題となっています。日本の海

女の発祥の地、福岡県宗像市の鐘崎ではまさに最後の海女さんがなくなろうとしています。一方、伊勢志摩

半島では森が海に迫る魚付き林が海の豊かさを支えている好条件もあり、今でも 700 名を超える海女が活躍

されています。海女の町として有名な相差（おうさつ）には、70 歳を超える現役の海女さんが多くおられ、

海女漁を実演していただいた一人の海女さんは、怪我で歩くのは厄介だが海中なら問題なしと、知り合いと

2 人で潜りを見せてくださいました（写真３）。何よりも驚いたのは海女さんたちのこの上ない明るさでし

た。誰とも屈託なく話されるベテラン海女の皆さんに、宮崎県椎葉村で伝統的な焼畑を守ってこられたおば

あちゃんとまったく同じ明るさと楽天性を感じました。 

 

写真３ 鳥羽の海で漁を楽しむ明るさいっぱいのベテランの海女さん 

 

 寝屋子※で有名な答志島では、漁協組合長のリーダーシップの下、青壮年部による海の森、アラメ場造り

や山での植林活動が続けられ、四季を通した多様な漁業の適正な資源管理の合意形成が進み、若い漁師と子

供達に溢れる元気な漁村が存在しました。海女になることを目指す江崎貴久さんたちの、森と海のつながり

を大事にしながら漁村が元気になる観光から「観幸」へと高める取り組みの一端を知り、参加者全員大いに

元気付けられました。 

 

 

 

※編集部より：「寝屋子制度」については、鳥羽商工会議所の「鳥羽図鑑」というサイト（下記）にも解説があります 

http://www.toba.or.jp/zukan/miketsukuni/%E5%AF%9D%E5%B1%8B%E5%AD%90%E5%88%B6%E5%BA%A6/ 

http://www.toba.or.jp/zukan/miketsukuni/%E5%AF%9D%E5%B1%8B%E5%AD%90%E5%88%B6%E5%BA%A6/
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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。 

 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 

 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。 

 

【前号の訂正】以下、訂正してお詫び申し上げます。 

・イベント情報欄に掲載した 11月 18日開催の「上関 海の生き物観察会」の曜日に誤りがありました。正しくは土曜日です。 

・編集後記で「伊豆・稲取の」海女さんと書いたのは平成 22 年度の「聞き書き甲子園・海の名人」に選ばれた稲葉ツナ子さんで、

正しくは「伊豆・堂ヶ島」でした。堂ヶ島にある民宿「いなば荘」の女将さんで、当時すでに７０歳超でしたが現役の海女さんでした。 

 

8．編集後記 

 先月、生まれて初めてタカアシガニを食しました。ボイルすると、あの長い脚の身をズボっときれいに取り出せて、美しい形のま

まいただけるのです。迫力満点の外見からは想像できないおいしさでした。駿河湾のある静岡県はタカアシガニの漁獲量日本一。

今回お邪魔した伊豆・戸田（へだ）は深海グルメが観光の目玉で、タカアシガニ以外にも、いろいろな深海魚介料理がありました。

グロテスクな姿うんぬんの前に、極限環境で懸命に生き抜いている彼らを口に入れるのは、ちょっと恐れ多い感じです。とてもお

いしいので、より安心していただくためにも、町が末永く海の幸で潤うためにも、今もしているという漁獲規制を是非これからもバッ

チリ続けていただきたいと願わずにはいられませんでした。今回は、その漁で一緒に底引き網に入ったメンダコやナマコや奇妙な

形の深海魚たちまで触ることができて幸せでした（飛び入り参加を許してくださった NPO 法人シニア自然大学校「海の講座」の皆

さん、民宿清進丸さん、そして向井先生ご夫妻、ありがとうございました！）。改めて海の生き物の奥深さに魅了されました。皆さ

んも機会がありましたら、ぜひお出かけください。予習には戸田観光協会のサイト「DEEP! HEDA」がオススメです。（ちよ） 

 

 自然保護助成財団のプロ・ナテューラ・ファンドをいただいて、今月 20 日に砂浜海岸生物調査の第二次中間報告書を刊行する

ことができます。今回の報告書は、砂浜の生物のうち、海浜植物に限ってこれまでの調査のまとめを行ったものです。同財団の助

成では、今年 9 月にも「砂浜フィールド図鑑（２）北海道の海浜植物」を刊行できました。同財団には深く感謝いたします。図鑑も報

告書も、希望される会員の方々にお送りする予定です（予算の関係で送料はご負担願わざるを得ません。ご了承下さい）。ぜひご

希望をお寄せ下さい。今後も砂浜海岸生物調査は継続していきます。砂浜フィールド図鑑も、今後も各地の海浜植物や、砂浜の

動物などについて刊行を計画しています。いつになるかは分かりませんが、ご期待下さい。同時に、砂浜海岸生物調査へのご協

力も、ぜひお願いしたいと思います。よろしくお願いします。（宏） 

http://www.deep-heda.com/
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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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