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「海の生き物を守る会」メールマガジン No. 234

2019. 2. 1（金）
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「今月の海の生き物」

コブダイ

Semicossyphus reticulatus

タイと名前が付く魚だが、タイ類ではなく、スズキ目ベラ科ベラ属の一種である。雄は体長 1m を超える大
型魚で、頭の上に大きいコブを持つことが特
徴である。雌はコブを持たず、体長も 50cm 程
度で、体色も異なり、同じ種には見えない。
雌はカンダイと呼ばれ、別種と思われていた。
雌性先熟の性転換をするので、50cm を超える
個体はすべて雄となる。幼魚は、親とは似て
も似つかない体色をしている。写真は、2018
年 11 月に気仙沼市舞根湾で観察された体長
5cm のコブダイの幼魚である。本種は本来、

朝鮮半島や本州南部、東シナ海などの暖帯の海に生活するが、
幼魚はしばしば北方まで流されて死滅回遊を行う。沿岸の浅
海に棲み、雄は繁殖のための縄張りを持ちハーレムを形成す
ることで知られる。口部には固く頑丈な歯を持ち、サザエ、
カキなど大型の貝を噛み砕いて食べる。寿命は 20 年ほどにも
なる。
右の写真は、コブダイの雄（ウエブサイト Private Aquarium 魚類図鑑
https://aqua.stardust31.com/suzuki/bera-ka/kobudai.shtml

から）。

（幼魚は、宮城県気仙沼市舞根湾にて

益田玲爾氏撮影）
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【活動予定】
◆「海の生き物を守るフォーラム 2019」
「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）10:30～15:50

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
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プログラム
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

10:40~11:20 基調講演

「砂浜の連続性」

11:20~11:50 講演 1

「荒瀬ダムの撤去と沿岸生態系の復活」

宏（海の生き物を守る会）
須田有輔（水産大学校）
つる詳子（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」

13:50~14:00

安部真理子（日本自然保護協会）

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

→ https://www.nacsj.or.jp/2018/12/13769/

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」終了後は、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。★総会に参加できない場合は、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 → https://www.secure-cloud.jp/sf/1415847564ulWxeuUG
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全国の砂浜海岸生物調査にご協力ください
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（3月末）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）

7.

長浜（宮崎県串間市）

2.

粉白海岸（和歌山県那智勝浦町）

8.

小倉ヶ浜（宮崎県日向市）

3.

表浜海岸（愛知県）

9.

原之里海岸（長浜）（鹿児島県種子島）

4.

百名ビーチ（沖縄県南城市玉城字百名）

10. 三戸浜海岸（神奈川県三浦半島）

5.

閖上海岸（宮城県名取市閖上）

11. 恋問海岸（北海道白糠町）

6.

百道浜海岸（福岡県福岡市）

12. 以久科海岸（北海道斜里町）

※このうち、5. 閖上海岸は、防潮堤の建設で保全すべき砂浜としての価値がなくなったこと、6. 百道浜海岸
は、人工ビーチであったことが分かりましたので、「守るべき砂浜」リストから削除します

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。
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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
ぜひお読みください
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★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

お知らせコーナー

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』
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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

●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
2 月 4 日に県議会与党会派と懇談
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、審査を厳重にすること、違反した業者には搬入を認めない罰則を加えるなどの改正案を提案
し、昨年 12 月で審議されたが、継続審議となり今年 2 月の県議会で再議に付される。いよいよ 3 月
から護岸で囲われたもう一方の海域に土砂が投入されると政府が発表し、県外からの土砂搬入が現実
味を帯びてきている。そのため 2 月県議会ではぜひ改正案を通したいとのことで、2 月 4 日に辺野古
土砂搬出反対全国連絡協議会のメンバーと県議会与党会派で話し合いを持つことになった。

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

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
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2．クジラ切手コレクション （79）（80）

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
10

からの投稿も大歓迎です。

【全国】
●小笠原周辺の深海底を海洋保護区へ
環境省は 2020 年までに海域の 10％を海洋保護区にするという愛知目標を達成するために、小笠原周辺から
マリアナ海溝北部の深海底を海洋保護区にすることを決めた。通常国会で自然環境保全法の改正を目指す。こ
れによって、現在の排他的経済水域 EEZ の 10％を海洋保護区とすることができるとしている。しかし、これ
まで政府が海洋保護区だとしてきた漁業権海域が本当に海洋保護区ということができるかどうか、2020 年の
生物多様性条約の締約国会議で、世界が日本政府の説明を認めるかどうか分からない。
この海域には、海山や熱水噴出口、海溝などの特徴的な生態系があり、保護区にすると、この海底を荒らす
漁業や鉱物などの採取は許可が必要になる。（文責：向井

【関東】
●三番瀬干潟に再び危機

宏）

第二湾岸道路計画が復活へ

東京第二湾岸道路計画は、東京と千葉を結ぶ東京湾岸の高規格道路で、1990 年代に計画された。しかし、
その建設によって東京湾の湾奥に唯一残された三番瀬干潟・浅瀬の埋立が必要になることから、住民らが貴重
な自然を守れと埋立に反対してきた。2001 年に堂本暁子氏が埋立撤回を公約に千葉県知事に就任し、埋立は
回避された。ところが、今年 1 月 17 日に森田健作千葉県知事が石井国交相と会談し、第二湾岸道路建設計画
を具体化するよう要望し、それに対して国交相は、「第二湾岸を中心とした湾岸地区道路の検討会を設置して
検討を加速したい」と述べ、長く凍結されていた第二湾岸道路計画が再び動き出すことになった。渡り鳥の最
大の中継地として貴重な三番瀬干潟の埋立は、干潟の 95％が失われた東京湾の自然にとどめを刺す行為にな
りかねない。生物多様性条約の国際公約違反にもなる。（文責：向井

●辺野古強行は「民主主義・地方自治を侵す憲法違反」

宏）

法律学者らが声明

稲正樹氏ら憲法学者有志 131 人が 1 月 24 日、記者会見をして辺野古基地建設の強行に反対する声明を発表
し、辺野古埋立の賛否を問う県民投票が終わるまで工事を中止するよう求めた。声明によると、「安倍政権に
よる辺野古新基地建設強行は、民主主義、地方自治を侵害するものだ」として、「辺野古が唯一の選択肢とす
る安倍政権の主張は欺瞞と言わざるを得ない」として、憲法学者らは新基地建設に強く反対するとしている。
記者会見で、憲法学者らは、それぞれ「住民の意思を一顧だにしない態度は憲法の地方自治の本旨に反する」
「民主主義の根幹に関わる」「国政担当者は民意を誠実に受け止めるべき」「安倍政権のやり方は、明らかに
沖縄へのいやがらせ。辺野古はその象徴」「安倍政権がやっているのは、『法の支配』の蹂躙」などと訴えた。
（文責：向井

宏）

【関西】
●リュウグウノツカイ

豊岡市沖で捕獲

幻の深海魚と言われるリュウグウノツカイが兵庫県豊岡市の沖合の日本海で 1 月 23 日捕獲された。体長は
4.42m と長大。リュウグウノツカイはアカマンボウ目リュウグウノツカイ科に属し、長い身体は扁平で銀色を
呈し、タチウオのようである。背びれは鮮やかに赤く特徴的で、先端は頭の上にあり長い軟条が冠状になる。
最大 11ｍの記録があり、硬骨魚では、世界最長の魚である。深海魚で稀であることから「竜宮の使い」とい
う名前が付けられた。古文書などで人魚と記されている動物は、おそらくこの「リュウグウノツカイ」であろ
うと推測されている。日本近海では、日本海で発見されることが多い。（文責：向井

【中四国】
●上関原発埋立の取り消し裁判

地裁が却下

宏）

10 年経って玄関払い

中国電力が山口県上関町長島田ノ浦を埋め立てて原子力発電所を建設する計画を巡って、同町祝島の漁業者
や環境保護団体が山口県の埋立許可を取り消すように求めた 2 つの裁判で、山口地裁（福井美枝裁判長）は、
10 年以上にわたって係争を続けた裁判に「原告は不適格」として玄関払いの判決を言い渡した。漁業者らが
埋立には漁業権を持つ漁業者らの同意が必要なのに、同意を取っていないのは違法と訴えたが、福井裁判長は、
許可漁業者や自由漁業者の漁業権が消滅すれば補償を要求できるが、埋立の当否において同意は必要ないとし
た。両方の原告は、ただちに控訴した。10 年にもわたって双方の意見を聞き、現地視察まで行った裁判所の
判断としては、あまりにお粗末である。福島第一原発の事故後、中電は工事を中断しているが、埋立免許は山
口県が再度交付し、今年 7 月で期限が切れる。中電は埋立免許の延長を申請する予定。（文責：向井

【九州】
●米軍艦載機の離発着訓練に提供

宏）

政府が馬毛島を買収

政府は、アメリカ軍の空母艦載機の離発着訓練地として鹿児島県西之表市種子島町の馬毛島を提供するた
めに、馬毛島の所有企業から馬毛島を 160 億円で買収することを決めた。馬毛島の土地価格は約 80 億円と
言われており、政府の買収価格はそれを大幅に上回るものとなっており、物議を醸している。1 月 21 日にな
って、原田防衛副大臣が三反園訓鹿児島県知事と八坂西之表市長を訪問して、1 月下旬に馬毛島の調査に入
ると告げた。種子島町長は訓練の受け入れに反対しているが、知事や市長は、訓練受け入れへの態度をはっ
きり示していない。馬毛島は、固有のマゲシカが生息するなど、自然豊かな島だったが、所有者が石油備蓄
基地や自衛隊の訓練基地などに売り込むために、大規模な開発と滑走路の建設を行った結果、島の 80％以上
が裸地となって自然が破壊されてしまっている。地元の町長も議会も反対を表明してきた。
（文責：向井

●嘉徳海岸（奄美大島）の護岸建設 大幅に工事が遅れる
甲殻類調査の結果を添え海岸保護の要望書提出

宏）

日本自然保護協会

奄美大島の貴重な自然海岸である嘉徳海岸にコンクリート護岸が建設されようとしている問題では、これま
で、海の生き物を守る会や自然と文化を守る奄美会議などが何度も反対の意見書を鹿児島県に提出しているほ
か、昨年 9 月には、日本生態学会・日本ベントス学会・日本魚類学会の 3 学会が護岸建設を考え直すよう鹿児
島県知事などに要望書を提出してきた。しかし、鹿児島県はすでに予算が認められていることを理由に、一部
計画を縮小しただけで、工事を進めようとしている。昨年 11 月に行われた工事の入札では、入札業者が現れ
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ず、不調に終わった。しかし、今年度予算の執行を目指す鹿児島県は、年度内に再び着工するために、再入札
もしくは随意契約で工事を始めようとしている。今年に入って、「奄美の森と川と海岸を守る会」のジョン・
マーク氏が護岸建設を止めるように署名 22,855 筆を添えて、鹿児島県大島支庁へ申し入れた。また、日本自
然保護協会では、沖縄県立芸術大学の藤田喜久氏に依頼して、数度にわたる嘉徳海岸の甲殻類の調査を実施し、
その報告書をもとに、再び鹿児島県知事あてに要望書を提出した。以下に要望書を掲載する。
（文責：向井

宏）
12

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
鹿児島県知事 三反園 訓 殿
公益財団法人日本自然保護協会
理事長 亀山 章

奄美大島嘉徳海岸の
陸と海の連続性を保全することについての要望書
鹿児島県は、全国3位の海岸延長があり、さまざまな海岸線は県を特徴づける貴重な財産となっています。し
かし、海岸線のうち自然海岸は全国的に減少傾向にあり、なかでも自然海岸の約2割しかない砂浜はさらなる
減少が顕著です。鹿児島県では、1970年代に比べ2000年代は、砂浜が218.4ha、砂丘植生が666.5ha、それぞれ
縮小しています。
そのなかで、嘉徳海岸は奄美大島でも数少ない人工物のない自然のままの砂浜生態系が残されている海岸です。
世界的に絶滅が危惧されているアカウミガメとアオウミガメが産卵し、2002年にはウミガメの一種オサガメが
産卵したことが記録されています。オサガメの産卵記録は日本ではこの事例だけであり、世界の最北端の産卵
場所として記録されたものです。また嘉徳海岸に流れ込む嘉徳川は自然度が高く、環境省レッドリストの絶滅
危惧IA類 (CR)であるリュウキュウアユが生息し、産卵することが知られています。
2017年と2018年に日本自然保護協会が海の生き物を守る会らと行った調査では、60種以上の生物種が記録され、
これまでの調査と合わせると特に貝類の多様性が高く、432 種（腹足綱 318 種，ツノガイ綱 2 種，二枚貝綱
112 種）の貝類が確認され、そのうち環境省及び鹿児島県のレッドリストに登載された種が31 種あることが
明かにされました。
2018年9月に日本自然保護協会は、藤田喜久氏(沖縄県立芸術大学）の協力を得て甲殻類の調査を実施しました。
採集・記録された十脚甲殻類のうち、ヒメヒライソモドキ は、鹿児島県のレッドデータブックの「絶滅危惧 II

類」に、ヤエヤマヒメオカガニ・ケフサヒライソモドキ・カワスナガニの 3 種は「準絶滅危惧」に、ヨコヤ
アナジャコ・ムラサキオカヤドカリ・オカヤドカリ・ナンヨウスナガニの 4 種は「分布特性上重要」に、そ
れぞれ区分されている希少種です。
今回の調査で特筆すべき点の一つは、河口域の砂干潟および砂泥底にて、アナジャコ科のヨコヤアナジャコと
コメツキガニ科のリュウキュウコメツキガニが採集されたことです。
嘉徳川河口付近には、これらの2 種の生息を可能にする良好な干潟環境が極めて限られて分布していることが
報告されています。また、河口域の河床転石帯には、鹿児島県のレッドデータブックに掲載されているヒメヒ
ライソモドキ、ケフサヒライソモドキ、カワスナガニも高密度で生息していることが確認されました。

一連の調査結果から、嘉徳川が流れ込み、海浜植物帯、オカヤドカリ生息地、ウミガメ産卵地と続く自然度の
高い砂浜生態系が生物多様性の高さを支えていることが伺えます。そして、河川から砂浜と海岸林から砂浜ま
でのいずれにも人工物がなく、砂浜生態系の連続性が広範囲に保たれていることは嘉徳海岸の特徴であり、た
いへん貴重といえます。

現在、鹿児島県により嘉徳海岸侵食対策事業として長さ180mの護岸建設が予定されており、同事業の実施によ
り海と陸の連続性が壊されることが危惧されます。

砂丘はそれ自体が防災効果を持つものであり、防災・減災については、国際的には、巨大防潮堤などの人工構
造物ではなく生態系を基盤にした防災・減災（Eco-DRR：Ecosystem-based Solutions for Disaster Risk.
Reduction）の考え方、つまり自然が持つ力を利用した方法が注目されています。自然の緩衝材は往々にして
コンクリートの構造物よりも、高い防災効果を発揮することがあらためて確認されています。

鹿児島県には防災と生物多様性が両立できるEco-DRRなどの先進的な取り組みを行い、財産である自然海岸を
大切にしていただくことを強く要望します。

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

【沖縄】
●防衛局

無断で赤土を混入

辺野古の海が赤く染まる

辺野古の新基地建設のための埋立事業を進めている沖縄防衛局が、沖縄県に提出していた埋立承認を求める
文書では、埋立に使う土砂は岩石以外の砂や泥の割合を「概ね 10％」としていたが、県には無断で、業者に
40％として指示していた。防衛局はその事実を認めたが、「自分たちの判断で決めた」とし、その理由は「わ
からない」としている。辺野古の沖に土砂が投入されるたびに、青い海が赤く染まる様子がテレビなどでも流
されている。沖縄県は、1 月 11 日、埋立土砂には明らかに赤土が含まれていると判断し、県の赤土条例に違
反しているだけでなく、国との間で交わした埋立承認の条件「留意事項」に違反しているとして、現地への立

13

ち入り調査を求めたが、防衛局は「調査を求める法的根拠を示せ」として拒否している。赤土は粒子が細かく、
投入されて海水に懸濁すれば、護岸を超えて周辺のサンゴ礁や海草藻場などに致命的な影響を与える可能性が
高い。防衛局は土砂の細粒分の割合を 40％にしたことは「県の承認を必要とするものではない」と述べてい
るが、その「法的根拠を示」していないのは、防衛局ではないか。（文責：向井

宏）

●沖縄県は防衛局のサンゴの特別採捕を不許可

14

沖縄県名護市の辺野古沖に建設が強行されている米軍基地で、沖縄防衛局が埋立予定区域のサンゴを移植す
るために 3 件（大浦湾側の小型サンゴ類 830 群体、小型サンゴ類 3 万 8760 群体、大型サンゴ類 22 群体）の
「特別採捕許可」を申請した。この申請に対して、沖縄県は、防衛局の違法な申し立てによって国交相が沖縄
県知事の埋立承認撤回を効力停止としたのは、認められず、承認は撤回されたままであるとして、サンゴの移
植は埋立ができない以上「必要性が認められない」として、申請を不許可とした。少なくとも現在、沖縄県が
国交相の決定を違法であるとして「国地方係争処理委員会」へ審査を申し出ており、審査が進行中であること
から、埋立承認撤回は、継続していると見るのが当然であろう。それでも工事を中断することなく強行し続け
ている国の姿勢は、法治国のルールを踏み外し、民主主義も捨て去ろうとしているとしか思えない。（文責：
向井 宏）

●世界自然遺産に再度推薦

奄美大島、徳之島、沖縄島、西表島

日本政府は、昨年、世界自然保護基金 IUCN の勧告を受けて推薦書を撤回していた、奄美大島・徳之島・
沖縄島北部・西表島 4 島の世界遺産登録への再申請を行うことを 1 月 22 日の閣議で承認し、2 月 1 日までに
ユネスコへ推薦書を提出した。昨年の推薦書から、沖縄島北部の返還された訓練場の一部を取り込み、いくつ
かの細かく別れた候補地をそれぞれの島で一つにまとめるなどの変更を行った。しかし、勧告でも指摘されて
いた米軍基地との関連や、希少なサンゴが群生し、ジュゴンの絶滅を招きかねない辺野古・大浦湾の埋立など
については、まったく触れていない。ジュゴンを絶滅させておいてどんな顔で世界自然遺産に登録できるのだ
ろうか。奄美大島では、山を削り、海を汚し、残されたわずかの自然海岸をコンクリートで固めようとしてい
る。2020 年夏の世界遺産委員会で審議され、登録の可否が決まる。（文責：向井

宏）

「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

【関西】
◆チリモン自然観察会
『あなたの街にチリモンがやってくる♪ 第 19 回 ～池田市～
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：2019 年 2 月 17 日（日）※午前と午後とで内容は同じ
午前の部：9:45 受付 10:00 スタート 12:00 頃解散
午後の部：13:30 受付 14:00 スタート 16:00 頃解散
場所：大阪府池田市中央公民館

2 階会議室 A （池田市菅原町 1-1）阪急電車池田駅から徒歩 5 分

対象：4 歳児以上を対象としていますが、大人のみの参加も歓迎します。小学校 2 年生以下は保護者の同伴
が必要です
定員：午前の部、午後の部 各 30 名

※メール申し込み先着順

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
★申し込み：参加者全員の(1)名前(2)フリガナ(3)年齢(4)代表者の住所(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「2/17＜午前または
午後＞池田市チリモンさがし申込み」として、メールで申し込み

chirimon@n-osaka.jp、1 週間以内に

折り返し参加可否を連絡しますので、n-osaka.jp からのメールを受け取れるように設定してください。
連絡のない場合はお問い合わせください
申し込み期限：2 月 11 日
問い合わせ先：大阪府自然環境保全協会内「2 月 17 日チリモン自然観察会」係 06-6242-8720

【中四国】
◆畠山重篤さん講演会「3.11 をのりこえて」
鳴門の漁師さんから聴いて納得した話「鳴門ワカメが日本一うまいんは、吉野川が森から運んでくる養分
と鳴門海峡の潮流のおかげ」。など、興味深いお話が聴けます。
日時：2 月 2 日（土）13:30～16:30
場所：アスティ徳島 3F
※詳細は次ページのちらし参照

★明日です！
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5. 有明海と三陸の水辺から（89）

田中 克

焼畑の伝統をつなぐ椎葉村に“生命文明”の原点をみる
17

自然の循環に依拠する伝統農法、焼畑の火入れを見ることを目的に、シニア自然大学校「地球環境自然学
講座」の宮崎県椎葉村での観察会が実施されました。まず驚かされたのは、焼畑蕎麦苦楽部の拠点「粒々飯々
共同作業所」の前に吊るされた大漁旗でした（写真１）。それは、命の源水を守る自負と、海の民とつなが
る思いの表れです。8 月 3 日に予定されていた火入れは、前代未聞の迷走台風の影響で延期を余儀なくされ、
火入れの儀式やソバの種まきに立ち会うことはできませんでした。椎葉村で最後まで焼畑を継承してきた椎
葉勝さんによると、自身が椎葉に戻って行った 20 回の火入れで、予定通りに実施できたのは、わずかに 2
回だけだと聞きました。火入れはその後の畑作の成否が決まる最も大事な節目であり、火入れ前には 3 日間
以上の晴天が続き燃えやすい条件が必要とされます。

写真１

焼畑コミュ二ティーセンター共同作業所前にたなびく大漁旗

今年の焼畑予定地の場所はスギの人工林であり、40 数年前に先代が植林して育てたものです。かなりの急
斜面に重機を入れて、その継承者がほとんど一人で一年をかけて整地のために伐採したにも拘らず、スギ材
での収益はほとんどなかったそうです。現在の日本林業の置かれている厳しさを痛感しました。火入れに立

ち会えなかった私達は、焼畑予定地の青草刈りの手伝いをし（写真２）、その大変さのほんの一端を感じる
こととなりました。

椎葉勝さんがこの間植林し続けている
栗林は大きく広がってその実は野生動物
の重要な食料源ともなり、イノシシなどが
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里に下りてこなくなりました。さらに、“美
食”の美味なイノシシは、1kg 当たり 5 千
円という高値で売れるそうです。焼畑の農
夫は同時に猟師となって山に入ります。こ
の地では、古来一人が生涯捕れるイノシシ
やシカの数は 999 尾に決められ、以後は
後進の指導に当たると定められています。

写真２

焼畑予定地の青草を伐採す

る大阪のシニア自然大学校の皆さん

また、十干と十二支の数字のずれから、暦
の進み方と逆の猟を禁じる方角が移動する「サカメグリ」という決めごとを守り、獲り過ぎない仕組みが守
られています。しとめた動物を処理する際の「作法」もさだめられ、山の神へ
の感謝を忘れません。明治 42 年にこの地を訪れた柳田國男は、民俗学の最初
の書として「後狩詞記」（のちのかりのことば）に狩の習俗をまとめています。

写真３

火入れの前に必ず山の神と火の神

に祈りを捧げ、犠牲になる命への許しを乞う

火入れに際しては、まず山の神と火の神に祈りを捧げ、安全・豊作を願うと
ともに、この地にともに生きる生き物たちに許しを乞う儀式が行われます（写
真３）。ここには、食の工夫と知恵が暮らしの根幹にあり、他者の命をいただ
くことを意識しながら暮らし、身の回りの動植物とそれらを育む自然への感謝
の念を忘れません。それは、極東ロシアのウスリータイガで狩猟と漁労に生きる先住民ウデヘの暮らしや文
化と共通します。森に入る川の岩壁には小さな小さな祠が祭られ、猟の前に感謝の祈りを捧げます。自らの
目先の繁栄のために、地球を壊し続ける「物
質文明」から抜け出せない今日、命を基盤と
した新たな「生命文明」へ歩み出すには、そ
の原点ともいえる焼畑から学び直す必要があ
ると思われます。

写真４

ロシアのウスリータイガに生きる猟

師が自然への感謝を捧げる祠“ホゴモルカ”

6．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。

7．編集後記
◎「うみひるも」の編集に、西濱士郎会員が新たにお手伝いいただけることになりました。今号から加わっていただいていま
す。感謝です。今後ともよろしくお願いいたします。（宏）
◎本号から編集のお手伝いをさせていただくことになりました。よろしくお願いします。まずは校正から，ということで始めた
のですが，文字の変換ミス，イベントの日時や場所の整合性，フォントや記号のチェックだけでも，大変な作業だと実感さ
せられました。これを初めの頃は向井先生お一人で，先の号までは瀬戸内千代さんとの二人三脚で続けられてきたことに
は，敬意と感謝の念にたえません。私がお手伝いをすることで，少しでもお二人の負担が軽くなり紙面がより良くなることを
願いつつ，ご迷惑をかけないようにしたい，と肝に銘じております。ところで，ニュースに掲載されている馬毛島の問題は，
20 年近く前に生態学会で知る機会があり，｢馬毛島を守る鹿児島の会｣が作成された｢マゲの島から吹く風｣(2002 年 8
月)という小冊子を購入して読んだのですが，その後の経緯は追っていませんでした。金額も莫大ですけれど，交渉が成
立して米軍の手に渡れば，また一つ国内に米軍基地が出来てしまいます。しかも無人島ですので，何をされるか分かりま
せん。黒潮が本流と対馬海流に別れる海域に近く，様々な沿岸海洋生物がこの付近で種分化をした，あるいはしている
最中の場所です。田中克先生が仰る，｢物質文明｣から｢生命文明に｣踏み出すためにも，疎かにしてはならない問題では
ないでしょうか。軍事目的ではなくて，公園化して生物群集を取り戻す実験場にするなど，選択肢は有ると思います。離
島を要塞としか見做さないようでは，人も自然も守れません。(西)
◎ニュース欄にある三番瀬の開発計画再浮上が気になります。月 2 回の発行が続くのは、向井代表にとって海の生き物
に関する心配事が尽きない結果でもあります。5 年越しの念願が叶い編集スタッフが増員となりましたので（わーい！！）
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海の生き物の悲喜こもごもを、今後もタイムリーにお届けできると思います。一つでも嬉しいニュースが増えますように。読
者投稿も、引き続きお待ちしております。（ちよ）
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海の生き物を守るためになにかしたい！
というあなたに

会 員 募 集 中
ボランティアも大募集

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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