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「今月の海」 小湊海岸（千葉県天津小湊）   

千葉県の外房に面した海岸は、波が荒い印象があるが、九十九里浜のような長く直線的な海岸ではなく、いす

み市から南、鴨川までは入り組んだ海岸線があり、波も比較的穏やかだ。小湊海岸は、陸側に護岸が全面に建

設されており、海浜植物帯があるはずの砂浜の上部は完全に失われていて、砂浜の情緒を楽しむような海岸で

はなくなってしま

っている。地形的

には岩礁地帯が多

く、砂浜にもオオ

バモク、ノコギリ

モク、カジメ、ア

カモクなどの褐藻

類がよく打ち上が

っている。貝類で

は、サザエ、ホラ

ダマシ、トコブシ、

スガイ、シチクガ

イ、バテイラ、ヒ

メカニモリ、チョ

ウセンハマグリ、

エガイなどがよく

見られる。長い砂

浜海岸として知ら

れている九十九里浜が、今では砂が減少・消失して、かつての浜の姿を失ってしまったが、この周辺では小さ

な砂浜がまだ残っている。                     （2009 年 7 月 3 日 向井 宏撮影） 

http://e-amco.com/
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【活動予定】 

 

◆海の生き物を守るフォーラム 2018 in 東京 

 以下の通り、海の生き物を守るフォーラム 2018 を開催します。ぜひご参加いただき、各地の海の生き物を

守る取り組みを聞き、今後の日本各地の取り組みにどう生かしていくか、ご一緒に考えていただきたいと思い

ます。フォーラムのあとには、海の生き物を守る会の総会と懇親会も予定されています。 

 

海の生き物を守るフォーラム 2018 

「海の自然をどう守るか～取り組みと成果～」 

日時：2018 年 2 月 17 日（土）13:00~16:00 （開場 12:30） 

場所：東京都中央区環境情報センター 

共催：海の生き物を守る会、日本自然保護協会、ラムサールネットワーク日本 

 

プログラム 

13:00~13:05 開会挨拶および趣旨説明 向井 宏（海の生き物を守る会） 

13:05~13:40 「葛西三枚洲 ラムサール条約登録」 飯田陳也（日本野鳥の会東京幹事） 

13:40~14:15 「嘉徳海岸 奄美の砂浜の生物多様性と護岸計画の現状」 

14:15~14:30 休憩                    ↑安部真理子・志村智子（日本自然保護協会） 

14:50~15:25 「上関海域 まるごと博物館の活動を通して奇跡の海を守る」 向井 宏（海の生き物を守る会） 

15:25~15:40 「江奈湾干潟 NPO の取り組み」 横山耕作（NPO 法人 OWS） 

https://eic-chuo.jp/access/
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15:40~15:55 「辺野古・大浦湾  生物多様性豊かな辺野古の海の現状（仮題）」 

15:55~16:00 閉会挨拶 志村智子（日本自然保護協会）       ↑安部真理子（日本自然保護協会） 

16:00~ 同じ会場で、「海の生き物を守る会」総

会を行います。 

 

◆海の生き物を守る会 2018 年総会 

 海の生き物を守る会の総会です。会員はぜひ

ご参加ください。遠方などの理由で参加できな

い会員は、委任状の提出をお願いします。 

 終了後、近くのレストランで懇親会を行いま

す。こちらにも多くの会員に参加していただけ

ますようお願いします。 

 

 

その他、これから以下のような活動計画が予定

されています。 

 

◆吉野川河口干潟観察会 

日時：2018 年 4 月 29 日（日）10:00~15:00 

場所：吉野川河口 

※とくしま自然観察の会との共催を予定 

 

◆砂浜海岸生物調査研修会・観察会 in 表浜（予定）   ◆海岸生物観察会 in 江ノ島 

日時：2018 年 5 月？  ★前号掲載の日程から変更     日時：未定 

場所：愛知県豊橋市 表浜        場所：神奈川県江ノ島の砂浜 

会場・集合場所：表浜まるごと博物館      会場・集合場所：未定 

※表浜ネットワークとの共催を予定 

      ◆砂浜の生き物観察会 in 嘉徳海岸（奄美大島） 

◆海岸生物観察会 in 和賀江島   日時：2018 年 5～6 月頃（未定） 

日時：未定     場所：嘉徳海岸（鹿児島県大島郡瀬戸内町嘉徳） 

場所：神奈川県材木座海岸和賀江島   ※日本自然保護協会との共催を予定 

会場・集合場所：未定 

 

◆アカテガニの放仔観察会 

日時：2018 年 7 月（予定） 

場所：山口県上関町長島田ノ浦海岸 

※上関の自然を守る会との共催を予定 

 

http://www.omotehama.net/marugoto/feature-works.html
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現在まで294枚、158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。 

 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 294 枚の調査票が

寄せられ、全国 158 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、

岡山の 5 県だけとなりました。ぜひご協力をお願いします。 

 九州地方の砂浜の自然海岸は、わずか 5カ所だけであること

が、吉崎和美さんの綿密な調査で明らかになりました（上図）。これらの自然海岸をどう守っていくか、知恵

を絞る必要があります。ご意見をお寄せください。 

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

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会員を優先とします。ご了解ください。 

◎「砂浜海岸生物調査 中間報告書（2008～2014）」 海の生き物を守る会（2015） 

◎「砂浜海岸生物調査 第 2 次中間報告書 日本の海浜植物」 海の生き物を守る会 (2017) 

◎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  

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、岡山県は未調査です 

http://e-amco.com/research
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とジュゴンを守ろう！ 

 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 

 

 

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 2

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

らせない信念を表明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。 

 

会場：沖縄市民会館中ホール（沖縄県沖縄市八重島 1 丁目 1-1） 

★参加希望者は、事務局までお知らせください。 

 

スケジュール 

2018 年 5 月 26 日（土） 午後はフィールドワーク（希望者のみ、読谷村、嘉手納基地周辺、

南風原の陸軍病院壕跡、泡瀬干潟など検討中）、夜は懇親会 

翌 27 日（日） 午前は総会。午後は学習交流会、北上田さんのお話と各地の報告（たっぷり） 

海勢頭豊さんのコンサートも予定 

 

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


 

8 

 

  

 

 

 

 

  

2．クジラ切手コレクション （35）（36）   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。 

 

 

 

【国際】 

●英国がマイクロビーズ製品を禁止 

 海洋におけるマイクロプラスチック問題など生態系への悪影響を防止するために、英国政府は 1 月 9 日付け

で、プラスチックの微細粒子「マイクロビーズ」を含んだ製品の製造を禁止した。今年 7 月からは同製品の販

売も禁止される。マイクロビーズは、プラスチックで作られた微細な粒子で、歯磨き粉や化粧品の洗顔料など

に添加されてきた。マイクロビーズは下水に流されたあと、河川を通して海へ流出し、海洋の魚や生き物に食

べられて蓄積し、命を奪う結果をもたらす。また、マイクロビーズから溶出する有害物質で河川や海が汚染さ

れることも心配されており、環境保護団体から禁止を要請されていた。米国では 2015 年にすでに製造が禁止

されている。日本では、まったく野放しである。世界で毎年数千トンのマイクロビーズが海へ流出していると

言われている。 

 プラスチックによる海洋汚染は、2050 年には魚の量よりもプラスチックの量が多くなるという予想もあり、

もはや看過できない状況になりつつある。とくに細かくなったマイクロプラスチックは、回収不能であり、こ

のままでは世界の海がプラスチックで覆われてしまい、生き物がいなくなる事態が起こりうる。もっとも簡単

にプラスチックの使用を止めることができそうなのは、買い物に使用されるプラスチックバッグ（いわゆるレ

ジ袋）を止めることであるが、日本ではそれを禁止することさえもできていない。これまでに、米国サンフラ

ンシスコ・ハワイ、オーストラリアのタスマニア州、イタリア、バングラディシュ、ブータン、アラブ首長国

連邦、エチオピア、ルワンダ、ケニア、モロッコなどの国で禁止されている。ケニアではプラスチックバッグ

を所持しただけで 1 万ドルの罰金が科されることとなったという。ケニアに旅行する人は、税関ですべてのプ

ラスチック袋を没収されるらしい。フランスなど無料で配布することが禁止されている国は、さらに多い。日

本を含むいくつかの国では、産業界の反対で取り組みができていない。今、プラスチック問題に取り組まなけ

れば、日本はさらに世界から取り残され、非難の標的になるだろう。（文責：向井 宏） 

 

●グレートバリアリーフのアオウミガメは雌だらけ 

 オーストラリアと米国の研究者の発表によると、オーストラリアのグレートバリアリーフに棲むアオウミガ

メの大部分が雌であるらしい。ウミガメ類は、砂浜に卵を産み、砂の中で孵化するが、その時の砂の温度で性

別が決まることが知られている。砂の温度が高ければ雌となり、低ければ雄となる。グレートバリアリーフの

アオウミガメの大部分が雌であることは、地球温暖化が進んでいることが原因であろうと、研究者らは推測し

ている。IPCC の報告によると、2100 年までに世界の平均気温が 2.6℃上昇すると予想されており、研究者ら

はウミガメの卵の多くが孵化に失敗したり、雌しか生まれてこなくなったりして、種の存続に失敗するのでは

ないかと警告を発している。（文責：向井 宏） 
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【東北】 

●福島沖で今年の試験操業が始まる 

 福島県のいわき漁協と相馬双葉漁協が、福島県沖合で 1 月 9 日に今年初めての試験操業を開始した。いわき

では小型底引き網漁船が、相馬ではシラウオ漁が試験操業を行い、11 日からは本格的な操業に踏み切った。

底引き網の試験操業ではヒラメやヤナギムシカレイ、カナガシラなどが漁獲されていた。漁獲物はいわき市沼

之内魚市場で入札にかけられ、市内に供給された。（文責：向井 宏） 

 

 

【東海】 

●シラスウナギ漁始まる 記録的不漁か？ 

 静岡県では昨年 12 月の初めからシラスウナギの漁が始まったが、この 1 カ月での採捕量はほんのわずか

（184g）だ。これからシラスウナギが川を遡上するピークを迎えるが、今年のシラスウナギの漁獲量は記録的

な不漁になる可能性もある。昨年静岡県で採捕されたシラスウナギは、459kg で、12 月 1 カ月で採捕された

量は昨年全体の 0.04%にしかならない。宮崎県では、12 月 1 カ月で獲れた量は 629g。ここでも過去最低水準

である。漁期が 1 カ月早い台湾でも、今期のシラスウナギ漁は不漁で、ここ数年シラスウナギ漁がやや上向き

だった傾向がここで一気に落ちてしまう可能性があり、ウナギ養殖業者は不安を隠せないようだ。ただ、例年

2 月頃がもっとも多量に採捕されるので、まだ様子見のようだ。しかし、ニホンウナギが IUCN（国際支援保

護連合）によって絶滅危惧種に指定されてからも、ニホンの水産庁はウナギを絶滅に瀕しているとは認めず、

かつて大量に獲られたシラスウナギ漁の 20 分の 1 以下に減っているにもかかわらず、シラスウナギ漁を許可

し続けている。そしていまだにウナギを食べ続ける日本人。世界からニホンウナギがいなくなる日もそう遠く

ないかもしれない。（文責：向井 宏） 

 

 

【中四国】 

●漁業補償金の受け取り 書面採決は違法 山口地裁仮処分 

 山口県上関町の原発建設計画について、中国電力が祝島漁協に漁業補償金 10 億 8 千万円を支払ったが、祝

島漁協（現山口県漁協祝島支店）は原発建設を認めないとして受け取りを拒否している。代わりに受け取った

山口県漁協が祝島支店に受け取らせるため、あの手この手を使って祝島支店の部会を開いて受け取りを議決さ

せようと画策している。しかし、これまで祝島の組合員は受け取りを拒否しつづけてきた。2016 年には 28 対

24 で、受け取りを拒否することを決めた。昨年は祝島支店が赤字を出したが、補償金を受け取ってその補填

をするという提案を部会で否決し、個人で負担することを決めた。ところが、祝島支店の議長が補償金の受け

取りを議決するための部会を再度開催するかどうかについて、組合員に書面で採決させ、部会を開催すること

を決めようとした。祝島の 2 名の組合員が、書面での採決は違法だとしてその行為の差し止めを求めて山口地

裁に仮処分を申請していたが、1 月になって山口地裁岩国支部が採決は無効だとした仮処分を決定した。一度

議決した内容を再度審議する会合を開くかどうかを問うと言うことは議長の権限を逸脱した違法なものだと

いうのが、決定の理由であった。（文責：向井 宏） 
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●「上関まるごと博物館」がオープン 

 山口県上関町で中国電力の原発建設計画に反対して、上関周辺の自然を調べ、数々の貴重な生きものが生息

していることを明らかにして、この海域の重要性を訴えてきた「上関の自然を守る会（高島美登里代表）」が、

このたび、上関町白浜の古民家を購入・改造し、「上関まるごと博物館」をオープンさせることとなり、1 月

14 日にオープンセレモニーを開催した。同博物館は、上関の自然と文化を調べ、学び、集うための場所を提

供することを目的として、資金をクラウドファンディングによって集めた。また、山口大学の学生をはじめボ

ランティアの人達が設備の整備に協力し、パタゴニアや LUSH･JAPAN などの企業もバックアップして完成

させた。2 月 1 日に正式にオープンし、今後は全国からこの地域の調査・研究や集会のための拠点として、ま

た宿泊所としても活用していく予定である。（文責：向井 宏） 

 

 

【九州】 

●「屋久島うみがめ館」が解散か？ 

日本でも有数のウミガメの産卵地として知られ、ラムサール条約にも登録されている鹿児島県屋久島町の永田

浜。ここでウミガメ類の上陸・産卵の調査を 33 年間続けてきた NPO 法人「屋久島うみがめ館（大牟田一美

代表）」が、代表の体調不良とボランティアの減少によって活動を止める選択をする予定だ。今年 2 月の総会
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で解散を提案するという。うみがめ館では、ボランティアを募って、上陸してきたウミガメの個体計測や標識

を付けることなど保護と調査を行ってきたが、最近ではボランティアが集まらず人手不足で活動が困難になっ

てきたという。専従の職員を月給 14～20 万円で募集しているが、応募はない。しかし、最近はウミガメの産

卵を見ようという観光客は増えており、とくにルールを知らない外国人が増加して、ウミガメの産卵に支障が

出るほどになっているという。世界自然遺産に登録されている屋久島で、うみがめ館の活動の存在は大きかっ

た。環境省でも、正式にうみがめ館の解散が決まれば今後の対策について関係者と話し合いを始めたいと言っ

ている。NGO におんぶにだっこの環境保護行政は、これから様々なところで試練に晒されるだろう。若者の

環境問題への関心の低下も心配されるのは、どの NGO の活動でも共通している。どうすれば海の自然を守れ

るか？ 2 月 17 日に東京で開かれる海の生き物を守る会のフォーラムでいっしょに考えてみませんか（２ペ

ージ参照）。（文責：向井 宏） 

 

 

●奄美大島瀬戸内町で巨大クルーズ船寄港を誘致 さらに進む自然破壊 

 鹿児島県奄美大島の瀬戸内町は、同町西古見を 22 万トン級の巨大クルーズ船の寄港地として整備すること

を決めた。奄美振興の目玉として、巨大クルーズ船を奄美大島へ誘致しようという動きは、日本政府の観光振

興政策とも相まって、かねてからいろいろな動きがあった。龍郷町芦徳に寄港地を作るという計画が発表され

たのは 2016 年。一度は町長が誘致を表明したものの、地元の大多数の反対に遭い、撤回した。その計画では、

毎週 2～4 回、クルーズ船が 2000 人の観光客を運んでくるという。そのために、22 万トンの船を係留できる

桟橋を造り、そこからバスを通すために山を削り海を埋めて道路を作り、後ろの山を削ってゴルフ場や大人の

遊園地を作るというとんでもないものだった。龍郷村は誘致を止めたが、今度は瀬戸内町が手を上げることに

なった。国土交通省は、クルーズ船の中国や台湾の乗客のために、奄美大島や徳之島で寄港地を探している。

この政策に乗っかるように瀬戸内町が手を上げたようだ。鹿児島県も後押しすると言っている。西古見集落は

人口わずか 30 人。大島海峡に面した静かで美しい 2km にわたる砂浜を持ち、夕日が美しい。ここに 22 万ト

ン級の巨大なクルーズ船を寄港させるとどうなるか、瀬戸内町は理解しているのだろうか。世界自然遺産に登

録しようとしている奄美大島で、このような自然破壊計画が進行していることは、まったく理解できない。奄

美大島は自衛隊の基地建設であちこちの山が削られつつあり、さらに大型クルーズ船寄港地の開発で自然を壊

す。本気で世界自然遺産に登録したいと思っているとは思えない。（文責：向井 宏） 

 

 

【沖縄】 

●「ジュゴン裁判」今年 5 月に審理開始 

 米軍の基地建設のため沖縄県名護市辺野古沖を埋め立てることによって、ジュゴンの生息が危ぶまれること

から、基地建設からジュゴンを守るように米国防総省を訴えていた「ジュゴン裁判」が、改めて今年 5 月から

カリフォルニアの連邦地裁で公開審理されることが決まった。国の安全保障政策について裁判所は判断しな

いとした地裁の決定を、サンフランシスコの控訴裁判所が否定、連邦地裁に差し戻したことによって、再び連

邦地裁の審理が始まることになったもの。「ジュゴン裁判」は、名護市の住民と日本環境法律家連盟が原告と

なり、米国の NGO「アメリカ生物多様性センター」が援助している。裁判では、辺野古基地建設によって日

本の天然記念物であるジュゴンは、米軍も守る義務があること（国家歴史保存法）を確認し、基地建設が違法
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であること、米軍は日本政府関係者の辺野古沿岸部への立ち入りを禁止すべきであることを確認することを要

求している。「ジュゴン裁判」に勝つことができれば、安倍政権の辺野古の海の埋め立てを阻むことができる

だろう。（文責：向井 宏） 

 

●沖縄県環境アセス委員が初めて辺野古視察 

 沖縄県名護市辺野古の海を埋め立てて米軍基地を建設するための環境影響評価書（環境アセスメント）につ

いて、沖縄防衛局が提出した 2014～16 年度の環境保全策の事後調査報告書を受けて、沖縄県の環境影響評価

審査会の委員 8 名が、昨年 12 月 27 日に工事着手以降初めて、米軍キャンプ・シュワブ内部や工事現場を視

察した。視察中、護岸工事は止められていた。委員は石材の洗浄作業ヤードや、海岸で行われている護岸建設

現場等を視察、希少サンゴの移植先を水中眼鏡で確認した。また、昨年はシュワブ海岸で 6 カ所ウミガメの産

卵が確認されたために、防衛局から「代替場所を検討する」との説明も受けた。ウミガメの産卵の代替場所と

は何なのか？誰がウミガメに違う場所へ行けと言うのか？防衛局はウミガメとコミュニケーションがとれる

と思っているのか？やはりわれわれを騙そうとしているとしか思えない。（文責：向井 宏） 

 

 

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

 

 

 

【東海】 

◆伊勢湾流域圏の再生シンポジウム Vol.2 

 昨年、四日市で第 1 回シンポジウムが成功裏に行われ、その後「伊勢湾流域圏再生実行委員会」が立ち上

がりました。シンポジウム当日読み上げられた伊勢湾流域圏の再生シンポジウムアピールでは「各行政・事

業それぞれの既存の計画や施策を乗り越えて『流域圏という生態系の価値を高めることをベースに置いた統

合政策』へと舵を切るダイナミックな転換の動きは未だ始まっていません」と謳われました。 

 昨年に引き続き、今年は名古屋にてシンポジウム第２弾を開催します。また当日 10:00〜、同会場別室（ウ

インクあいち 1105）にて「生物多様性条約 COP13 報告 in 名古屋!」（主催：国連生物多様性の 10 年市民

ネットワーク）」も開催されます。ぜひお出かけください。 

 生物多様性条約 COP10 で採択された「愛知目標」の達成期間が残り 4 年となった今回、「愛知目標」の

達成に向けた日本の「流域圏政策」の課題を確認し、さらに長良川河口堰の最適運用方法、三河湾再生の課

題について専門家から具体的に問題提起をいただきながら、議論を進めていきたいと思います。 

 

日時 : 2017 年 3 月 12 日（日）13:30〜16:45（開場 13:00） 

会場：ウインクあいち 1302 

資料代：500 円 ※学生無料 

※予約不要（当日会場へお越しください）  

 

プログラム 

http://www.winc-aichi.jp/access/
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◎講演１ 伊藤達也（法政大学教授） 長良川河口堰最適運用方法の模索－5 年間の経験から 

◎講演２ 磯部 作（放送大学客員教授） 伊勢・三河湾の環境の状況と漁業 

◎講演３ 吉田正人（筑波大学大学院教授） 「愛知目標」の達成にむけた日本の「環境政策」の課題 

15:15～ ◎シンポジウム  

パネリスト：伊藤達也／磯部 作／吉田正人 

コーディネーター：高山 進（伊勢•三河湾流域ネットワーク代表世話人） 

司会：三石朱美（国連生物多様性の 10 年市民ネットワーク） 

16:00～ 現場から活動報告 
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【近畿】 

◆『あなたの街にチリモンがやってくる♪ 第６回 ～八尾市～ 

  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いますか？ 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 2 月 3 日（土） ※雨天実施 

場所：八尾市生涯学習センターかがやき中研修室 2 

（大阪府八尾市旭ヶ丘 5-85-16）近鉄「八尾駅」から徒歩約 15 分 ※有料駐車場８６台あり 

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） 

プログラム 

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「2/3＜午前または午後＞八尾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 27 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「2 月 3 日チリモン自然観察会」係 06-6242-8720 

 

 

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

 

「いのちのふるさと海」に関する本の再度のご案内 

●森里海を結ぶ（２）「女性が拓くいのちのふるさと海と生きる未来」（昭和堂） 

 うみひるも 200 号の本欄で、この書を紹介しましたが、目次の中で欠けているところがありました。あらた

めて再掲し、ご関係のみなさまにお詫び申し上げます。 

 

------------------------------------------------------------ 

 東日本大震災から 6 年数ヶ月が経過しました。全国民が共有した震災の経験はしだいに風化し、何事もなか

ったかのような日常が蔓延し始めています。しかし、福島第一原子力発電所崩壊の事後処理が進まないばかり

か、福島県から各地に避難された人々への言われなき差別や子供たちへのいじめに代表されるように、深刻さ

を増すこの国の現状や行く末が大変懸念されます。 

mailto:chirimon@nature.or.jp
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 2013 年以来東日本大震災に関わるシンポジウムが、（一社）全国日本学士会の主催により、毎年開催されて

きました。それらのシンポジウムの講演録や特別寄稿として会誌「ACADEMIA」に寄稿された多様な原稿を

「いのちのふるさと海と生きる」を軸に組み立て、その根底に流れる「森里海のつながり」を基本にした、震

災復興を乗り越え真に持続可能なつながりの価値観を築き直す 2冊の本が5月末に誕生する運びとなりました。 

 

 東日本大震災は、いのち、ふるさと、海、ともに生きることを、根源的に考え直す必要を私たちに問いかけ

ました。1 冊は男性ばかりによる『森里海を結ぶ（１）「いのちのふるさと海と生きる」（花乱社）』であり、

もう 1 冊は女性ばかりによる『森里海を結ぶ（２）「女性が拓くいのちのふるさと海と生きる未来」（昭和堂）』

です。この本には、多様な分野の皆さんから理念と実践の両面にわたる多くの示唆に溢れる原稿が寄せられま

した。この本の概要（タイトル）は以下の通りですが、陸と海の不可分のつながりを基調に、陸と海の結節点

である水際の深刻極まりない現状とその解決への提言などが多く含まれています。ぜひ、一人でも多くの皆さ

んにお読みいただき、海の生きものと私たちの続く世代の幸せにつながればと願っています。 

（海の生き物を守る会会員 田中 克 記） 

 

『森里海を結ぶ（２）女性が拓くいのちのふるさと海と生きる未来』 

（下村委津子･小鮒由起子･田中 克編、昭和堂） 

 

はじめに                         下村委津子・小鮒由起子 

 

行き交う人のふるさと－気仙沼からハワイを旅して             松永智子 

故郷の海、有明海                            井手洋子 

海を懐かしく思うわけ－京都の老舗に生まれて              鈴鹿可奈子 

ドキュメンタリー映画『赤浜ロックンロール』で描く三陸浜の心意気 

           ～海がみえねえじゃねぇか、バカヤロー！～     小西晴子 

海女の町の観光－女将とガイドを通して                  江崎貴久 

森の採譜                               丹治富美子 

地球が生んだ「いのちの戦略」と「アジアの生活の知恵」から生まれた心身一体科学 

－森・里・海・体・細胞をつなぐ自然の原理と人間の理       跡見順子 

水を巡る地球環境安全保障－水・エネルギー・食料ネクサス         遠藤愛子 

「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクトとつながろう        中尾文子 

「森と水政策課」があるまち 

    ―鈴鹿山脈から琵琶湖まで流域でつながる東近江市の地方再生   山口美知子 

環境問題の本質としてのいのち                     下村委津子 

その自然環境を守りたいという気持ちが生まれる場所            白幡美晴 

 

あとがき 森から海を想う－いのちのつながり               田中 克 

  



 

18 

 

 

 

 

 

 

南国から流れ寄ったアダンの実 

 2017 年 11 月 1 日に、スナックパインの一粒を引き抜いた様なものが北浜に流れ着いた。その長さは

37mm で、最大幅が 23mm であった。指でつまんでみると、随分と堅いが、硬い毛のようなものも沢山

生えている。この正体はアダンの一粒の実である。 

 アダンは南国特有の常緑小高木で、まるでパイナップルがたわわに実った様に、沢山海岸に生えてい

る。高さは数 m なので、私達の目の高さにある。数十年前に、奄美大島で田中一村が描いた原色の絵の

アダンが、今でも目に焼き付いている。実に美味しそうな実で、黄色く熟すると甘い芳香も漂わせる。

しかし、スナックパインの様には食べられない。というのも、ほとんどが繊維質で食用に適していない

からである。敢えて頑張って食そうと試みる方もおられるが……。 

 パイナップルの様な一塊の果実は、

直径が15―20 cmほどの集合果である。

その一粒がとれて、黒潮海流に乗り、

分布域であるトカラ列島以南の沿岸域

から北へと流され、今回漂着した訳で

ある。アダンを好物とするヤシガニが

食べ損ねた一粒だろうか？ アダンの

北浜への漂着は、これまで何度も見ら

れてはいるものの、頻繁には見つかっ

てはいない。海辺を散策するとき、こ

のような南国からの珍しい便りも探し

てみてはいかがだろうか？ 

 

         図. 瀬戸臨海実験所北浜に 2017年 11月に漂着した一粒の実 
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ウスリータイガ、ビキン川のほとりで（4） 

 ビキン川流域の自然とともに生きる暮らしや文化を保全することが、情報・流通・交通などの発展が加速

するに伴い次第に難しくなる中で、その道が模索されてきました。最終的にウデヘの人たちが選択した道は、

ビキン川流域の森を国立公園化して保全することであり、その願いが叶い、2017 年にはビキン国立公園が発

足しました。クラスヌイヤール村の真ん中に、学校（保育園から高校一年まで）と国立公園管理事務所を併

設した施設が新たに設置されました（写真１）。ここは 71 名の生徒さんと 10 名前後の先生達（全て女性）、

63 名の国立公園関係者が働く拠点となっています。国立公園関係者の多くは地元の猟師がレンジャーとして、

猟をしながら森の保全と密漁の取り締まりなどの任務を担っています。これまでの狩猟と漁撈にガイド料と

してそのつど支払われる日当ベースの暮らしから、月給制という“サラリーマン”生活へとライフスタイル

が激変しました。今後、これまでの暮らしがどのような形に変わるか大きな転換期に差し掛かっていると言

えます。クラスヌイヤール村の人口は 650 人、そのうちわけはウデヘ人 450 名、ナナイ人 100 名、ロシア人

100 名の構成です。高校一年生以下の子供達は 71 名と非常に少ないのに驚きました。 

写真１ クラスヌイヤール村の学校－ビキン国立公園管理事務所が併設された施設 

 

 ウデヘの村では少し前までは森で狩猟し、川で魚を獲り、畑で野菜を作り、冬は森の木で暖を取る、ほと

んど現金の要らない自給自足的な暮らしが成り立っていました。そうした時代には一家族当たり 5，6 人の子

供達が普通だったようですが、今では各家族の子供の数は 1、２名と激減しています。その大きな理由は子

7. 有明海と三陸の水辺から（67）     田中 克 
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供達の教育費だと言われています。高校までの学費は無料ですが、情報化が進む中で、子供達の衣服や日用

品などの費用がかさみ、大学に進む子供達の学費（現金）を調達するのが難しく、少子化にならざるを得な

いようです。このような少子化や高学歴志向化の波が押し寄せる中で、ビキン川流域の自然を護り、狩猟と

漁撈を基本として、自然とともに生きる文化を維持できるか大きな問題に直面していることを実感しました。

この問題の解決には、今後学校教育（写真２）がいっそう重要になるのではないかと改めて感じました。将

来、クラスヌイヤール小中学校でも生徒さんが「森は海の恋人」を学ぶことになればとひそかに夢見てしま

いました。 

 

 今回の訪問は最も過ごし易い 9 月下旬でしたので、シロサケが産卵のためにビキン川を遡上するには少し

早すぎました。アムール川の河口からハバロフスクまで 1,600km、ウスリー川を経てビキン川の上流域まで

さらに 1,000km 以上を、10 月下旬から 11 月にシロサケが遡上してきます。最盛期には水面をサケが埋め尽

くすほどの量だと言われています。ウデヘやナナイの人々はシロサケを重要な食料として利用するだけでな

く、その皮を衣類にも利用してきました。そのシロサケの遡上が近年減少しているのです。ここでもカナダ

やアラスカの森と同様に、ヒグマやツキノワグマがサケを捕獲し、越冬に備えるでしょうか。それらの食べ

残しは河畔林の成育に関わっているのでしょうか。次に訪問する機会に恵まれれば、ぜひ「海がウスリータ

イガをはぐくむ」可能性を探ってみたいと思いました。 

 

写真２ 授業参観と民族踊りを披露してくれた中学 2 年生 
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い 

 

「海や山うかげ 山や海うかげ」 

 2014 年の年末総選挙で、安倍自公政権は 3 分の 2 の多数を得て、再び辺野古基地建設を推し進める姿勢を

見せてきた。一度中止した奄美大島での講演会は、あらためて 2015 年 1 月に阿部悦子さん（環瀬戸代表）

を招いて行われたようだ。私への要請は無かったので、講演会が実施されたことはあとで知った。阿部悦子

さんの講演会のあと、環瀬戸と奄美会議は奄美や瀬戸内海から辺野古への土砂の搬出に反対する署名運動を

始めることなどを決めていたようだ。（2015 年 1 月 18 日の沖縄タイムズの記事から） 

 

 2015 年 2 月 11 日に「海の生き物を守る会」では、大阪で「海の生き物を守るフォーラム 2015」として「海

と人間の関わりを考える～コンクリート文明からの脱却～」のタイトルでシンポジウムを開いた。その日の

夜に会の総会を開いたのだが、そこにはるばる奄美大島から原井一郎さんが参加し、会にも入会してくれた。

当時、奄美会議副議長で、奄美会議を実質的に引っ張ってきた人だったのだが、その時点では私にはなぜ原

井さんがわざわざ奄美大島から来てくれたのか、判らなかった。連れ合い（事務局員）から指摘されてはじ

めて、講演会を中止してしまったことへのお詫びと、私がどんな人間かを確かめに来たのだろうと、ようや

く理解した。それからのいきさつも私には記憶があまりないのだが、奄美会議が開いた阿部悦子さんの講演

8. ジュラシック・ビーチを次の世代へ残したい（2） 向井 宏 
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会に続く第 2 弾をやりたいと言うことから、それなら海の生き物を守る会が主体的に関わろうと言うことに

なった。 

 そして 5 月 30 日に、奄美大島の奄美市で海の生き物を守る会と奄美会議の共催で、シンポジウムが開かれ

ることに決まった。講師は、私と安部真理子さん（日本自然保護協会）で、奄美会議から現地報告と言うこ

とで薗博明さんと碇山勇生さんが話をしてくれることになった。シンポのタイトルは「ストップ辺野古!緊急

アクション第 2 弾 奄美の海山を守り、沖縄に

連帯する」となった。ポスターが作られ、チラ

シが配られた。この過程はほとんどが奄美会議

の人たちの手になった。海の生き物を守る会と

しては、会場が遠いこともあり、手を出す手立

てもあまりなかったのだが、奄美会議の人たち

の行動力をこの時でもまだ私は見くびっていた

のかもしれない。 

 チラシに書かれた文句は「海や山うかげ、山

や海うかげ」。奄美の言葉で書かれており、私

には意味がよく分からなかった。奄美の人から、

これは「海は山のおかげで豊かであり、山は海

のおかげで育つ」という意味だと教わった。当

時、私が京都大学で進めていた森里海連環学の

理念とまったく同じことが述べられている。こ

れは海の生き物を守る会の行事としても最適な

呼びかけのフレーズだと喜んだ。『森里海連環

学』は、この「うみひるも」で執筆されている

田中克さん（京都大学名誉教授）の発案された

言葉で、京都大学フィールド科学教育研究セン

ターの中心的な活動指針として私も研究や教育

に積極的に取り組んでいた。（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。 
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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。ベ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。 

 

10．編集後記 

 九州に自然の砂浜が 5カ所しか残されていないとは驚きでした（P4）。それぞれの砂浜に事情があって人が手を加えた

のでしょうけれど、中には今では不要な構造物や改変もありそうです。私は、人口減少のこれからの日本は、自然海岸を

取り戻すチャンスではないかと密かに思っております。先日、都心の三面コンクリートの川で大規模な工事をしていて、近

付いたら、緑あふれる水辺に戻すということが書いてありました。おそらく東京五輪を意識しての変化でしょう。今年あたり

から自然復元ビジネスがにわかに繁昌して、絶滅寸前の生き物たちに少しでも間に合えばと願っています。（ちよ） 

 

 プラスチックの海洋汚染が、いよいよ深刻さを増している。プラスチックのゴミが海岸に打ち寄せられるの

を見て、これまでは景観の問題だと思っていたが、それは浅はかな考えだったようだ。私は、若かりし頃東京

大学の海洋研究船に乗って、三陸沖の深海で海底写真を撮ったことがある。写真には数千ｍの深海底のあちこ

ちにビニール袋が散らばっているのが写っていた。船から漁師たちが海へゴミを投げるのをしばしば見てきた

ので、それもアリかなと驚くほどではなかった。しかし、この海底でトロールを曳いたときには本当に驚いた。

トロール網の内側にはビニール袋がびっしりとへばりつき、中に入った海底の泥がほとんど抜けず、そのまま

引き揚げられてきたのである。あまりの泥の重さにもう少しでワイアーが切れそうだったことを思い出す。深

海底にこれだけのプラスチック類が沈んでいることに初めて気がついた。その後、船からのゴミの投棄は、原

則禁止されているが、考えてみれば、漁師や船員が投棄するゴミの量は、海にあるプラスチックゴミのほんの

一部でしかない。その大部分は人間界から川を通じて海へ流れてくる。貿易の自由化と世界各国の近代化によ

って、プラスチックの使用量は増える一方で、しかもその大部分は最終的に海へ流入する。そして、人類は一

度も海からプラスチックを回収していない。海のプラスチック汚染が、近い将来海を殺し、人間へ食料を供給

することができなくなる蓋然性が非常に高い。海の生き物を守るためには、今こそプラスチックの使用を止め

ることを真剣に考える必要があるのではないだろうか。私は、エコバッグを使っているし、スーパーやコンビ

ニで買い物をするときは、できるだけレジ袋を断っている。同じものがあればプラスチックではなく木製品や

金属製品を選ぶようにしている。プラスチックは軽くて安いのでたしかに便利だが、便利さと快適さを求め続

けた結果は、子孫に過大な重荷を負わせることになってしまう。（宏） 

 

左図は、日本におけるプラスチック生産量の推移。

（日本プラスチック工業連盟のホームページより） 
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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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