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「今月の海」 新原（みーばる）ビーチ （沖縄県南城市）  

 沖縄県那覇市の南東にある新原ビーチは長さ約 1kmの自然海岸の砂浜である。この海岸のすぐ陸側には浜

川御獄（はまが

わうたき）とい

う聖所がある。

沖縄を開いたと

言われるアマミ

キヨが、ニライ

カナイ(海中に

あると言われる

楽園=あの世)か

らこの浜に上が

り、浜川御獄に

仮の宿をとり、

後に近くのミン

トン城に安住の

地を見つけたと

いう言い伝えが残っている。写真左の海中に立つ岩が、アマミキヨ

が上陸したと言われるヤハラヅカサ。現在ではニライカナイの拝所

である。後背地は海浜植物帯が広がり、那覇からもっとも近い自然

海岸としてウチナーに親しまれている。 

（2010 年 5 月 23 日 向井 宏撮影） 

http://e-amco.com/
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【活動予定】 

◆吉野川と海が出合う河口干潟の観察会 

 昨年に引き続き、今年も以下の予定で四国吉野川の河口干潟で海の生き物の観察会を行います。家族連れな

ど多くの方の参加を呼びかけます（写真は昨年の観察会のようす）。日本一の川幅を持つ吉野川河口。河口は、

川と海の絶妙なバランスが保たれて、貴重なフジノハナガイや渡り鳥など多種多様な生物が観察できるところ

です。海と水辺の達人向井先生と日本一の河口干潟を探検して、水と生命のつながりの大切さを実感しよう！ 

日時：4 月 29 日（日）10:00～12:00（9:45～受付）※少雨決行 

場所：吉野川南岸の最河口干潟（徳島市北沖洲 4） 

   堤防下に駐車場あり。小学生は保護者同伴です。 

★事前申込必要ありません。 

参加費：おとな 300 円、高校生以下 100 円 

準備：飲み物・帽子・タオル・長靴または汚れてもよい

靴（ビーチサンダル、かかとや指先が出ているサンダル

類は禁止！）、足洗い用の水（ペットボトルなどに入れ

てご持参ください）、小さい子どもさんは着替えも。 

問い合わせ：088-623-6783, kansatsunokai@gmail.com 

共催：とくしま自然観察の会＆海の生き物を守る会＆吉野川ひがたファンクラブ 

後援：徳島市教育委員会（予定） 

 

◆砂浜海岸生物調査研修会・観察会 in 表浜 

 日本の海岸においては、ますます貴重になる砂浜、美しい芽吹きの季節に表浜海岸の長大な砂浜海岸を体験

しませんか？ 子どもから大人までの体験ひろば：表浜まるごと博物館でセミナー終了後、現地で生物調査、

同定を行います。 

日時：2018年 5月 20 日（日）10:00～15:00  ※雨天中止（少雨なら実施）  

mailto:kansatsunokai@gmail.com
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場所：愛知県豊橋市 表浜 ／会場・集合場所：表浜まるごと博物館 

参加費：無料 

用意：砂浜歩きのできる服装、靴、弁当、メモ、筆記具、カメラほか 

共催：NPO「表浜ネットワーク」 

 

◆海岸生物観察会 in 和賀江島 

日時：2018年 6月 16 日（土）10:00～14:30 

         ※雨天中止（少雨なら実施） 

場所：神奈川県材木座海岸和賀江島 

集合場所：材木座海岸東北端の和賀江島前海岸 

参加費：無料 

用意：水に入れる服装、濡れても良い靴、弁当、

メモ、筆記具、カメラほか 

 

◆砂浜の生き物観察会 in 嘉徳海岸（奄美大島） 

日時：2018年 5～6 月頃（未定）／場所：嘉徳海岸（鹿児島県大島郡瀬戸内町嘉徳） 

日本自然保護協会との共催を予定 

 

◆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 

 

◆海岸生物観察会 in 江ノ島 

日時：2018年 10 月／場所：神奈川県江ノ島の砂浜 

詳細未定 

 

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

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）」2015 年 海の生き物を守る会 

◎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 8 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 

http://www.omotehama.net/marugoto/index.html
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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◎International Symposium on Integrated Coastal Management for Marine Biodiversity in Asia. 

                            2010/1/14-15 Kyoto DVD版 残り 2 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 

◎ACADEMIA（全国日本学士会会誌）No. 139 (2013.4) 森里海連環特集 

    パラダイムシフトとしての森里海連環－その思想（あるいは理念）と実践 Part 1 残り 1 部 

◎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 年 

    「海域・海洋保護区の効果と現状」 環境情報科学 2009 年 

    「ジュゴンの摂餌生態：現状と展望」 海洋理工学会誌 2009 年 

    「干潟・藻場の再生事業：その問題点」 地球環境 2011 年 

 

 

 

 

（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！ 



 

5 

 

 ●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 2100 万㎥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。 

★署名用紙は環瀬戸内海会議ホームページからダウンロードできます。 

 

辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会 

第 5 回総会 沖縄県で開催 

2018年5月26日（土）～27日（日） 

 

 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、沖縄市民会館中ホール（八重島

1 丁目 1-1）で開催します。 

 

スケジュール 

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 

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 

 今年 11 月には沖縄県知事選挙があります。

辺野古に基地を作らせない信念を表名している

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 

 

 

http://www.setonaikai-japan.net/00kansetonaikaikaigi/901henoko/p01065.pdf
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昨日（３/1５）再び防衛省交渉＆院内集会 

外来生物対策に熱処理 可能なのか？ 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会は、昨日
（3 月 15 日）に再び防衛省との交渉を行った。
質問事項は、(1) 特定外来生物を駆除するため
の高熱処理・塩水処理実験について、(2) 辺野
古側からの埋立工事の開始について、(3) 砕石
場への立入調査について、(4) 「普天間代替施
設建設事業に係る平成 30 年度予算の内訳」に
ついて。交渉の結果は次号以降に紹介します。 

 

 沖縄県民の多数が反対しているもかかわらず、防衛省は辺野古新基地の建設を強行している。2017

年 11 月、埋め立て予定海域の南西側（辺野古側）で新たな護岸工事に着手した。沖縄本島最北端の
国頭村の奥港から辺野古への石材の海上搬送も始めた。工事場所では絶滅危惧種のオキナワハマサン
ゴと準絶滅危惧種のヒメサンゴも発見されている。沖縄防衛局はオキナワハマサンゴの 1群体が埋立
予定地に生き残っていることを認め、このハマサンゴを移植することで保護するとして、沖縄県に移
植許可を求めた。県は一度許可したが、このハマサンゴがブダイの食害を受けたため、移植によって
ハマサンゴの生存が保証されないとして移植を不許可にした。沖縄防衛局は、移植を行わないと埋め
立て工事ができないとして、環境監視委員会に相談することにしている。 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

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 （4３）（4４）   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。 

 

 

 

【東北】 

●米軍戦闘機燃料投棄 小川原湖の水産物に異常なし 

 米軍三沢基地所属の F16 戦闘機がエンジン不調のために、着陸時の安全のためにジェット燃料のタンクを

青森県東北町の小川原湖に投棄した。このために、小河原漁業組合は当分シジミやワカサギ、シラウオ漁を全

面禁止にせざるを得ない状況に追い込まれた。投棄したタンクや燃料油を米軍は回収することを拒否したため、

日本の防衛省東北防衛局が回収に当たった。その際に、同時に生物調査を行い、小川原湖で採取したシジミと

シラウオ、ワカサギを分析し、「燃料油による特段の異常は確認されなかった」と発表した。米軍からの部品

の落下事故は沖縄を中心に全国で頻発しており、米軍は原因の解明を怠り、事故機の使用を継続している。環

境への悪影響はもとより、住民の安全さえも顧みない米軍の所業に怒りが湧くばかりである。（文責：向井 宏） 

 

●マイワシの大量打ち上げ 温度の急激な低下が原因か 

 青森県横浜町など陸奥湾の東湾に、1 月末から大量のマイワシが打ち上がり、海岸がマイワシの銀色に染ま

ることが続いた。青森県産業技術センター水産総合研究所の研究によると、(1)マイワシ個体数が増加したこと、

(2)海の水温や海上の気温が今年の冬は急激に低下したこと、(3)強力な爆弾低気圧が続いて発生したことで秒

速 10mを超える強い西風が吹き続けたことの三つの原因が重なって、この現象が起こったと推論した。研究

結果については、同センターの広報誌「水と漁 第 27 号」に掲載されている。（文責：向井 宏） 

 

【東海】 

●今年もイカナゴの禁漁が続く 愛知・三重 

 近年、春の味覚として西日本で親しまれているイカナゴ（コウナゴ）の資源量の減少が瀬戸内海でも伊勢湾

でも著しい。とくに伊勢湾のコウナゴ漁は、すでに 2 年間禁漁が続いている。資源量が回復するまで禁漁にな

っているが、2 月 9 日、伊勢湾のコウナゴ漁に参加している三重県と愛知県の漁業団体役員らが会合を開き、

今年も禁漁を続けることで合意した。資源量の回復ができていないというのが理由である。会合では 2 月 4 日

の試験操業の結果が報告され、愛知県では 5ヶ所の操業で 479 匹、三重県では 4 ヶ所で 96 匹しか取れなかっ

たとして、資源の回復はない、今後資源を残すことが重要だとの認識で禁漁を続けることで一致したという。

イカナゴは北方系の魚で、温暖化による夏場の水温の上昇により死んだり再生産が成功しなかったりして資源

は回復していない。さらにイカナゴは夏の高水温を乗り切るために砂に潜って夏眠するが、その場所である海

底の砂場が、干潟や砂浜と同じように少なくなってきている。温暖化が原因とすると、その根本的な資源回復

は当分見込めないのではないか。政府がもっと国際的な連帯の下、温暖化対策に真剣に取り組まないと一次産

業はもたないだろう。（文責：向井 宏） 
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【九州】 

●福岡高裁の国の立場に立った和解案 漁業者側が拒否をつらぬく 

 国営諫早干拓事業で、諫早湾奥部を潮受け堤防で締め切ったため、有明海の水産業が大きく悪影響を受けた

ことから、漁業者らが長期開門調査を求めた裁判で、福岡高裁が過去に開門調査を命じた判決が民主党政権時

に菅直人首相が受け入れたことにより確定している。しかし、国は確定判決による開門調査の実行を行わず、

逆に開門をしないように求めた長崎県の営農者らの訴訟で、開門差し止めが認められ、国は開門しても開門し

なくても制裁金を払うという事態に陥っている。現在は、開門していないために、漁業者らに 1 日計 49 万円

を支払っている。そのため、国が漁業者らに対して「開門を強制しないように」と要求する異常な裁判が開か

れている。一審の長崎地裁は、国が出した開門しないで 100 億円の基金で有明海再生を行うという和解案を出

したが、開門を前提としない和解は、漁業者側に拒否された。その後、福岡高裁（西井和徒裁判長）に審理は

移ったが、福岡高裁も長崎地裁とほぼ同じ内容の和解案を勧告、4 月 4 日までに回答をするよう求めていた。

しかし、開門を前提としない和解案には、漁業者側は直ちに拒否を決めた。福岡高裁の勧告は、「開門は営農

者の生活に大きな影響を与え、開門のための対策工事にも最低でも約 243 億円かかる。開門しても有明海は前

の状態には戻らないし、環境変化の原因が明らかになる保証はないので、開門調査は現実的でない」とし、「国

の基金案が唯一の解決策」とまで述べている。しかし、有明海全体の環境を壊し、水産業の衰退を進めたのが

国の施策である以上、営農者のための対策にお金をかけてでも、開門して有明海の再生の道を探るのが国の最

低の義務ではないだろうか。それを、対策費用 243 億円をケチって 100 億円で有明海の再生をしろというの

は、無茶苦茶な理論だ。それを後押しする裁判所は、司法の論理と倫理が破綻してしまったのではないか。「唯

一の解決策」と裁判所が言うのは、辺野古の米軍新基地を力ずくで建設する国の施策を後押しした裁判所から

も聞かれた言葉だ。この言葉には、国に逆らう道は許さないという、正義を追求するべき司法とも言えない裁

判所の歪んだ姿勢を確信させるものだった。漁業者らが求めているのは、開門調査を行って、有明海の再生が

それによって可能かどうかを調べるというものでしかない。それさえも拒否する国の海の環境などどうなって

も良いという姿勢は、とても許せない。（文責：向井 宏） 

 

【沖縄】 

●ジュゴン生息域で不発弾処理？ 

 沖縄県今帰仁村の海中 2 カ所で、米軍の不発弾が見つかっている。1 カ所は、今帰仁村運天のウッパマビー

チ沖で、米国製 3 インチ砲弾 11 発が 2016 年に見つかっている。もう 1 カ所は 2017 年に見つかった古宇利島

の北側で沈んだ米軍掃海艇「エモンズ」で、爆雷 6 発が積んである。どちらも国の天然記念物である貴重種の

ジュゴンがしばしば確認されている海域である。古宇利島周辺ではジュゴンの食べ跡もたくさん見つかってい

る。今帰仁村では、「エモンズ」については、所有者の米軍の確認作業などが必要で、不発弾処理はウッパマ

ビーチ沖の砲弾処理を優先し、今年中に処理する計画を立てていた。しかし、自然保護団体「ジュゴンネット

ワーク沖縄」が、不発弾を遠くに移動させてから処理すること、事前にジュゴンや人がいないか航空機で周辺

を確認することなどを要請したため、計画をいったん白紙に戻して再検討している。八重山などでは戦前にダ

イナマイト漁などによってジュゴンを絶滅させた経緯があり、ジュゴンネットワーク沖縄の細川太郎代表は、

苦い歴史を繰り返さないようにと、陸上に回収できないか、あるいは現地保存の方法がないか、科学的に検討

して欲しいと訴えている。今帰仁村では、「危険物をそのままにすることはできないが、現地処理以外の方法

を検討したい」として、海上自衛隊に陸上回収が可能かどうか照会した。海自は「検討中」。一方、「エモン
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ズ」は、ダイビングスポットでもあり、太平洋戦争の貴重な遺跡でもあるため、県立埋蔵文化財センターでは、

安全面との兼ね合いが難しいが、船自体を爆破することがないよう、検討して欲しいとしている。（文責：向

井 宏） 

 

●辺野古のサンゴ群体 移植のための特別採捕を県が不許可 

 沖縄県名護市辺野古に米軍のヘリ基地を作る計画の海域で見つかった絶滅危惧サンゴ 10 群体を、埋立前に

移植しようと沖縄防衛局が申請していた特別採捕を、沖縄県は 3 月 9 日、すべてを不許可として防衛局に伝え

た。申請していたのは、絶滅危惧 II類のオキナワハマサンゴが 8 群体、準絶滅危惧のヒメサンゴ 2 群体。不

許可の理由は、ハマサンゴについては食害対策が不十分であること。ヒメサンゴについては、移植先にサンゴ

を死滅させる可能性のある海藻「サンゴモ」が多いことから、移植先として不適当と判断した。今回の不許可

により沖縄防衛局は埋め立て工事を予定通り進めることができなくなるが、防衛局は再申請する予定だ。再申

請の場合に、これらの不許可理由にどのように対応したかを記載した場合、沖縄県では再び不許可にするかど

うかは不明で、防衛局の対応が注目されている。もともとサンゴの移植が成功するかどうかも不明で、それに

よってサンゴ礁が守られるというのは信じられないこと。サンゴの移植を行うことによって、環境への配慮を

十分行ったというアリバイ作りでしかない。防衛局は移植した後のサンゴがどうなるかは関心が無いのではな

いか。（文責：向井 宏） 

 

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

 

【東北】 

◆日本藻類学会第 42 回大会（仙台）公開シンポジウム  

    「沿岸域のモニタリング ― 藻場の過去・現在・未来」 

 全国で行われてきた藻場のモニタリングから分かってきたこと、将来につなぐべきことについて話します。 

日時：2018年 3月 25 日（日）8:50～12:00（8:20 開場）  

会場：東北大学青葉山新キャンパス青葉山コモンズ 2 階 大講義室「翠生ホール」 

（〒980-0845 仙台市青葉区荒巻字青葉 468-1） 

プログラム 

8:50-09:00 開会コメント（田中次郎） 

パート１：環境省モニタリングサイト 1000の調査から（座長：田中次郎） 

9:00-09:20 モニタリングサイト 1000 藻場「淡路由良，竹野」川井浩史（神戸大）ほか 

9:20-09:40 モニタリングサイト 1000 藻場「室蘭，薩摩長島」寺田竜太（鹿児島大）ほか 

9:40-10:00 モニタリングサイト 1000 藻場「志津川，伊豆下田」倉島彰（三重大）ほか 

パート２：東北沿岸での震災後調査から（座長：青木優和） 

10:10-10:30 岩礁藻場の東日本大震災に伴う変化：南三陸アラメ群落の事例 

      村岡大祐（東北水研）・玉置 仁（石巻専修大） 

10:30-10:50 宮城県牡鹿半島狐崎浜沿岸において地盤沈下とその後の護岸工事がアラメ個体群に与えた影響 

      鈴木はるか（東北大）ほか 
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10:50-11:10 宮城県志津川湾の褐藻アラメ群落に対する津波の影響とその後の回復過程 

      遠藤 光（鹿児島大）ほか         

11:10-11:30 宮城県志津川湾における褐藻アラメ群落のキタムラサキウニ大量加入による崩壊と 

 ウニ除去による再生   吾妻行雄（東北大）ほか 

11:30-11:50 総合討論 

11:50-12:00 閉会コメント（田中次郎） 

主催：日本藻類学会  共催：東北大学大学院農学研究科 

 

【関東】 

◆江奈湾干潟観察会（モニタリング）&ゴミ回収活動 参加者募集 

 江奈湾干潟で観察会（モニタリング）とゴミ回収活動を実施します。現在、干潟周辺にはたくさんの海洋

ゴミが漂着しているほか、県道からの心無い違法投棄ゴミが溜まっています。それらを回収して分別します。 

モニタリング活動では、干潟に棲む生き物や干潟を利用している生き物を 1 年を通して観察・記録し、干潟

生態系とそこを利用する生物の関係を把握することが目的です。希少な干潟の自然と生き物たちの観察は、

大変楽しいものです。初めての方も、この機会に是非ご参加ください。 

日時：2018年 4月 1 日（日）※小雨決行・荒天中止 

場所：三浦半島江奈湾（車または三浦海岸駅からバス） 京急バス「江奈」バス停 10:15 集合 

対象：中学生以上 ※保護者帯同の小学 4 年生以上参加可 

参加費：無料（別途保険代） 

持ち物：昼食・飲み物、動きやすく汚れてもいい服装と着替え、足にフィットした長靴（またはマリンブー

ツ）など、詳細はお申し込みの際にホームページでご確認ください。 

★申し込み：ホームページから ⇒ http://www.ows-npo.org/higata-hozen/boshu.html 

 

◆観音崎 ディープな磯の生物観察会 

 アマモ場や藻場にすむ微小な生物を観察します。 

日時：2018年 4月 18 日（水）10:00～ ※小雨決行 

集合場所：観音崎公園ボランティアステーション 

参加費：4 歳～中学生 1300 円、大人 1700 円、会員 300 円引 

問い合わせ：Tel & Fax 046-841-1533、観音崎自然博物館（〒239-0813 神奈川県横須賀市鴨居 4-1120） 

【関西】 

◆海のふしぎ観察会 第 108 回 春の磯あそび「さがそう！海のたからもの」 

 潮が引いた磯でカニやヤドカリ、アメフラシなど海の生き物を観察しよう 

日時：2018年 4月 1 日（日）10:20～14:30 ※雨天中止 

場所：和歌山市加太海岸（淡嶋神社前の磯） 

集合：10:20 南海電車「加太」駅改札前または 10：50 集合場所（お申し込みの方に連絡します） 

交通：8:45 南海「なんば」駅発の特急サザン 7 号（後 4 両自由席）に乗ってください。終点の「和歌山市」

駅で加太行きに乗り換え、10:19「加太」駅着。マイカーの方は集合場所の近くに有料駐車場があります 

http://www.ows-npo.org/higata-hozen/boshu.html
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「うみひるも」のご感想や、海の生き物の情報・写真をお寄せください。 

hirumo@live.jp または https://goo.gl/GjWIjL 

対象：小学生以上どなたでも（中学生以下は保護者同伴） 

定員：30 名（メールによる申し込みの先着順） 

参加費：大人 500 円、小中学生 300 円(保険料含む、現地までの交通費・昼食代は各自 

持ち物ほか：弁当、水筒、濡れてもいい運動靴または長ぐつ（サンダル不可）、着替え（必要に応じて）、

帽子、防寒着、雨具 

★申し込み：参加者全員の(１)名前(２)フリガナ(３)年齢(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を記入し、表題を「4/1 春の磯あそび申込み」とし、umi@nature.or.jp へ。 

1 週間以内に折り返し参加可否を連絡します。連絡のない場合はお問い合わせを。3 月 21日締め切り。 

問い合わせ：大阪自然環境保全協会内「4 月 1 日海の観察会」係 06-6242-8720 

【九州】 

◆和白干潟クリーン作戦と自然観察 

日時：2018年 3月 24 日（土）15:00～17:00 

集合場所：和白干潟海の広場（東区和白 4 丁目）駐車場なし、西鉄「唐の原」駅から徒歩 5 分 

参加費：無料 

主催：和白干潟を守る会 

問い合わせ：090-1346-0460（田辺） 

 

◆和白海岸探鳥会 

日時：2018年 4月 8 日（日）9:00～12:00 

集合場所：午前 9 時香椎線和白駅前の和白公園集合 

持ち物：筆記用具とあれば観察用具 

参加費：一般 300 円、日本野鳥の会会員 100円 

主催：日本野鳥の会福岡支部 

問い合わせ：092-606-0012（山本） 

  

mailto:hirumo@live.jp
mailto:umi@nature.or.jp
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ハナビラウオの受難 

 珍しい魚が京都大学瀬戸臨海実験所北浜に、2017 年 1月 9 日に漂着した。眼の輝きからみても死亡したば

かりと推察される。体長は約 10cmで、本種にしてはこぶりである。この個体は、まだ幼魚のハナビラウオ

である。その理由は、小さいだけでなく、体高が高く、丸みを帯びた体形をとっているからである。生前に

は大形の鉢クラゲのイボクラゲやユウレイクラゲに寄り添うように生活していたであろう。 

 宿主のクラゲの方は、北浜にはその日の前後からずっと打ち上がらなかった。今回の北浜初のこの打上は、

宿主が何らかの事故にあった巻き添えをくらってのことかもしれない。この幼魚は半透明な事が多いので、

コンニャクウオあるいはコンニャクアジとも呼ばれている。しかし、本個体はかなり痩せているのか、死後

硬直のためか、そのような感触はなかった。 

 本種は成魚になると全長 50cmに達し、体が暗色となり、鰭も黒ずみ、すらりとした体形になるので、ず

いぶん見た目が変わる。そして、水深 100～150mあたりの海底で過ごすらしい。水深 700mよりは浅い海

底暮らしとのことである。外洋性種として日本各地から点々と記録されているが、定置網や底引き網にクラ

ゲと共に入る記録も多い。世界的な分布は広く、太平洋、インド洋、大西洋の温帯から熱帯海域まで。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北浜に漂着したハナビラウオの幼魚（１月９日）  
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野田川に人知れず産卵回帰するシロサケ 

 京都府北部の宮津湾奥部には、内海である阿蘇海との間に全長 3.6kmにも及ぶ砂州が延び、8 千本以上の

天然の松が生える白砂青松の景観は、松島や宮島とともに日本三景として有名です。この砂州の形成に関わ

るのが宮津湾の海流と阿蘇海の奥部に流入する野田川からの砂の供給とされています。野田川では、4，5 年

前よりシロサケが毎年

産卵のために遡上する

ことへの関心が高まり

（写真１）、NPO 法人

丹後の自然を守る会（蒲

田充弘理事長）や与謝野

町後野区を中心に、その

地域資産の保全と活用

の取り組みが進められ

ています。 

 日本海側の多くの河

川ではシロサケの遡上

はそれほど珍しくはあ

りませんが、野田川では、

一切の孵化放流事業な

どは行われていません

ので、天然のシロサケの産卵回帰なのです。地域の人々のシロサケへの関心を一気に高めたのは、平城京の

遺跡発掘現場から見つかった木簡の中に、野田川のシロサケが生のまま朝廷に献上されていた事実が明らか

になったことです。今から 1,300 年も前から人知れずシロサケは命をつなぐため、全長 15km にも満たない

小さな二級河川に戻り、子孫を残し続けてきたことが、地域の人々を感動させ、“歴史資産”としてもシロサ

ケを保全する取り組みが進んでいます。おそらく、シロサケは阿蘇海や天橋立が誕生するよりはるか前から

（野田川周辺に人々が住み着くより前から）、野田川を母川として北洋への旅と生まれ故郷への回帰を続け

てきたのでしょう。 

 丹後の自然を守る会と後野区は協同で、シロサケを小学校の環境環境教育に組み入れ、子供達はシロサケ

の生活史を学び、地域の宝物として保全する取り組みなどを進めます。しかし、学校では危ないから川では

遊んではいけないと、シロサケが毎年遡上する目の前の野田川で魚採りをして遊んだ子供達はほとんどいま

せんでした。そこで、後野区では区長さんたちが野田川の一部を簡易な堰で一時的に水を止めて水位を下げ、

６. 有明海と三陸の水辺から（71）     田中 克 

写真１ 野田川で産卵するシロサケ 

（2017 年 11 月 2 日、与謝野町後野区提供） 



 

16 

魚などの生き物を捕まえやすい環境を作り、親子で子供達が魚を追いかける川遊びの場を提供し、地元の子

供達がシロサケの産卵する野田川を体感する「川の学校」を進めています（写真２）。 

 

 生まれた体長数 cm の稚魚は阿蘇海に下り、岸辺で成長しながら、体長 7，8cm ほどになると水道を通っ

て宮津湾に出て、北洋へと旅立ちます。このような川から海への移行に際して阿蘇海のような穏やかな汽水

域の存在は非常に重要であり、数千年にわたって野田川にシロサケが回帰し続ける背景なのでしょう。与謝

野町後野区では、おからを素材にした京の豆っこ肥料を活用したお米の有機栽培が進められてきました。そ

の流れは野田川に回帰するシロサケの存在により加速することになります。その結果、野田川周辺には、隣

町の兵庫県豊岡市から野生に復帰したコウノトリが集団で飛来し（写真３）、営巣条件を整えれば、居つく

可能性が高まっています。11 月を中

心に野田川に回帰したシロサケが産

卵する様子は、川辺の道から簡単に

観察でき、水田に目をやると野生復

帰したコウノトリが身近に観察でま

す（写真３）。人と野生生物が共存

できる道を実感できる場所となって

います。 

写真３ 野田川近くの水田に頻繁に

集団で飛来するコウノトリ（与謝野

町後野区提供）  

写真２ 野田川をせき止め子供達が川遊びを楽しむ「川の学校」（与謝野町後野区提供） 
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い 

 

「わしらの海が……」泣き出した人も 

 生き物のいない海から上がって港へ戻ると、阿部悦子さんと山根富貴子さん、八記久美子さんがやって来

ていた。阿部さんは当時、愛媛県議会の議員で、環瀬戸内海会議の共同代表をされている方で、瀬戸内海の

環境保護活動に積極的に取り組んでいる。山根さんは、「ジュゴン保護キャンペーンセンター（SDCC）」で

大阪において辺野古の問題に取り組んでいる。八記さんは北九州で自然保護活動をしている人。船から下り

て 3 人と挨拶を交わしている間に、集まってきていた住民から「海の中はどうなっていましたか？」と矢継

ぎ早の質問を受ける。濡れたウエットスーツを着替えるところを探していると、すぐに近くの公民館に案内

された。そこでトイレに入ってシャワーを浴びる暇もなくとりあえずウエットスーツを脱いだだけで、案内

されて公民館の広間に行く。そこには市集落の住民達十数名が集まっていた。安部真理子さんはウエットス

ーツを着替えるまもなく、濡れたままで席に着いた。何が始まるのかと思っていたら、どうやらわれわれの

潜水調査の報告会が設定されているらしい。そんなことは全然聞いていなかったので、びっくり。奄美大島

では、このような事態がこれ以降も繰り返された。われわれの行動はすべて予定が決まっていたり、急に予

定が入ったりして、自由な時間はなかなかとれない。私たちを迎えてくれた奄美の人たちは、いろんな予定

をびっしりと入れてくれていた。ありがたいような、そうでないような。でも、素晴らしく効率よく動くこ

とができた。われわれだけではこんなまねはできない。 

 安部さんが濡れたウエットスーツのまま、パソコンの画像で説明を始めた。採石場の前の海は土砂の流入で

サンゴは海の汚れに比較的強いハマサンゴ類の一部が生存しているだけで、それ以外のサンゴはほとんど死滅

していることなどを説明した。安部さんのウエットスーツには、泥がべったり付着している。普通サンゴ礁で

の潜水で泥が付着するようなことはありえない、と安部さん。その後で私が潜水してみた状況を説明した。「波

打ち際は石がごろごろしていて、離れると海底には細かい土砂が厚く堆積している。透明度は 1mほどしかな

い。サンゴは少し生きていたが、魚や貝など生きものの姿がほとんどいない死の海になっている。こんなに魚

がいないのははじめて」と話し、生き物の姿が見えない不思議な海になってしまって、まるで「死の海」だと

話した。それがこの海に潜った私が最初に感じた偽らざる気持ちだった。2 人の報告の結論としては、採石場

から雨が降る度に海に土砂が流れ込む状態がこのまま続けば、環境の回復は望めない。採石場からの流入を止

めるための措置が必要であるということだ。 

 

 2 人の報告が終わった後、住民達の質問や意見が交わされたが、住民は一様に怒りをにじませ、悲しい顔を

して話し合っている。驚いたのは、この海で育ったという一人の老人が、話の途中で泣き出したことだった。

自分を育ててくれた海が、「死の海」になったという私の言葉に、悲しみが爆発して泣き出したのだ。 

 採石場は日本の各地にある。多くは人々から見えないような山の裏側や海の無人島などに存在して、気がつ

かない場合が多いのだが、それでも登山を趣味としていた私は時々その山肌を削り自然を壊している採石場を

見る機会は多かった。その度に、その山が崩され、動物や植物が生きていく山がなくなっていくことに、悲し

7. ジュラシック・ビーチを次の世代へ残したい（6） 向井 宏 
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く、割り切れない気持ちを抱いていたが、その前の海にまで採石業の影響がこんな形で出ているとは気がつか

なかった。市集落の人々も、集落へ通じる道路が採石場から流れ出る土砂によってしばしば埋まり、集落が孤

立する事態を怒って、行

政への運動も始めたよ

うだが、海がそんな状態

になっているとは思い

もよらなかったようだ。

もっとも海へ土砂が流

れていることは住民も

よく知っており、この海

で行われていた小学校

の海水浴なども今では

中止になっている。 

 採石場の近くの道路

脇には、右のような立て

看板が立っている。【世界自然遺産が聞いてあきれる】という言葉に住民達の怒りが伝わってくる。 

 

 

 それでも海は浄化能力が高いからと、信じたい気持ち

をもっていたようだが、潜水調査はそれまで誰もやって

いなかった。われわれの潜水調査の報告を聞いて、住民

達は本当にショックを受けたようだった。住民の怒りの

訴えはそれからもしばらく続いた。 

 ひとしきり意見交換が終わったところで、昼食になる。

食事は住民のおかみさんたちが用意してくれた。奄美料

理の油ソーメンが山のように出てきた。油ソーメンは、

茹でたソーメンに油を絡めて、じゃこを加える奄美の独

特の料理だが、沖縄のソーメンチャンプルーにちょっと

似ている。美味しい。潜水でお腹が減っていたので、た

ちまち平らげてしまったが、終わったらまた次の皿がで

てくる。歓迎の意味も込めて、大量の油ソーメンが作ら

れていたようだ。おかみさん達は手際よく料理を作り後

片付けをしていく。 

 潜水調査を取材した地元の南海日日新聞と奄美新聞

は、2 紙とも翌日の朝刊 1 面に大きくこの調査結果につ

いて報じてくれた。大手新聞は取材をしてもこんなこと

はほとんど紙面に載ることはない。地元紙の存在意義は

現場をきちんと報道することだろう。（つづく） 
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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 

 向井先生のエッセイから奄美の海の中の様子を想像していたら、ふと先日知った「荒」という字の由来を思い出しました。

「草と川が亡くなる」と書いて「荒」れる。草と川の象形文字の間に「亡」がはさまれています。教えてくれたのは、部屋の

奥から出てきた「Dagian（ダジアン）」という昔の冊子。コスモ石油が発行していた環境がテーマの季刊誌です。石油会社

出資のエコ冊子という時点で若干グリーンウォッシュの匂いもしますが、当時大学生だった私はそこには頓着せず、せっ

せと取り寄せては愛読し（無料でした）、たまに投稿もして、就活生になると編集を委託されている出版社の人に会いに

行ったりもした思い出深い冊子です。「荒」の由来に触れていたのは、土壌思想普及作家・松尾嘉郎さんのショートエッセ

イで、松尾さんは草を「生命力」、水を「潤い」と表現し、それが亡くなると荒（すさ）むと書いています。とても説得力があり

ます。ちょうど、その文章と再会した日は、思い出したように各局が競って東日本大震災関連の報道を始めた 3 月上旬

でした。NHK スペシャル「被曝の森」で映し出された帰還困難区域は、草も川もふんだんに存在しているのに住民が戻れ

ず、すっかり荒れてしまっていました。こんなに悲しい風景はありません。なお、その番組に出ていた科学者によると、セシ

ウムは土壌に吸着され、思いのほか川には出ていかないそうです。海に流れ込まないのは朗報かもしれませんが、事故

現場のトリチウム水タンクもいずれ限度を迎えますし、とにかく各所で「亡」を防ぐ知恵が必要な時代だと感じます。（ちよ） 

 

 急に暖かくなり、いよいよ春本番です。桜の開花も今年は早そうです。我が家の近くのお寺ではすでに咲いている櫻の

木もあります。心は早やお花見へ。でも、政治の世界ではお寒い事態が続いています。ドタバタ劇の裏では、ひっそりと海

の破壊が進んでいます。辺野古の海を埋め立てる準備が進んでいます。世界中の人たちから辺野古の海を、ジュゴンを

守って欲しいという訴えが来ています。自然豊かで心が安らぐ。そんな海を残していきたい。「海辺に立って水平線を眺

めていると、穏やかな気持ちになる。潮風を浴び、磯の香りをかぐと、不思議と心が安らぐ。海は、私たち人類を含む、す

べての命のふるさとだ」（山本智之「海洋大異変」より）。(宏) 
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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。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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