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「今月の海」 アイカップ海岸 （北海道厚岸町）  

 北海道東部の厚岸町は、北海道では珍しい内湾（厚岸湾）があり、さらにその奥には厚岸湖という塩水湖が

ある。厚岸湖には湾口に海鳥の繁殖地として有名な大黒島と小島があり、湾口の半分を塞いでいる。沖には親

潮の南下流が流れ、日本でも唯一暖流の影響のない海で、オオバンヒザラガイなど寒流性の海の生き物が生息

する。湾の沿岸は海蝕崖が建ち並

び、大黒島では古代海産動物の化

石が多く見つかる。沿岸の岩礁地

には、コンブ類やアイヌワカメな

ど褐藻類が水中林を形成し、ハナ

サキガニやエゾバフンウニなど

が多く生息する。写真の左奥がア

イカップ岬で、前面遠くに見える

のが大黒島である。この海岸の入

り口に日本でここだけの寒流系

の海洋生物を研究する北海道大

学の厚岸臨海実験所がある。かつ

てはオホーツク海を南下した流

氷がこの厚岸湾にも押し寄せて

いたが、最近では、温暖化のせい

で流氷がくることもなくなった。しかし、厳冬のせいで潮間帯の岩にはキタノイワフジツボやシロガイ以外ほ

とんど付着生物がみられない。この写真を撮影する 1 ヶ月前に東日本大震災が起こり、この海岸も高さ数 m

の津波に襲われたが、この時点ではほとんどその痕跡はみられない。 

（2011 年 4 月 20 日 向井 宏撮影）  

http://e-amco.com/
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※「動物の親子を詞で知ろう」久保田 信 はお休みです 

1.「海の生き物を守る会」の活動について 

 

【活動予定】 

◆「海の生き物を守るフォーラム 2019」を開催します 

「連続する自然としての砂浜－その過去と未来－」 

 

 日本の海辺の景観をつくる砂浜が、危機的な状況にあることをご存じでしょうか。砂浜生態系について、

森から川、海へとつながる連鎖の中での砂浜のあるべき姿を専門家のお話しからふりかえり、どうすれば保

全していくことができるか、みなさんと考えたいと思います 

日時：2019 年 2 月 3 日（日）10:30～15:40 ※10:00 開場 

会場：大阪ドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青少年センター）5F 大会議室 2 

大阪市中央区大手前 1 丁目 3-49；℡06-6910-8616 ※駐車場利用可 

京阪電車・地下鉄谷町線天満橋駅から東へ 350m、テレビ大阪隣り  
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プログラム（予定） 

10:30 開会 総合司会：志村智子（日本自然保護協会） 

10:30~10:40 開会挨拶 向井 宏（海の生き物を守る会） 

10:40~11:20 基調講演「砂浜の連続性」 須田有輔（水産大学校） 

11:20~11:50 講演 1「荒瀬ダムの撤去と沿岸生態系の復活」 つる祥子（NACS-J 自然観察指導員熊本県連

絡会会長） 

11:50~12:50 昼食休憩 

12:50~13:20 講演 2「表浜と天竜川の自然と連続性」田中雄二（表浜ネットワーク） 

13:20~13:50 講演 3「嘉徳海岸の自然と砂浜の生物多様性」 安部真理子（日本自然保護協会） 

13:50~14:00 休憩 

14:00~14:30 講演 4「日本にもっと自然の

砂浜を!－オーフス条約の加盟へ向けて」 

   向井 宏（海の生き物を守る会） 

14:30~15:40 総合討論 

15:40~15:50 閉会挨拶 志村智子 

 

共催：海の生き物を守る会 

日本自然保護協会 

 

※このフォーラムは、自然保護助成基金

のプロナテューラ・ファンドの助成を受

けて行われます 
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会場アクセス 

 京阪、Osaka Metro（旧大阪市営地下
鉄）谷町線「天満橋」駅 1 番出口から
東へ 350ｍ 

 JR 東西線「大阪城北詰」駅 2 号出入
口から西へ 550ｍ 

 シティバス（旧大阪市営バス）「京阪
東口」からすぐ 
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◆2018 年度総会を開きます 

 海の生き物を守る会総会を以下の要領で開催します。ぜひ多くの会員が参加してください。参加出来

ない場合は、例年通り委任状を事務局までお送りくださいますようお願いします。 

日時：2019 年 2 月 3 日（日）16:00～16:40 

会場：大阪ドーンセンター５F 大会議室 2（フォーラム終了後、同じ会場で行います） 

総会終了後 17:00 から、天満橋駅周辺で懇親会を行います。 

 

 

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

 

「わだつみ 海の生き物情報誌」創刊号の発刊は 1 月 10 日 

次号以降の原稿を募集しています 

編集委員も募集しています 

 

 海の生き物を守る会では、海の生き物についての研究論文・データ・情報・論評・調査報告・意見・書評・

その他などあらゆる記事を掲載できる PDF 雑誌「わだつみ 海の生き物情報誌」創刊号の刊行を

2019 年 1 月 10 日に予定しています。関心のある方、読んでみたい方は、海の生き物を守る会のホームペー

ジからダウンロードしてください。 

 

 学術雑誌にはデータの少なさやその他の理由で掲載を断られた原稿、投稿をためらった原稿なども、歓迎

し、捏造でないかぎり校閲無しで掲載します。かつて自分で集めた情報・データなど、後のために公表して

おけば誰かが役立ててくれるだろうと思われるもの、どこにも公表していない卒業論文、どこかで見つけた

珍しい海の生きものの情報、海の生き物の研究や保全に役立つだろうと思われる意見など、なんでもお寄せ

ください。生データだけでも掲載しますが、データ取得の経緯や内容の説明があることが望ましいです。今

のところ、原稿の長さに制限はありませんが、長い場合は連載にする場合もあります。原稿が集まれば発行

し、毎年 1 回以上の発行を目指しています。A4 版横書きで、原則として日本語です。表紙のデザイン、雑

誌の内容や発行に関する意見も募集しています。投稿は大歓迎です。 

 

★原稿は向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお送りください。なお、この雑誌は個々に配信はせず、

ホームページからダウンロードできるよう予定しています。また、この雑誌の編集委員も募集しています

（現在 2 名）。ご投稿をお待ちしています。意見などもお寄せください。 

 

海の生き物を守る会 雑誌編集部 

hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 

  

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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現在まで298枚、162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。今後も継続し、2019年9月には第

3次の中間報告書を刊行する予定です。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。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書と報告用紙も掲載しています。これらはダウンロードできます。 

 これまでに会員や非会員の皆さまから 298 枚の調査票が寄せられ、全国 162 カ所の砂浜で調査が行われま

した。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。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 県です。ぜひご協力をお願いいたします。同じ海岸でも季節が違え

ば、また同じ季節でも気候が違えば、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。一度、

ホームページから調査マニュアルをお読みください。過去 2 回の中間報告書を発行しています。わずかですが

残部がありますので、欲しい方は事務局までご請求ください。申し訳ありませんが、送料をご負担願います。 

◆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。2018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

生物情報、自然度などについても、お知らせください。これまでに推薦された砂浜は、以下の通りです。 

 

1. 辺塚の浜（鹿児島県肝属郡） 

2. 粉白海岸（和歌山県那智勝浦町） 

3. 表浜海岸（愛知県） 

4. 百名ビーチ（沖縄県南城市玉城字百名） 

5. 閖上海岸（宮城県名取市閖上） 

6. 百道浜海岸（福岡県福岡市） 

7. 長浜（宮崎県串間市） 

8. 小倉ヶ浜（宮崎県日向市） 

9. 原之里海岸（長浜）（鹿児島県種子島） 

10. 三戸浜海岸（神奈川県三浦半島） 

11. 恋問海岸（北海道白糠町） 

12. 以久科海岸（北海道斜里町） 

 

 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。  

全国の砂浜海岸生物調査にご協力ください 

宮崎県串間市長浜 

http://e-amco.com/research
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好評販売中！ 

◆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。「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 

 

 

◆砂浜フィールド図鑑（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）。 

 

★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 200 円＋送料のお振り込み先： 

ゆうちょ銀行 19230-2848391 ﾑｶｲﾋﾛｼ 

 

 

 

 

 

お知らせコーナー 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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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 

 

 

 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。埋立土砂の投入に関して、協議会は以

下の声明を発表しました。 

本土からの外来生物の混入を許さないために 土砂条例の改正を提案 

12 月県議会で継続に 

 辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会では、沖縄県の土砂条例に、搬入土砂に外来生物混入のおそ

れがある場合、改善を「勧告」するとなっている条項を、中止することを「命令」できるように改

正し、さらに違反した場合には、罰則を加えるなどの改正を提案した。12 月の県議会では、県政与

党を中心に改正案について賛成の議論が多く出されたが、議論が十分でないことで、継続審議とな

った。次回の 2 月県議会で、可決成立させる予定である。現在、埋立に使っている土砂は、沖縄県

内のもので、今後埋立を進めるためには本土からの土砂の搬入が必至となる。搬出予定地では特定

外来生物があちこちで確認されており、そのまま土砂を搬入させることは、土砂条例違反になる可

能性が高い。しかし、防衛局は土砂条例違反と知りながらも、搬入を強行する可能性が高い。なぜ

なら、現条例には違反と知りながら「勧告」することしかできず、それでは防衛局が行政指導を無

視しているのと同じ事が起こる可能性がある。その可能性を無くし、本土からの土砂搬入を止める

ためには、条例の改正が必要である。2 月の県議会の結果を待ちたい。 

 

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

 

 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。 

★ご希望の方は送り先・部数をお知らせください。 

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 ﾑｶｲﾋﾛｼ 

3 部以上お申し込みの方に限り送料無料 

  

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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2．クジラ切手コレクション （75）（76）   立川賢一 
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3.海の生き物とその生息環境に関するニュース 

 

【国際】 

●マリアナ海溝最深部でマイクロプラスチックが大量に堆積 

 中国科学院の研究チームが世界で最も深い海と言われるマリアナ海溝で、1ℓの堆積物（泥）あたり約 2000

個のマイクロプラスチックを発見した。マイクロプラスチックは、5mm 以下のプラスチック片で、最近多く

の海域で高濃度に存在することが知られるようになった。世界では毎年約 3 億トンのプラスチックが製造され

ているが、そのうちの 99％が行方不明になっている。プラスチックが溜まりやすいとされる地球上の 5 つの

海流の渦でプラスチックを調査した研究では、発見されたプラスチックは約 4 万トンだけだった。ほとんどの

海洋プラスチックは、マイクロプラスチック（失われたプラスチック）として目に見えない形で海洋中に存在

し、動物プランクトンや魚に取り込まれ、人間の糞便にもプラスチックが発見される様になっている。（文責：

向井 宏） 

 

【全国】 

●日本政府が IWC 脱退へ 

 日本政府が国際捕鯨委員会（IWC）からの脱退の方針を固めた。日本政府が国際機関から脱退したことは戦

後ほとんど例がない。日本政府の決定は極めて異例と言って良い。なぜ国際社会からの批判を承知で脱退する

のだろうか。国際社会からの非難を覚悟の上で脱退に踏み切る様な国益が捕鯨を続けることにあったのだろう

か。日本政府は昨年 9 月に行われた IWC 総会で、商業捕鯨の再開を提案したが、圧倒的な反対で否決された。

日本は IWC にこのまま加盟したままでは商業捕鯨の再開はもはや望めないとして、脱退に踏み切ったようだ。

しかし、IWC を脱退することによって、商業捕鯨が直ちに再開できるわけではない。一方、南極海で学術調査

を建前にした捕鯨は、IWC の枠外では認められなくなるだろう。国際協調から逸脱して、国際的な反発を招い

てまで、すでに商業的な意味を失っている捕鯨にこだわるのは、いったいなぜだろうか。国益を損ねてまで、

鯨を食べたいのだろうか。いや、もはや捕鯨は商業的にも成り立たない産業なのに、巨額の税金を費やし、世

界から非難を浴びながら、一部の利益のために日本政府が動く。かつて満州国の独立が認められず、国際連盟

を脱退した日本の姿が彷彿とする。（文責：向井 宏） 

 

【関東】 

●茅ヶ崎沖の海底に大量のプラスチックごみ 

 横浜市在住の写真家、豊田直之さんが理事長を務める NPO「海の森・山の森事務局」は、イオン環境財団

の助成で、相模湾や三浦半島沖で海底清掃活動を行っている。茅ヶ崎沖で 2018 年 12 月 22 日に 5 回目の活動

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。 



 

12 

を行った際、沖合の水深約 20ｍの海底に、プラスチックごみが大量に重なり合っているのを発見し、回収し

た。回収したプラスチックごみは、113.84kg にもなり、その中には、レジ袋やペットボトル、ゴルフボールそ

の他プラスチック片が大量に見つかった。豊田さんによると「“ごみの巣窟”はここだけではない。海底に数

え切れないくらいあるのでは」と述べ、プラスチックの海洋生態系への影響が知られる様になってきたが、私

たちの知らないところで汚染は相当進んでいるのかもしれない」と話している。プラスチックの海洋汚染の原

因となるプラスチック製品はほとんどが私たち消費者の生活から出ている。いまこそ使い捨ての生活様式を見

直さなければ、将来はないだろう。（文責：向井 宏） 

 

【沖縄】 

●辺野古に土砂投入開始 投入土砂に疑義 沖縄県は行政指導 

 沖縄防衛局は、2018 年 12 月 14 日、辺野古の沿岸に設置した護岸内に岩ズリ土砂の投入を開始した。これ

に対して、沖縄県は防衛局が提出した資料と異なる土砂が投入されている疑義があり、土砂投入の中止を求

める行政指導を出した。県の立ち入り調査を受け入れ、検査のために土砂を提供するよう要求している。行

政指導書への回答期限は 12 月 27 日だったが、防衛局は指導には従わず、土砂投入工事を続行している。県

が疑義があるとしているのは、提出された資料では粘土質をほとんど含まない土砂のはずなのに、投入して

いる土砂によって海水が濁っており、赤土防止条例に違反している可能性があるというもの。しかし、防衛

局は違反はないと主張している。とにかく何が何でも埋立を強行しようとする防衛省の意向がはっきりして

きた。（文責：向井 宏） 

 

●大浦湾護岸・埋立工事は 2020 年以降に先送り 

 防衛省は、2018 年度予算に計上していた辺野古基地建設経費の約 525 億円を執行しないことを決めた上、

12 月 21 日に閣議決定した政府の 2019 年度予算案にも関連費用を計上しないことを決めていた。これは大浦

湾側の埋立工事を 2020 年度以降に先送りすることを意味する。大浦湾側の埋立予定地では、大型ケーソンを

護岸建設のために沈めて、埋立用護岸にする計画であったが、かなり以前からこの大型ケーソン工事は実施

しないことが決まっていた様だ。これには、大浦湾側の埋め立て地が極めて軟弱な地盤であることが関係し

ていると見られる。地盤改良工事を行わなければ、埋め立て工事にも着手できないとみられ、地盤改良工事

をするためには当初の計画変更が必要で、それには沖縄県知事の承認が必要になってくる。玉城県知事は計

画変更を認めない意向を示しており、防衛省ではこのままでは大浦湾側の埋め立て工事は先送りせざるを得

なかったのではないかと思われる。ただ、軟弱地盤があることは、すでにかなり早くから分かっていたはず

で、それにもかかわらず辺野古側のやりやすいところから埋立を強行し、沖縄県側の諦めを誘う計略だった

と思われる。しかし、ようやく辺野古の基地建設が予定通りには進まないことを政府も認識し始めているよ

うだ。それでも工事を止めて、再度計画を見直す姿勢を見せようとはしていない。予算案に盛り込まないこ

とも、沖縄地元のメディア以外は、報道もしない。政府は辺野古が唯一の選択肢としていたが、辺野古も選

択肢にはなりえないことが認識されたのではないのか。あらためて辺野古・大浦湾の埋立を一時も早く中止

して欲しい。今ならまだこの貴重な海の生態系は回復できる。（文責：向井 宏） 
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4.海の生き物に関する運動・行事・他の団体の情報 

【関東】 

◆千葉県立中央博物館分館 海の博物館 海の体験コーナー 

【微小貝を探そう】 

日時：2019 年 2 月 2 日（土）11:00～11:20、13:30～13:50 

対象：どなたでも（小学生以下は保護者同伴） 

人数：各回先着 6 名 

料金：材料費 50 円／人 

【海藻おしばを作ろう】 

日時：2019 年 2 月 23 日（土）11:00～11:20、13:30～13:50 

対象：どなたでも（小学生以下は保護者同伴） 

人数：各回先着 6 名 

料金：材料費 50 円／人 

 

【関西】 

◆隠花植物展 

 京都にあるカフェ「ウサギノネドコ」は、知る人ぞ知るミニ博物館のような場所。町屋のたたずまいを残

すスペースで、自然の美しさ、不思議さ、造形美を発信しているユニークな存在です。ここで2019年2月27

日（水）まで「隠花植物展」が開催されています。隠花植物とは花を咲かせない植物たちのことで、菌やキ

ノコや苔・シダや粘菌・藻類などが含まれています。この隠花植物の中の「藻類」では海藻おしば協会の野

田三千代会長の作品展示と、ワークショップを開催します。

是非この機会に古都京都を訪ねながら隠花植物の魅力を堪能

してください。 

 

【海藻ワークショップ】 

海の森のお話しと海藻おしばのシオリ制作 

日時：2019年1月27日（日）1部11:00〜12:30 2部14:00〜15:30 

※要事前申し込み、各回開始30分前から受付開始（1部と2部のイベントは同じ内容で入れ替え制） 

場所：ウサギノネドコ京都店（京都市中京区西ノ京南原町37） 

講師：野田 三千代（海藻デザイン研究所） 

参加費:：3,500円（税込） 

定員：各回12名 

★申し込みなど詳しいことは下記ホームページをご参照ください。木曜定休。 

ホームページ https://usaginonedoko.net 

  

https://usaginonedoko.net/
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5.  海の生き物とその環境に関する出版物・CD 

●久保田信著「不老不死のクラゲの秘密」 毎日新聞出版 pp.165 (2018) \1500＋税 

 人間の飽くなき欲望「不老不死」。これを実現しているクラゲがいる。その名は、ベニクラゲ。著者が忍耐

強く研究の対象にしてきたクラゲである。この本は、そのベニクラゲの不老不死の秘密を明らかにしている本

ではない。不老不死の秘密は、今のところ

それほどはっきりしてはいない。そのう

ち、科学の眼はそれを解き明かすに違い

ないのだが。この本は、ベニクラゲの秘密

の話を語りながら、クラゲという生き物

の基礎的な知識を平易な語り口で人々に

知ってもらいたいという思惑で書かれた

と思う。大きい活字を使い、分かりやすい

言葉で書かれており、その意図は明らか

だ。本書はベニクラゲの秘密だけでなく、

著者の学生時代からのクラゲ研究の歴史

を詳しく教えてくれる。彼は最初、速やか

にクラゲになって生殖し死んでいくカイ

ヤドリヒドラの研究を行っていた。その

過程で、著者は若返りをするベニクラゲ

に出会う。早死にするクラゲがいる一方

で、若返りして死なないクラゲもいる。そ

の進化の不思議に挑んでいく。不老不死

は、秦の始皇帝以来、人間が乞い願った願

望＝欲望だった。著者は、若返りをするベ

ニクラゲを見つけるが、こうも言ってい

る。「私たちはそれ（不老不死）を手にする資格をもっているか？」「自然を破壊し、他の生物に迷惑をかけ

続ける私たち人間」が、不老不死を手に入れて永遠に居座り続けることに、果たして価値があるか？ 福島第

一原発の事故の後、周辺の海のベニクラゲには、奇形が増えてきている。私たちの生きる道を考えるためにも、

一読を勧めたい。（向井 宏）  
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岩手県大槌町の震災復興の現実を学ぶ 

 東日本大震災から 7 年半を経過した大槌町を、シニア自然大学校「地球環境自然学講座」の自然観察会とし

て訪問しました。大槌町とのつながりは、個人的にはヒラメ稚魚を全国的に調べた場所の一つであったことで

すが、シニア自然大学校としては大槌町の赤浜地区への巨大な防潮堤設置の押し付けを、民意を結集して跳ね

除けた取り組みをドキュメンタリー映画「赤浜ロックンロール」にまとめた映画監督小西晴子さんとのつなが

りによります。 

 

 大槌では、震災を契機に教育こそ復興の柱にすべきとの考えから、それまでの 4 つの小学校とひとつの中学

校をまとめて設立された小中一貫の大槌町立「大槌学園」を、松橋文明校長に授業の様子も含めて案内してい

ただきました。まず驚かされたのは、全校生 700 名前後がゆったりと勉強でき、上級生と下級生が交流できる

配慮の行き届いた校舎は、2 つの大きな体育館も含めて、地元の木材を使用して造られていることでした。木

の香りと居心地の良さに参加者全員感激しました。校長先生の熱い思いと相対的に若手の先生方の意欲があい

まって進められている新たな教育は、廊下ですれ違う生徒さんたちの笑顔の挨拶や振る舞いからも感じ取られ

ました。同じように、かさ上げした町の中心に新たに設置された大槌町文化交流センター（通称おしゃっち館）

も地元産の木を使った木造の立派な建物でした。所長の北田竹美さんは地元を離れて IT 企業に務めてられて

いたそうですが、震災を契機に請われて大槌に戻られ、新たな地域コミュティづくりの拠点として文化交流セ

ンターを震災の伝承など縦横に活用しようと多様な工夫をされている姿に感動しました。 

 

 大槌町訪問の直接の目的は、深い森に囲まれ、大槌川と小槌川が流れ込み、海底湧水にも恵まれ、漁業を基

幹産業とする町の復興の確

認でした。その問題を正面か

ら捉えた映画赤浜ロックン

ロールの“主役”赤浜地区の

復興を考える会の会長川口

博美さんから、直接お話を聞

く機会に恵まれました。震災

で母、妻、最愛の孫をなくさ

れた川口さんの信念は「人間

が造ったものは必ず崩れ

る」、「海が見えなくなる巨

大な防潮堤はかえって危険」

と赤浜地区の住民を説得し、

最終的に全員一致で、町が提

示した高さ 14.5ｍ、底辺幅

6. 有明海と三陸の水辺から（87）     田中 克 

写真１ 赤浜地区の海辺に設置されていた

震災前の防潮堤（地盤沈下分のみ上乗せ） 
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65ｍの防潮堤案を撤回させ、震災前の 6m の防潮堤の上に地盤沈下分の 70cm を上乗せした（写真１）だけの

原型にとどめたのです。その反骨精神は「孫が背中を押してくれた」からだと、とつとつした語りに一同目頭

が熱くなるのをこらえながら聞き入りました（写真２）。 

 

写真２ 赤浜地区の復興を考える会の会長川口博美さんから話を聞く 

 

 一方、大槌川河口に設置された巨大な水門の両側には同じ高さ（14.5m）の防潮堤建設が進み、これまでの

海の代わりにコンクリートの塊を見ながら暮らす町民の日々に思いを馳せました。さらに、同規模の巨大な防

潮堤が吉里吉里や鵜住居など後背地に守るべき住宅などがない場所にも設置されてしまっていました。鵜住居

川の河口域には、かつてきれ

いな砂浜が広がり、ヒラメ稚

魚の格好の生息場所になって

いましたが、その生息場の破

壊（写真３）を目の当たりにし

て水産業の将来に暗雲が漂っ

ている現実に胸が痛みました。 

 

 

 

 

写真３ 鵜住居の浜をつぶして

建設された巨大な防潮堤 

  



 

17 

い 

 

嘉徳海岸の生き物の貴重・希少性 

 嘉徳海岸での生き物調査は、それまで 2 回行われた。2017 年には「海の生き物を守る会」主催の調査が 6

月 11 日に行われた。その報告書をまとめた。それによると嘉徳海岸で採集された貝類は、この日一日で 63 種。

このほとんどは死殻の打ち上げである。汀線にそって歩いて行くと、実にさまざまな貝殻が打ち上がっている。

その中で多いのは、ワカカガミ、シマワスレ、ナガタママキ、キュウシュウナミノコ、タイワンキサゴなどで，

いずれも外洋浅海細砂底群集の種である。分かりやすく言うと、外洋性で、浅い砂の海底に棲んでいる貝類で

ある。興味深いのは、これら多数を占める貝類が、どの種もみな「絶滅の怖れがある種」として指定されてい

るものばかりなのである。ナガタママキ（絶滅危惧Ⅰ類），ホシヤマナミノコザラ，トウカイタママキ（絶滅

危惧Ⅱ類），タイワンキサゴ，ナミノコガイ，キュウシュウナミノコ（準絶滅危惧）が環境省のレッドリスト

に上がっている種類である。その他にもタイワンキサゴ，ナミノコガイ（準絶滅危惧）は，沖縄県のレッドデ

ータブック（沖縄県，2017）では絶滅危惧Ⅰ類，キュウシュウナミノコ（準絶滅危惧）は絶滅危惧Ⅱ類とされ

ている。とにかくびっくりするほど希少種がいっぱい見つかる。その後、2017 年 12 月にも生き物調査を行っ

た結果を加えると、貝類だけで、425 種（腹足綱 311 種，ツノガイ綱 2 種，二枚貝綱 112 種）にも上った。

とくに 12 月の調査時には、打ち上げの貝類が極めて多く、とくに小型・微小貝の打ち上げが多くて、非常に

多様な貝類相があることが明らかになった。以下の写真は、6 月の調査時に撮られた貝類の写真である。

 

7. ジュラシック・ビーチを次の世代へ残したい（１８） 向井 宏 
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 オカヤドカリ類は、すべての種類が国の天然記念物に指定されている。この 2017 年 12 月の調査では、念

入りにオカヤドカリ類の調査を行ってみた。そして、ムラサキオカヤドカリ 29 個体，ナキオカヤドカリ 

57 個体，オカヤドカリ 4 個体，不明 8 個体の 98 個体を嘉徳海岸の海浜部で確認できた。この個体数は、

大島支庁瀬戸内事務所が行った護岸工事実施のための生き物調査で確認した個体数とほぼ一致していた。も

っとも、その調査では種類を同定しておらず、オカヤドカリ類としか認識していなかった。とにかく、多く

のオカヤドカリ類が嘉徳海岸で生息している。これらのオカヤドカリ類は、昼間はほとんどがアダンなどの

後背植生帯の中で休息し、夜になって暗くなるといっせいに砂浜海岸へ降りてきて、活動を始める。翌朝、

明るくなるとオカヤドカリ類はすべて再びアダン林に入り込んで、砂浜には姿がなくなる。しかし、砂浜の

表面には、オカヤドカリ類が夜中に歩

いた足跡が、縦横無尽にその痕跡を残

している。沖縄・奄美の海岸では、蛇

が歩いた跡のように見えるオカヤドカ

リの歩行跡が観察されることが多い。

蛇が歩いた跡だとびっくりする人が多

いが、それはオカヤドカリ類が夜中に

砂浜の表面を餌を探してさまよい歩い

た跡なのである。瀬戸内事務所が住民

への説明会で、このオカヤドカリ類へ

の対策として説明したのが、ヤドカリ

が海岸を上下するために垂直護岸に幅

10cm くらいの誘導路を斜めに付ける

（下図）というものであった。いった

いどれだけのオカヤドカリがこの誘導路を通って海岸へ降りるだろうか。こんなものをまじめな顔して生物

への配慮と言ってしまうおそろしさ。 

 甲殻類では、その他に、ミナミス

ナガニ、スナガニ、カワスナガニの

スナガニ類が見られた。そのうち、

ミナミスナガニの出現は、比較的貴

重な記録だし、カワスナガニは嘉徳

川河口に産する保護すべき対象種と

考えられている。本来河口域に生息

するカワスナガニがこの嘉徳の砂浜

で見つかったことは、実はのちに重

要な知見となるのだが、その時はあ

まり気にとめなかった。後から考え

ると、貝類でも河川に生息する貝類

の打ち上げ貝殻が 8 種も砂浜で見つ

かっていた。（つづく）  

ムラサキオカヤドカリ 

大島支庁瀬戸内事務所が住民説明会で示したオカヤドカリの誘導路計画 



 

19 

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。 

 投稿用メールアドレス hirumo@live.jp と投稿フォーム https://goo.gl/GjWIjL をご活用ください。 

 

9．編集後記 

あけましておめでとうございます！ お正月から最後までお読みくださった皆様、ありがとうございました。「うみひるも」は、

この新年号で 232号を数えます。素晴らしい執筆陣に支えられて毎月 2回というペースをほぼ崩さず、このボリュームの

メールマガジンを発行し続ける向井代表の熱量はすさまじいです。編集手伝いの私は息も絶え絶えですが、海の生き物

に注がれる代表の温かいまなざしへの共感は尽きることがありません。今年も走り続けますので、是非ご愛読ください。 

ときどき伴走や代走をしてくださる方、お待ちしております。給水サポート（原稿や写真のご提供）も大歓迎です。今年こそ、

海の環境にとって良いニュースが多い 1年になりますように。（ちよ） 

 

とうとう美ら海、辺野古沖の浅海、かつてジュゴンの餌の海草調査を行った場所に土砂が投入され、サンゴや海草が埋

め立てられてしまった。心が潰されるような悲しみだ。それも、人々のためになることを目的としているなら、なんとか心を

慰めることもできるが（それでも嫌なものは嫌だ）、この埋立は戦争のため、人殺しのためなのだ。なんと言うことをする人

たちがいるんだろう。悲しみと怒りが昨年一年の思いだった。毎年、年のはじめには今年こそはと思うのだが、どうにもなら

ぬことも多い。微力な自分と圧倒的な権力との違いをみて、さらに悲しくなる。環境の悪化も暗い未来を予感させるばか

り。でも、でも、今年はなんとかして良い年にしたい。（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。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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