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「今月の海」 瀬嵩の浜（沖縄県名護市）  

 貝好きの人には、多くの貴重な貝類が打ち上がることで良く知られている名護市東海岸の瀬嵩（せだけ）の

浜は、大規模なアメリカ軍基地の建設が行われている大浦湾の湾奥にある。多くの貝類が拾えることは、大浦

湾が生物多様性に富んだ海であることを証明するものでもある。サンゴや貝殻、有孔虫の殻など生き物の遺骸

で出来上がった美しい砂浜には、オカヤドカリ類が貝殻を背負ってゴソゴソ歩いている。普段は人の姿もあま

り無かったこの素敵な砂

浜も、近年は辺野古基地

建設反対の県民大会集会

場となり、数千人の人々

で埋め尽くされたり、海

上で基地建設に身体を張

って闘っているカヌー隊

の出発地として利用され

たりしている（右下）。

辺野古・大浦湾が埋め立

てられたら、この砂浜は

どのように変貌するだろ

うか。埋立用土砂の微細

粒子が沈殿し、泥にまみ

れ、生き物の姿も乏しい汚れた海岸になることを予

想して暗い気持ちになる。                     

（2007 年 10 月 30 日 向井 宏撮影） 

 

http://e-amco.com/
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今年最後の「うみひるも」です。海の生き物を守る会の本年度の活動予定は、ほぼ終了し

ました。みなさまのご参加、ご協力に感謝いたします。来年もよろしくお願いいたします。

それでは、良い新年をお迎えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。2016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、2017年11月に第2次中間報告書を発行しました。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 291 枚の調査票が寄せられ、

全国 156 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。 

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
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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. 

        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:hiromuk@mtf.biglobe.ne.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 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、ご希望の方は当コーナー最後の申し込み 

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。 

 

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、海砂を採取し、合計 21,000,000 ㎥の土砂で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 

 

2017 年 12 月 13 日に防衛省交渉 

 以下の点を含む要求を持って対防衛省交渉が行われました。結果は、次号以下で報告予定です。 

 

１．外来生物駆除のための飼育・試験 

外来生物侵入防止対策について 

 防衛局は、沖縄県に本年 11 月 2 日、「外来生物の侵入防止対策については、現在、実際の外

来生物（セアカゴケグモ・アルゼンチンアリ等）を飼育等の上、当該外来生物を死滅させるため

の条件を試験により明らかにし、当該侵入防止対策の検討の資とすることとしている」と回答し

た。この外来生物の飼育・試験等の内容について具体的に説明されたい。また、この飼育・試験

等の業務は、防衛局が発注したどの委託業務において実施しているのか？ 

 

２．埋立工事の今年度発注 

今年度に発注予定の「シュワブ（H29）埋立工事」について 

 防衛局は 11 月 29 日、「シュワブ（H29）埋立工事」の「1 工区」から「5 工区」 

の工事の入札公告を行った。「工事概要」は、それぞれ、「埋立工事（約 65 万㎥・ 

 

http://www.setonaikai-japan.net/00kansetonaikaikaigi/901henoko/p01065.pdf
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沖縄県産）」、「同（約 50 万㎥・沖縄県産）」、「同（約 50 万㎥・沖縄県産）」、「同（約 5

万㎥・沖縄県産）」、「同（約 4 万㎥・沖縄県産）」、そして「仮設工」とされている（工期：

2020 年 3 月 31 日まで）。これらの各工区の工事の概要を明らかにされたい。 

 これらの各埋立工事は、沖縄県産の土砂とされていることから、辺野古ダム周辺の土砂を使用

する大浦湾最北部の「埋立区域①－1」の工事か？ 

 しかし今回の埋立工事の「1 工区」から「5 工区」の土量の総量は 174 万㎥にすぎず、埋立承

認願書に添付された「環境保全に関し講じる措置を記載した図書」に記載された「辺野古ダム周

辺から採取を予定している概ね 200 万㎥」とはかなりの相違がある。今回の土量総量 174 万㎥

の根拠を説明されたい。 

 また、この「埋立区域①－1」の護岸工事は、K9 護岸の仮設工事が延長 100m ほど施工され

たにすぎず、全域の護岸工が竣工する目処は全く立っていない。護岸工が完成しないと埋立工事

には着手できないにもかかわらず、着工の目処がないまま、今年度内に埋立工事を発注するのは

何故か？ 

 

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。2018 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。 

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。 

 

 

 

 

 

 

  

★当コーナーの冊子類をご希望の方は、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 （31）（32）   立川賢一 
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9 

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。 

 

 

 

 

【北陸】 

●ハクチョウ類の富山県への飛来 大幅に減少 

 富山県内の各地の池や潟湖など県内 10 カ所でハクチョウ類の渡来調査を行った日本鳥類保護連盟富山支部

の発表によると、オオハクチョウは 109 羽と過去最低で、コハクチョウは 124 羽で過去 3 番目に少なくなっ

た。合計したハクチョウ類の飛来数は過去 2 番目に少なくなった。原因はよく分からないとしており、鳥イン

フルエンザなどの感染症を発症しているような個体も見られなかった。毎年ほぼ同じ時期に調査を行っている

が、もし天候のせいで遅れているなら、今後遅れて飛来する個体がいる可能性もあるとしている。（文責：向

井 宏） 

 

【中四国】 

●鳥取港で砂が堆砂 航行に支障も 

 鳥取県鳥取市の鳥取港では、今年の秋に台風が相次いで来襲したため大量の土砂が港口付近に滞積し、船舶

の航行に支障を来すほどになっている。そのため、鳥取県では、港の構造を根本的に見直す方向で検討を開始

した。鳥取港のすぐ東には、千代川が流れ込み、その隣には鳥取砂丘が広がっており、砂の堆積する環境にあ

ることが判る。ところが下の写真で見るように、鳥取港の西側の海岸は砂の減少が続き、人工突堤を多数建設

して砂の減少を食い止めようとしているが、減少は止められていない。明らかにこの鳥取港とその防波堤の存

在が砂の流れを分断しており、その結果として港湾に砂が溜まり西側の海岸では砂の消失が続いている。この

根本的な港湾のあり方を

見直さなければ、港湾へ

の堆砂も砂浜の消失も防

ぐことはできないだろう。

鳥取県では、単なる航行

の妨げとなる堆砂対策を

対症療法的に考えるので

はなく、根本的な港湾の

あり方から再検討して欲

しい。（文責：向井 宏） 
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【九州】 

●諫早干拓事業で制裁金支払いが 10億円を超える 

 諫早干拓事業の制裁金は、国の農水省が福岡高裁の長期開門調査決定を受け入れながら開門を行おうとしな

いため、開門を要求している漁民らが起こした裁判で認められたもの。開門するまで漁業者 45 人に一日 90

万円を月単位で支払われており、2014 年 6 月から 2017 年 12 月までで 10 億 1250 万円に達した。12 月 8 日

に記者会見した斎藤健農水相は、「国の主張が認められず、こうした状況に陥っていることは、税金でもあり

非常に残念」と述べたと伝えられている。しかし、国は開門をしても開門反対派に制裁金を支払う義務を負っ

ており、こうした状況を作り出したのは国自身のやり方が何の方針ももたない無責任な態度に終始したことに

よる。ほとんど不要だった諫早干拓事業で、有明海の環境を壊し、それでも開門をしないと言明する国は、司

法制度を自ら破壊していることに気がつくべきだ。有明海の環境劣化は、開門無しで回復させることはもう不

可能な段階に達していると言えるだろう。（文責：向井 宏） 

 

【沖縄】 

●絶滅危惧サンゴ（オキナワハマサンゴ）の移植 沖縄防衛局 県に特別採捕申請 

 辺野古の埋立予定地内の海域で、絶滅危惧種のサンゴ（オキナワハマサンゴ）が発見された。数群体が

あったが、これまでに白化や環境の悪化などで 1 群体を残して死滅していた。沖縄防衛局は、このサンゴ

群体を別の場所に移植することを決め、沖縄県に移植のための特別採捕許可を申請した。11 月中旬に沖

縄県はその内容について質問書を送り、防衛局は 27 日に回答を提出した。沖縄県では、慎重に許可する

かどうかを検討している。県としては埋立を前提とした特別採捕は不許可としたいが、不許可とすると絶

滅危惧種の死亡に県が手を貸したことにされるため苦慮しているようだが、埋立によるサンゴの生息場所

破壊を止めることこそが、絶滅危惧種を含めたサンゴ礁の多様性を守ることになる。沖縄県は、迷うこと

なく不許可とすべきだ。（文責：向井 宏） 

 

 

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

 

 

 

【近畿】 

◆『あなたの街にチリモンがやってくる♪ 第 5回 ～豊中市～ 

  チリメンモンスターを探せ！＆ちょっとまって、その前にちりめんじゃこって何者？ 

 チリモンって知ってますか？ ちりめんじゃこに紛れている、海の生き物たちのことです。ちりめんじゃこ

の中から様々なチリモンをみつけだしたり、ちりめんじゃこの素顔にせまったりして、海とそこに住む生き

物たちの面白さに出会ってみませんか？ 

日時：2018 年 1 月 8 日（月祝） 雨天実施 

場所：市立環境交流センター会議室 1A（大阪府豊中市中桜塚 1-24-20）阪急「曽根」駅から北へ徒歩約 5 分 

参加費：中学生以上 500 円、4 歳～小学生 300 円（保護者の方の付添い、見学にも参加費が必要です。保護

者の方もぜひ一緒にご参加ください） 
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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。 

 

感想、ご意見もお待ちしております。 

 

メール hirumo@live.jp 

投稿フォーム https://goo.gl/GjWIjL 

午前の部：9:45 受付開始、10:00 スタート、12:00 頃解散 

午後の部：13:30 受付開始、14:00 スタート、16:00 頃解散 

対象：幼児からを対象としていますが、大人のみの参加も歓迎。小学校 2 年生以下は保護者の同伴が必要 

定員：午前の部、午後の部 各 30 名（メール申し込み先着順） 

★申し込み：参加者全員の(1)名前(2)フリガナ(3)年齢、代表者の(4)住所(5)電話番号(6)パソコンからのメール

を受け取れるメールアドレス(7)午前の部または午後の部のいずれかを記入し、表題を「1/8＜午前または午後

＞豊中チリモンさがし申込み」として、chirimon@nature.or.jp へメール。1 週間以内に折り返し参加可否

を連絡しますので、連絡のない場合はお問い合わせください。1 月 3 日締め切り（定員に達し次第締め切り） 

問い合わせ：大阪自然環境保全協会内「1 月 8 日チリモン自然観察会」係 06-6242-8720 

 

 

 

 

  

mailto:hirumo@live.jp
mailto:chirimon@nature.or.jp
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●雑誌『有明海の環境と漁業』 有明海漁民・市民ネットワーク発行 

 諫早湾干拓事業問題や有明海の漁業に関する、専門的な記事を収録した雑誌である。最新の研究や現場か

らの報告を、行政や漁業者、研究者など、有明海の再生に関心のある人たちに向けて発信している。年 2～3

回発行。監修は諫早湾開門研究者会議。 

 第 1 号は、2016 年 11 月発行。第 2 号は 2017 年 2 月、第 3 号は 2017 年 6 月発行。 

 

 諫早湾干拓によって貴重な干潟とその生物が失われたこと、有明海の環境が悪化し、漁業の基礎が失われ

たことから、諫早湾の潮受け堤防を開門して有明海を再生させたいと願う研究者と漁業者・市民による息の

長い研究が続けられてきた。その成果を残し、科学的に諫早湾の開門によって有明海が再生できることを世

に問う雑誌として 2016 年に立ち上がった雑誌である。 

 

 

 

 

 

 

★通信販売で購入可能。希望者は、

名前、住所、電話番号、雑誌名、

冊数を明記し、以下に FAX もしく

はメールで注文する。 

 1 部 500 円。送料は無料。代金

は到着後、同封の振込用紙で送金

する。送金手数料は購入者負担。 

 

有明海漁民・市民ネットワーク 

東京事務局 

TEL/FAX 03-3986-6490 

e-mail ph@ariake-gyomin.net 

 

郵便振替口座 00120-3-250346 

※ゆうちょ銀行の金融機関コード

は 9900、店番は 019、預金種目は

当座、店名は〇一九 店（ゼロイチ

キユウ店）口座番号は 0250346 

  

mailto:ph@ariake-gyomin.net
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京都大学瀬戸臨海実験所北浜で 複数のオニヒトデが捕獲される 

 オニヒトデは高知県で 1959年に早々と確認されたが、白浜町でも次のような出現記録があった。番所

崎周辺海域（1959 年－1997年）；京都大学瀬戸臨海実験所北浜（2004年）；白浜町中大浜（2009 年）

への漂着；塔島岩礁での生体の発見（2009 年）など。近年は白浜町瀬戸漁港でも漁獲物に混じり、本種

が白浜町海域で多数個体が出現・捕獲されたのが地元新聞紙上でも報道されている。北浜でもしばしば

遭遇する昨今で、今年の夏もサンゴの白化調査の折がそうだった。 

 本州沿岸への本種の出現は、実は白浜が初めてだった（1959 年 2月、田辺湾沖の瀬戸ヶ瀬）。とんで

1997 年 7月には、筆者によって 20年余りの空白の後、長径が 22ｃｍの年越し個体が発見された。この

個体は塔島の岩礁、水深 3m地点に生育中の小形のミドリイシの一種の上面全体に覆いかぶさっていた。 

 オニヒトデは今や田辺湾周辺海域を含む和歌山県沿岸で凍死しないで、越冬して成長しつづけている

のは確かで、今回も写真のような大形個体が捕獲された。オニヒトデはたった 1科 1属 2種の小さな分

類群である。紀伊半島沿岸では有毒の棘の生え方が異なる別種も発見されている。両者の出現には今後

も注意しなければならない。というのも、インド－西太平洋に広分布するオニヒトデは突発的に大発生

し、造礁サンゴ類のミドリイシ類を特に食害して殺してしまうからである。他のヒトデ類と同様、本種

も胃袋を体外に反転して出し、強力な消化液でサンゴの軟体部を溶かして食べる。沖縄島では 1970 年か

ら 1983年までの 14年間に

1300 万個体が駆除された。そ

の時期には八重山諸島の石西

礁湖でも大発生し、1982 年だ

けでも約 27万個体を駆除した

というすさまじさであった。 

 

 

 2017年 10月に捕獲されたオニ

ヒトデ（筆者の足の大きさは 25cm） 
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ウスリータイガ、ビキン川のほとりで（2） 

 モンゴルに源を発し、ロシアと中国の国境沿いに流れる極東の大河アムール川（全長 4,300km）はオホー

ツク海北部に注ぎます。アムール川の支流のひとつウスリー川の流域に広がる広大な針広混交の森（タイガ）

は絶滅が危惧される世界最大のアムールトラの残された数少ない生息地として知られています。中でもその

支流のひとつであるビキン川（写真１：シホテーアリニ山脈を源とする）流域には手付かずの広大な森が広

がり、数十頭のアムールトラと狩猟・漁撈に生きる先住民ウデヘの人々が共存する類まれな場所と言えます。

一年中森に入る腕利きの猟師でさえ、アムールトラの姿を見るのは数年に一度程度であり、狩猟の基地とな

る森の中の猟師小屋（写真２）周辺には決して近づかないそうです。 

写真１ ウスリー川の支流である全長 580kmのビキン川－岸辺に一切の人工構造物はない 

 

 猟師の家族が暮らす家は、かつては森の奥深くに一軒ずつ点在していましたが、国の方針により今では一

箇所に集められ集団で暮らしています。ビキン川上中流の森の中への移動はもっぱら船外機付きの木製小型

ボートによります。クラスヌィヤール村から数時間遡った場所に猟師小屋を造り、そこに寝泊りしながら 1

週間ほど暮らし、主に夜間に猟に出かけるそうです。狩の主要な対象は、アカシカ、ノロジカ、イノシシ、

7. 有明海と三陸の水辺から（65）     田中 克 
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クロテンなどで、中でもアカシカは最も重要な食料源です。猟師小屋の近くには「塩場」を作り、塩分を補

給するために訪れるノロジカなどを 50～70m 離れた場所から射止めるそうです。 

写真２ ビキン川の岸辺に建てられた猟師小屋－国立公園化によりレンジャーの基地 

 

 ウスリータイガの生態系の頂点に立つ生物は言うまでもなくアムールトラですが、その生命を支えるのが

流域一帯に分布しているチョウセンゴヨウマツです。その大きなマツボックリ（写真３）の中には数十個以

上の種が入っており、それがこの森に多数生息するイノシシのなくてはならない餌資源となっています。ア

ムールトラの主要な餌は、数の上でも、また捕獲の容易さからもイノシシの子供だと言われています。ゴヨ

ウマツ―イノシシ―アムールトラの食物連鎖がこの森を象徴する命のつながりといえます。そして、トラと

共存するウデヘの人々の食用にもチョウセンゴヨウマツの種が役立っているのです。 

写真３ チョウセンゴヨウマツの松ぼっくり（左）と種（右） 
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 アムールトラの個体数の激減には密漁などの影響も大きいとされていますが、最も深刻な問題は森林伐採

にあると言えます。ビキン川上流の森が韓国を代表する財閥の現代系の会社による大規模伐採によって危機

に瀕しました。その木材を大量に輸入していた“共犯者”が日本だったのです。ウデヘの人々は自らの暮ら

しとともに森に生きるシンボルとしてのアムールトラの命を守るために、身を挺して（森への道路を体で封

鎖して）阻止したと聞きます。一方、武蔵野市の市民団体が、アムールトラの保全のためにチョウセンゴヨ

ウマツを植林する活動を進めていることも知りました。人と野生生物の共存のあり方を考える上で、最も示

唆的な取り組みとして、兵庫県豊岡市が進めています「コウノトリの郷づくり」を挙げることができます。

一度絶滅させてしまったコウノトリの復活の道を開いたのが、実はシベリアから飛来した農薬などに汚染さ

れていないコウノトリだったのです。 

 

 

 

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。 

 

9．編集後記 

 田中先生の今号のエッセイ原稿を拝読した時、ちょうど東京五輪に向けたサステナブル調達の勉強会帰りでした。国産材

100％の家具づくりを実現するまでの苦労を語ったワイス・ワイス（東京にある家具屋さん）の佐藤岳利社長によると、約 10 年前

は木材の合法性も心もとなく、家具は輸入材製が当たり前。国産材だけで作りたいと訴えても相手にしてくれるメーカーは皆無だ

ったそうです。そして今でも、同社のような理念ある家具屋は、まだまだ少数派。セール品だった輸入材のテーブルで原稿を読み

ながら、この木もトラを追い詰めた一因かもなぁと後悔しきり。「共犯者」という田中先生の言葉が余計に心にしみました。（ちよ） 

 

 今年最後の「うみひるも」を、奄美大島からお送りします。今年一年のご愛読に深く感謝します。奄美大島の嘉徳海岸での生物

調査に参加しています。すでに「うみひるも」でもお知らせしていますように、嘉徳海岸は奄美大島でも数少ない自然海岸で、かつ

てはオサガメが産卵に上陸した日本で唯一の海岸でもあります。その素晴らしい海岸に、住民の土地が波で侵食されていると言

う理由で、護岸建設の計画が進んでいました。この貴重な海岸を守るために、500m におよぶ護岸計画を見直すように、われわ
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れも申し入れをしていましたが、現在検討委員会が作られて、元の計画をどう見直すかの議論がされています。年明けにも検討

委員会の結論が出されようとしていますが、今日、現地を視察した海岸土木の専門家の宇多先生は、波で侵食されたという前提

そのものが間違っていると指摘しています。検討委員会で真の原因をはっきりとさせ、それについての対策で住民の生活を守り、

しかもこの素晴らしい海岸を守っていくことができるように、議論を進めていただきたいと、眼前に広がる美しい砂浜を眺めながら、

強く願っています。（宏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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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