
 

1 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
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「今月の海の生き物」 クサトベラ Scaevola taccada   

 太平洋からインド洋の熱帯から亜熱帯の砂浜に生育する常緑の木で、クサトベラ科に属する日本で唯一の野

生種である。日本では薩南諸島以南の奄美・沖縄・先島諸島と小笠原諸島の海岸に普通に見られる。高さ 1~2m

の低木で、トベラに似た葉を持つが、葉も茎も柔らかいので、クサトベラという名前が付いた。花は唇状で、

葉腋から集散花序を出す。花冠は 5 裂し、白色で紫色の筋があり、下部に集中する。葉は互生し、茎の先に

集まって付く。南西諸島では初夏のころ、小さな花をつける。花の大きさは数 mm で、大きい葉の陰に隠れ

て咲くので、注意しな

いと見えない。花冠の

上に柱頭（めしべ）と

いわれる器官があり、

下を向いているのが

わかる。この柱頭の先

におしべから花粉を

受け取って貯めてお

く花粉杯があり、昆虫

が蜜を求めてやって

来た時に、背中に花粉

を付ける。その後、柱

頭の花粉杯は役目を

終え、そのあとに柱頭

がめしべとしての役

割を持つようになり、やってきた昆虫から他の花の花粉を受け取り受精するという、複雑な受粉過程を持つ。

果実は丸く、種子は 2 個。               （奄美大島龍郷町用安海岸にて 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 

 

 

【活動予定】 

◆「海の生き物を守るフォーラム 2019」 来聴者を募集しています 

「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。参加される方は、できるだけ事前

の申し込みをお願いします（当日参加も可能です）。 

 

★申し込み先メールは、umi@nacsj.or.jp 

★申し込みフォームは、https://goo.gl/YJAu2T 

 

日時：2019 年 2 月 3 日（日）10:30～15:40 

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 1-3-49, tel.06-6910-8500） 

駐車場利用可 

アクセス：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  

mailto:umi@nacsj.or.jp
https://goo.gl/YJAu2T
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プログラム（予定） 

開場 10:00 

開会 10:30      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

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。 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆今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。 

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、天満橋駅周辺で懇親会を行います。 17:00~ 

会員はぜひ参加をご検討ください。★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。委任状フォームは、https://www.secure-cloud.jp/sf/1415847564ulWxeuUG   

https://www.secure-cloud.jp/sf/1415847564ulWxeuUG
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現在まで300枚、164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、今年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 300 枚の調査票が寄せられ、全国 164 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。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その他、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 

http://e-amco.com/research
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【活動報告】 

「わだつみ 海の生き物情報誌」創刊号を発刊しました 

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」創刊号を 2019 年

1 月 10 日に刊行しました。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 

http://e-amco.com 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物の情報、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  

  

http://e-amco.com/
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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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。調査に役立

てていただくため、「砂浜フィールド図鑑」シ

リーズの 1 冊目として、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 

 

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

入のおそれがあり、外来生物の侵入を食い止

めるために、県外からの土砂の搬入を規制し

ている土砂条例の改正を沖縄県議会に提案

した。12 月の県議会で議論されたが、継続

審議となり、次回 2 月の県議会で再議に付さ

れる。右は、沖縄タイムズの紙面。 

 

 

 

 

 

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

 

活動を広めるためにパンフレットを発行しています（写真は表紙）。

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・部数を下記までお知らせください。 

     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は、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 （77）（78）   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。 

 

 

 

 

【中四国】 

●珍しいサラワクイルカが漂着 高知県 

 高知県四万十市の平野海岸にイルカが 1 頭死んで打ち上げられているのが、1 月 3 日早朝に発見された。土

佐清水市の足摺海洋館学芸員によると、熱帯・亜熱帯地方の生息するサラワクイルカではないかという。サラ

ワクイルカは、日本に漂着した例は非常に少なく、その生態も十分分かっていない珍しい種類のイルカらしい。

平野海岸に漂着したイルカは、体長約 1.4m で、若いメスとみられる。（文責：向井 宏） 

 

サラワクイルカの群れ （wikipedia より） 

 

 

【沖縄】 

●安倍首相、「辺野古埋立」でまた嘘・ウソ 

 「沖縄の民意に寄り添い、負担軽減に全力で取り組む」と言いながら、辺野古の新基地建設を強引に進める

安倍首相が、年頭の NHK 番組「日曜討論」で、「土砂投入にあたって、あそこのサンゴは移植しており、環

境には最大限の配慮を行っている」と述べた。しかし、現在土砂投入が行われている辺野古沖の「埋立区域

2-1」からはサンゴの移植はまったく行われておらず、海域内のサンゴ群体はそのまま埋め立てられてしまっ

ている。辺野古新基地建設に必要な埋め立て工事で、大きさ 1m を超えるサンゴ群体が全体で約 7 万 4 千ある

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Frazer%C2%B4s_dolphin_group.jpg
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が、これまでに移植されたサンゴは、別の海域からのオキナワハマサンゴ 9 群体のみであり、安倍首相の言説

はあきらかに嘘である。玉城デニー沖縄県知事は、ツイッターで「現実はそうなっていない」とさっそく反論

した。サンゴ研究者の東京経済大学の大久保奈弥准教授は、「そもそもサンゴを移植しても生き残るのはわず

かで、環境保全策にはなりえない」と指摘している。安倍首相は、「砂浜の絶滅危惧種は砂をさらって別の浜

に移す」とも述べた。これも嘘である。オカヤドカリ類や貝類では、一部手で採取して移植した事実はあるが、

砂をさらって別の浜に移すことは、沖縄防衛局も計画していない。嘘八百を並べて、「環境に配慮しています」

と言うが、まったく配慮していないことを露呈している。（文責：向井 宏） 

 

 

●辺野古住民が国を提訴へ 「埋立承認撤回の停止は違法」 

 沖縄県名護市の辺野古新基地建設で、沖縄県が埋立承認を撤回したことから、防衛省が行政不服審査法に基

づき、国土交通大臣に沖縄県の撤回の執行停止を申し立てた。この申し立ては防衛省が「私人」だとして、申

し立てたが、国交相はそれを認めた。その結果、辺野古海域への土砂の投入が続けられている。これに対して、

辺野古住民らが国を相手に執行停止の取り消しを求める抗告訴訟を那覇地裁に起こすことを決めた。準備が整

い次第、早ければ今月末には提訴する。行政不服審査法を使って国が「私人」を装い沖縄県を訴えるのは、故

翁長知事が埋立承認を取り消したときも、行われたが、当時から違法であると指摘する法律専門家は多い。住

民訴訟では、このような脱法的な手法を問題として、国の違法性を訴える。裁判所が住民の訴えを認めれば、

辺野古の工事は再び止めることができる。（文責：向井 宏） 

 

 

●「辺野古基地建設を県民投票まで一時止めよ」 

トランプ大統領への請願署名 20万筆を超える 

 沖縄県名護市辺野古に建設中の米軍基地工事を、2 月 24 日に予定している県民投票まで一時的に中断して

欲しいというアメリカ大統領あての署名運動が一時締め切り日の 1 月 8 日までに約 20 万筆を超えた。この署

名は、アメリカのホワイトハウスの請願サイト「We The People」で、アメリカ人のロバート・カジワラさん

が提案して始まった。署名が 30 日以内に 10 万筆を超えた場合は、大統領は請願への回答を 60 日以内にしな

ければならない。署名は今後も大統領が回答するまで受け付けている。大統領はどんな回答をするだろうか。 

 アメリカでも辺野古の基地建設反対の運動が始まっている。ホワイトハウス前の広場で行われた集会には、

退役将兵らによる「ベテランズ・フォー・ピース（VFP）」の人々も参加、元海兵隊員は、「あの美しい大浦

湾の海が米軍基地のために破壊されるのは平和を失うことだ」と訴え、平和運動家のデービッド・スワンソン

さんは、予算不足で政府閉鎖に陥っているトランプ大統領へ「あなたが閉鎖すべきなのはすべての米軍基地だ」

と声を上げた。（文責：向井 宏） 
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【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（木曜定休）。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・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。 

 

◆隠花植物展：海藻ワークショップ「海の森のお話と海藻おしばのシオリ制作」 

講師：野田 三千代（海藻デザイン研究所） 

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

※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） 

参加費:：3,500円（税込） 

定員：各回12名（要事前申込） 

 

 

 

 

★詳しいことは下記ホームページ等をご参照ください。

https://usaginonedoko.net/   

https://usaginonedoko.net/
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◆大阪湾ウミウシ観察会 第 17回 冬のウミウシを見よう （リベンジ！） 

 

12月 22日に予定していた観察会は雨のため中止になりましたので、1月 26日に再度計画しました。 

 

 ウミウシは海の宝石とも呼ばれ、非常に人気の高い生き物ですが、実物を見たことがないという人が多いで

す。大阪湾には 150 種を超えるウミウシが生息していますが、生息状況がよくわかっていない種も多く、どこ

に行けばどんなウミウシが観察できるのかあまり知られていません。大阪湾ウミウシ観察会では、そんなウミ

ウシを観察できる機会を増やし、大阪湾にもこんなに魅力的な生き物がいるということを伝えていきたいと考

えています。 

 冬には冬だけのウミウシが見られます。台風 21 号の影響やそこからの回復の様子を調べてみます。寒いと

思いますので、温かい格好で、軍手の下にゴム手袋などをつけると手が濡れなくて探しやすいです。 

 観察できる可能性が比較的高いウミウシ：クロシタナシウミウシ、オカダウミウシ、イズミミノウミウシ、

アメフラシ、ツヅレウミウシなど。約 10～15 種のウミウシを観察できる予定です。 

 

日時：2018 年 1 月 26 日（土）雨天中止 

場所：和歌山市加太・城ヶ崎の磯 

集合＆解散：12:20 南海本線「加太」駅改札（または 12:50 城ヶ崎入口）～16:30 頃解散（潮の関係で遅くな

りますので、ご注意ください） 

交通：10:45 南海「なんば」駅発の特急サザン 15 号（後 4 両自由席）に乗ってください。マイカーの方はご

相談ください 

対象：どなたでも（中学生以下は保護者同伴） 

参加費：大人 500 円、中学生以下 300 円 

定員：20 名（メール先着順） 

持ち物ほか：弁当、水筒、長靴または濡れてもいい運動靴、帽子、軍手、防寒具 

 

★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(７)予定交通手段（電車 or マイカー）を記入し、表題を「1/28 ウミウシ観察

会申込み」として、メールで申込み umiushi@nature.or.jp  1 週間以内に参加可否を連絡します。

連絡のない場合はお問い合わせください。締め切りは 1 月 22 日（先着順） 

 

問い合わせ先：大阪自然環境保全協会内「1 月 26 日ウミウシ観察会」係 06-6242-8720 

  

mailto:umiushi@nature.or.jp
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津波に襲われる三陸沿岸の後方支援の文化 

 前回紹介した岩手県大槌町の内陸部に位置する遠野市と住田町の訪問は、京都大学名誉教授の池上惇先生が、

遠野や住田に根付いている知恵を働かせ自然と共に生きてきた暮らしと文化に日本のふるさとの原型を見出

され、「文化資本」の“経営”にこそ持続循環的な生き方の原点があると、学びの拠点作りを進められているこ

とを知ったことによります。 

 東北太平洋沿岸域には繰り返し津波が押し寄せ、そのつど内陸部の町は海辺の町の後方支援に当たってきま

した。大槌町にとって遠野市がその役割を担っています。遠野は古来農業に生きる暮らしと文化が根付いた土

地柄です。今回の訪問の中心地は、早池峰山麓にある日本最古とされる早池峰神社の隣にある「遠野早池峰ふ

るさと学校」（写真１）であり、市立大出小中学校が廃校になった跡地を活用して平成 22 年に発足しました。

ここには今でも座敷童がいるとされ、一室には御神体が祀られています。その中で、ソバ打ち体験で作ったソ

バをいただき、縄を縫う体験を楽しみました。ここには畑、周りの森や川で取れる食材や資材をたくみに利用

し、自然と共に生きる知恵と暮らしを、続く世代や都市の人々に伝える活動に、地元の年配の皆さんが生き生

きと関わっておられました。 

写真１ 今でも座敷童がいるという早池峰遠野ふるさと学校  

5. 有明海と三陸の水辺から（88）     田中 克 
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 遠野ふるさと学校の初代学校長を務められた藤井洋治さんの出身地である住田町（遠野市の西南）の暮らし

と文化に関心を持たれた池上先生は、構想を温めてこられた学びの場としての「ふるさと創生大学」を地元の

全面的な協力を得て、住田町に 2018 年 5 月に開校されました。その背景を地域と都市を結ぶ農家「民泊」か

ら実感し、三陸の名峰五葉山に抱かれ、気仙川（写真３）が流れる豊かな自然、林業（その象徴としての木造

町役場：写真２）と農業、交通の要所、国境

としての歴史などを背景に、地域から確かな

未来を開いて行こうとする知恵と技をもった

人々、すなわち文化資本に触れることとなり

ました。 

 

 

写真２ 住田町の地域おこしのシンボルとして

の木造（集成材使用）町役場 

 

 

 

写真３ 住田町のシンボル五葉山に発し、町の

真ん中を流れる気仙川 

 

 シニア自然大学校地球環境自然学講座では、この間「森里海のつながり－いのちの循環」をテーマに、自然

の仕組みとそれに依拠した文化より学ぶ講座と観察会を進めてきました。単に森と海のつながりを知ることに

とどまらず、むしろそのつながりが“間”としての「里」に暮らす人々（私たち）の営みよって壊され続けてい

ることに焦点を合わせ、いかにつながりの再生への流れを生み出すかを目標にしています。豊かな恵みを与え

てくれる「自然資本」を持続循環的に“経営する”には、人々の知恵と技に裏打ちされた「文化資本」が不可欠

といえます。今回の住田の訪問はそのことを体感するよい機会となりました。 

 東北には、古来度重なる津波の襲来を受ける歴史が繰り返され、日ごろより海の幸、とりわけ内陸部に不足

がちな動物たんぱく源としての魚介類を供給してくれる沿岸の民を思う気持ちが、震災時には後方支援を担っ

てきたと思われます。これからの持続循環共生社会には「森に暮らし海を思い、海に暮らし森を思う」思想が

不可欠と考えられます。日本のふるさとともいえる東北から学ぶことが多いことを改めて感じる観察会となり

ました。  
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い 

 

採石業が貴重な生態系をつぶす 

 まず、前号の記述の訂正です。前号の嘉徳海岸の調査で見つかった甲殻類のうち、スナガニとしたのは、ナ

ンヨウスナガニの間違いでした。またカワスナガニとしたのは、タイワンヒライソモドキでした。お詫びして

訂正します。ご指摘いただいた和田恵次氏に感謝します。 

 

 2016 年 9 月の嘉徳海岸の調査の合間に、奄美南部の砕石場の様子を見に行った。沖縄県名護市の辺野古・

大浦湾の埋立に大量の岩ズリが

必要になるとして、沖縄防衛局は、

西日本の 7 ヶ所から約 1 千万㎥

の土砂を調達する予定にしてい

る。そのうち、奄美大島からもっ

とも多くの土砂が搬出される予

定（約 530 万㎥）になっている。

防衛省は話し合いの席でも、どの

業者から購入するかはいっさい

未定だとしているが、奄美大島の

砕石場では様々な動きがある。最

近の採石業は需要が減ったこと

もあり、多くの砕石場が閉鎖され

ていた。ところが、それらの砕石

場が採石事業を次々と再開する

様になってきた。われわれが見に

行った大和村の砕石場でも、新た

な砕石場開設の申請が出されて

おり、辺野古埋立に備えての動きであることは明らかであった。大和村民は住民大会を開いて反対を決議し、

新規に砕石場の開設は今のところ止まっているが、いつこの計画が動き出すかもしれない。 

 

 実はこの年の 1 月 22 日に、私たちは市集落の砕石場からの濁水で地先の海の生き物がほとんど死んでいる

ことから、採石業の管理庁である経産省と国交省・環境省に、対応を求める要望書を持って行き、交渉を行っ

た。場所は衆議院第一議員会館の第 4 会議室。こちらは海の生き物を守る会から 3 名、自然と文化を守る奄美

会議から 1 名、辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会から 2 名が参加。省庁との面談を仲介していただいた沖縄

県の赤嶺議員も参加した。省庁側は環境省から 2 名、経産省から 1 名、国交省から 1 名が来た。私から要望書

の内容を説明した。経産省の回答は、鹿児島県が担当なので、そちらに行けというもの。鹿児島県にも既に何

写真 1 新たに砕石場を開こうとしている大和村の山と港に設置された土砂堆

積場。手前に鉄パイプで組まれた外来生物監視台 

6. ジュラシック・ビーチを次の世代へ残したい（１9） 向井 宏 
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「うみひるも編集部」まで、お気軽にご連絡ください。 

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

 

度も要望書を出している。それでも一向に改善されず、まして海の中に沈殿した泥の撤去への要求には何の回

答もない。環境省も国交省も、煮え切らず、責任逃れの回答しかしない。その後、議員会館で集会を開いた。

福島みずほ議員が駆けつけてくれ、激励していただいた。 

 

 写真 1 は、大和村の港に設置された砕石の堆積場の写真である。県外から辺野古へ持ち込む土砂には、特定

外来生物のアルゼンチンアリやセアカゴケグモなど有害なものや、各種の外来植物の種子などが含まれている

可能性が大きく、沖縄県内の生態系への影響が心配される。沖縄県議会は、辺野古土砂搬出反対全国連絡協議

会の提案を受けて、沖縄県が県外から搬入されてくる岩石・土砂を規制するための条例（土砂条例）を制定し

た。それによって、那覇空港の新滑走路建設の埋立で奄美大島などから搬入している岩石の砕石場を視察した

ところ、すべての砕石場からハイイロゴケグモの混入が確認された。条例に基づき、岩石の洗浄を義務づけた。

採石業者は、外来生物が岩石・土砂に含まれていないかどうか確認をしなければならない。ところが、そのや

り方は、この写真で見られる様に、人が一人立つことができる様なお立ち台を堆積場の隅に作り、そこから監

視すると言うのである。お立ち台には、外来種の写真が並べられ、ここで外来種が混入していないかをきちん

と監視していますというのである。でも、誰がこれを信じられよう。大型の犬や猫ならここからでも見つける

ことができるかもしれないが、大きさ 1cm 程度の多くのヒアリやアルゼンチンアリ、ハイイロゴケグモ、など

などの特定外来生物では、とてもこの監視台から見つけることなど不可能だ。こんな茶番のようなことで、辺

野古へ土砂を運ぼうとしている。さらに、奄美大島の各村で見た様に、採石業は山を崩し生態系を大規模に破

壊する。あらためて採石法を見てみると、環境への配慮などどこにも書かれていない。道路やビルなどの建設

ラッシュに対応するために、日本各地で山を崩し砕石ができるようにするための採石法だった。これから、採

石法に環境配慮義務を入れる運動を進めていく必要があると痛切に感じた。（つづく）  

mailto:hirumo@live.jp
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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。 

 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。 

 

8．編集後記 

◇当会フォーラムの日程が迫ってまいりました。ご参加の申し込み（https://goo.gl/YJAu2T）や、総会欠席の会員の委

任状提出（https://www.secure-cloud.jp/sf/1415847564ulWxeuUG）など、お手数ですがお願いします。 

◇発刊ほやほやの「わだつみ 海の生き物情報誌 創刊号」は、下記リンクからダウンロードできます。冒頭から向井代表

が里海論批判を展開しますので、ご一読を。地域活性化や海に親しむ市民の増加につながる里海活動に悪いイメージ

を持っている人は一般に少ないと思いますが、そこに忍び込む「エセ」に科学者の目が光ります。（ちよ） 

http://9765145552aa0409.lolipop.jp/wp-content/uploads/pdf/wadatsumi001.pdf 

 

 なんとか「わだつみ」創刊号を発行できた。しかし、当初予定していたほど原稿が集まらなかったこともあり、ページ数の

少ない創刊号になったことは、少々残念だ。でも、この雑誌を発刊することを決めてから、創刊するまでの時間が数ヶ月

だったことを思えば、これも仕方ないかもしれない。もっとのんびり構えて創刊号にたどり着けば良かったのかもしれないの

だが、私にはあまりのんびりもできない事情もあった。昨年から終活を始めており、やらねばならないことがいっぱいあるこ

とに気がついたというわけだ。それから「わだつみ」がどんな雑誌か分からないという人もいるので、とにかく創刊号を出し

て見てもらおうという気持ちもあった。そんなこんなでちょっと急いで創刊した。問題はこれからだ。2 号をなるべく早く出し

たいのだが、これは原稿の集まり次第になる。 

みなさん。奮って原稿をお寄せください。原稿が集まらなければ、第 2号は永遠に出ないことになります。ぜひ、ご協力

を。（宏） 

 

 

 

 

  

mailto:hirumo@live.jp
https://goo.gl/GjWIjL
https://goo.gl/YJAu2T
https://www.secure-cloud.jp/sf/1415847564ulWxeuUG
http://9765145552aa0409.lolipop.jp/wp-content/uploads/pdf/wadatsumi001.pdf
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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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