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「今月の海」

汐川干潟（三河湾）

愛知県の三河湾のもっとも奥にある豊橋市と田原市にまたがる広大な干潟を持つ海域である。渥美半島の根
元にあり、周辺は宅地開発などによってコンクリート護岸や道路で囲まれてしまっているが、芦原や砂泥干潟
が比較的自然の状態に保たれており、生物の多様性も高い。また、オオソリハシシギ、キアシシギ、ダイゼン、
メダイチドリなどシギチドリ類やスズガモ、ヒドリガモなどのカモ類のほか、多くの渡り鳥の飛来地として有
名で、これまでに 246 種の
鳥類が記録されている。
「ダ
イゼンの越冬群」や「ハマ
シギの越冬群」が県のレッ
ドリストで絶滅が危惧され
る地域個体群に指定されて
いる。三河湾は至るところ
広大な干潟が発達していた
が、次々に埋め立てられた
り、アサリの養殖場になっ
たりして、自然の干潟は少
なくなってしまった。その
中で、汐川干潟は自然のま
ま残された数少ない干潟で
ある。それでも過去には
2000 ㏊あった干潟が現在では 280ha まで減少しており、埋立の計画もあったが、住民らが「汐川干潟を守る
会」を結成して保護活動を行い、埋立計画は撤回された。写真奥は、三河大橋。
（愛知県豊橋市 2008 年 10 月 9 日

向井

宏撮影）
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【活動予定】
◆4 月 20 日（土）

表浜海岸砂浜調査＆観察会

今年も表浜海岸の砂浜で生き物調査と観察会を行います。
日時：2019 年 4 月 20 日（土）10:00～13:00
集合場所：豊橋市 表浜まるごと博物館
調査場所：表浜（詳細は未定）
用意する物：弁当、飲み物、筆記用具、ビニール袋、カメラほか

◆5 月 18 日（土）

吉野川河口干潟観察会

今年も吉野川最河口部の干潟で海の生き物観察会を行います。
日時：2019 年 5 月 18 日(土) 10:00～13:00
場所：吉野川の最河口干潟
用意する物：弁当、飲み物、筆記用具、ビニール袋、カメラほか

◆6 月 15 日(土)

奄美シンポ（予定）

奄美の海と自然を守るシンポジウムを行います。
日時：2019 年 6 月 15 日(土) 時刻未定
場所：奄美市（未定）
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◆6 月 16 日(日)

奄美大島西古見海岸砂浜の生き物観察会（予定）

大型クルーズ船寄港問題で揺れる奄美大島西古見海岸の砂浜で生き物調査と観察会を行います。
日時：2019 年 6 月 16 日(日)

11:00~14:00

場所：奄美大島瀬戸内町西古見海岸
用意する物：弁当、飲み物、筆記用具、ビニール袋、カメラほか
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「わだつみ

海の生き物情報誌」の原稿を募集中
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。投稿も大歓迎しています。ぜひ投稿を！

★投稿要領は、創刊号の巻末をご覧ください。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

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、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 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）

8.

小倉ヶ浜（宮崎県日向市）

2.

粉白海岸（和歌山県那智勝浦町）

9.

原之里海岸（長浜）（鹿児島県種子島）

3.

表浜海岸（愛知県）

10. 三戸浜海岸（神奈川県三浦半島）

4.

百名ビーチ（沖縄県南城市玉城字百名）

11. 恋問海岸（北海道白糠町）

5.

閖上海岸（宮城県名取市閖上）

12. 以久科海岸（北海道斜里町）

6.

百道浜海岸（福岡県福岡市）

13. 和白干潟海岸（福岡市）

7.

長浜（宮崎県串間市）

（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。

和白干潟（福岡県福岡市）の推薦の理由（推薦者

山本廣子氏）



和白干潟は 2009 年に自然海岸のある干潟として干潟では唯一「にほんの里 100 選」に選ばれています。



小さな砂浜ですが、自然の海岸が残っています。黒松林、アシ原、砂浜と続く、干潟本来の景観が残った
貴重な海岸です。
生き物：

コメツキガニ、スナガニ、アシハラガニ、ハマガニなど。鳥：ダイサギ、コサギ、アオサギ、

カワウ、シロチドリ、ハマシギ、マガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ツクシガモ、ミヤコドリなど。植物：
ツルナ、ハマユウ、ハマゴウ、ハマヒルガオ、ハマニンニク、ハママツナ、ヨシ、シオクグ、ハマサジ、
ハマダイコンなど。
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【活動報告】
◆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－」を開催

活発な議論ができました

「日本の海辺の景観をつくる
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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」
（チラシより）と訴えて、今年
2 月 3 日（日）10 時半から大阪
ドーンセンターで行われたフォ
ーラムは、60 名を超える参加者

海の生き物を守るフォーラム 2019 の開催

があり、会場はほぼ埋まりまし
た。このフォーラムは、海の生き物を守る会と日本自然保護協会、ラムサールネットワーク日本の共催で、自
然保護助成基金のプロナテューラ・ファンドの助成で開催されました。

まず海の生き物を守る会代表の向井

宏の挨拶のあと、須田有輔氏（水産大学校教授）による基調講演「砂

浜の連続性」が行われました。そのあとに、各地からの砂浜の問題についての講演（つる詳子さんの「荒瀬ダ
ムの撤去と沿岸生態系の復活」、田中雄二さんの
「表浜と天竜川の自然と連続性」、安部真理子さ
んの「嘉徳海岸の自然と砂浜の生物多様性」）が
あり、最後に向井が、「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」と題して講演
しました。その後、志村智子さんの司会で会場の
参加者を中心に砂浜の自然を守ることに関する多
くの意見が出され、活発な議論が展開されました。
砂浜に関するこのようなフォーラム・シンポジウ
ムは珍しいこともあり、参加者には関心を持って
貰えたように思います。参加者からは、「今日は
来て良かった」という感想をたくさんいただきま
した。以下に、当日参加してくださった田中
さんからの感想を掲載します。

克

活発な議論が続いたフォーラムの会場

「海の生き物を守るフォーラム 2019」感想記
田中

克（舞根森里海研究所長）

2019 年 2 月 3 日（日）に大阪で『連続する自然としての砂浜－その過去と未来』をテーマに「海の生き物
を守るフォーラム 2019」が開催されました。須田有輔さん（水産大学校教授）の基調講演をはじめ、5 つの
話題は、直接・間接に多様につながることが自然の本質であり、それらのつながりをその時・その場の人間の
都合で切り刻み、未来からの借り物であるつながりの世界を壊し続ける流れに歯止めをかけ、紡ぎなおすこと
の今日的意義が強調されました。縦横につながる象徴としての砂浜の存在を改めて考える貴重な機会となりま
した。話題提供や総合討論での皆さんのお話を聞きながら感じた思いを、私自身が近年経験しつつあることな
どを交えて、印象記として寄稿させていただきます。

世界でも日本でも、分断・対立・排除・離脱の潮流が急速に強まっています。その対極の多様なつながりの
世界を取り戻すことが強く求められます。そのためには、分断の指摘や告発だけでなく、つながりを取り戻し
た事例を広く世間に広め、その知恵に学び直す流れを生み出すことが不可欠だと思われます。一例として、石
川県加賀海岸に長さ 4km / 幅 1km にわたって形成された人工の森を上げることができます。かつてここは広
大な砂丘地帯であり、冬季の強烈な季節風により、後背の田畑や集落は一夜にして砂に埋没する惨劇を繰り返
し、砂丘に林を築く努力が江戸時代以来繰り返されてきました。明治時代に入り、林野庁の取り組みなどによ
り植林が進み、今では立派な針広混交の森が形成され、砂嵐による被害はなくなっただけでなく、多くの野生
動植物が生息するサンクチュアリになっています。森と海の間には多くの絶滅危惧種が復活した海浜植物群落
のベルト、その先に広がる砂浜、そして青い海とつながる見事なグラデーションが見られます。

こうした陸と海の本来の連続性は、陸側からではなかなか全容を掴みにくいのに対して、カヤックなどでゆ
っくり水辺を巡ると、その様子が手にとるように実感されます。そうした体感こそが大事であり、水際の環境
とそこに暮らす人々の生き様を見つめ直す、現代的価値基準では“何の役にも立たない”シーカヤックによる
「海遍路」が、2011 年以来日本の沿岸各地で実施されています。この海遍路で痛感するのが水際の人工護岸
化であり、水辺に遊ぶ子供達の消失です。海遍路の精神的・技術的支柱である海洋冒険家八幡暁さんは、オー
ストラリアから日本までの島々をめぐる 1 万 1 千 km の旅の中で、どこの国でも浜辺で子供達が元気に遊ぶ姿
が見られるのに、日本の沿岸ではほとんど見られない現実に、衝撃を受けます。「海の生き物を守る会」の守
るべきもっとも重要な生き物は海辺や川辺で元気に遊ぶ子供たちであり、それは野生の多くの海の生き物の復
活と同等以上に重要であり、人間との共存のもっとも確かな証に違いありません。その点でも、つるさんが報
告された荒瀬ダムの撤去とともに河口干潟域の生き物の復活と干潟遊びを楽しむ子供たちの復活は画期的な
ことと思われます。

かつて、諫早湾奥部の限りなく豊かな泥干潟は子供達の格好の遊び場であり、放課後ランドセルを玄関に放
り投げて干潟に集まった子供達は泥干潟で友達と遊び、深みにはまると友達や一緒に遊んでいた上級生が助け
出すなど、ともに助け合いながら、危険を回避する知恵を学び、生きる力を養っていきました。遊びながら泥
の中を探ると、今ではほとんどいなくなったアゲマキがとれ、家に持ち帰るとお母さんがお小遣いに代えてく
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れ、夕食の食卓を飾り、会話が弾みます。中学生や高校生になると、本格的にアゲマキ取りに専念し、自分の
高校や大学に進む学費を工面した子もいたそうです。そうした暮らしや風景を絶滅させたのは、2530 億円を
使い、強制的に広大な泥干潟を埋め立てた諫早湾干拓事業です。

その過ちを省みることなく、三陸沿岸の砂浜にはコンクリートの巨大な防潮堤が林立し、今後沿岸域の生態
系や漁業にどのような影響が出るかが大いに懸念されます。フォーラムの中でも向井さんが紹介されたように、
気仙沼市舞根地区では早期に高台移転を決め、ここには防潮堤は不要との要望書を気仙沼市に提出し、宮城県
下で唯一の防潮堤計画撤回事例となりました。今後防潮堤の影響を調査研究する際に、舞根湾はコントロール
区としてかけがえのない存在であり、それを生かした防潮堤の影響評価調査の実施が求められます。

問題の解決は簡単なことではありませんが、海の生き物を復活させ保全することは、まさに現代社会が直面
する「分断」から「協調」への流れを生み出すことそのものだといえます。「間」を無視し、「過程」を著し
く軽視し、当面求める結果さえよければ問題なしとの社会的風潮を、自然も人間社会にも“縁の下の力持ち”の
存在こそが大事だとする方向に戻しうるかが問われています。この点では、陸と海の間をつなぐ水循環にとっ
て、見える川の存在だけではなく、むしろ場合によってはそれ以上に見えない地下水の存在が大きいとの指摘
は、まさに自然をつなぐ「縁の下の力持ち」の重要性を意味するものとして注目されます。こうした縁の下の
力持ち的機構を解明する研究が求められます。

すべての重要な判断基準が、続く世代の幸せ最優先に変ることを願い、何をなすべきかを改めて問い直すフ
ォーラムとなりました。貴重な話題提供をしてくださった皆様ならびに本フォーラムの実現にご尽力された皆
さんに感謝いたします。

◆今年度総会を開きました
海の生き物を守る会総会を 2 月 3 日、フォーラム終了後、同じ会場で開催しました。参加者 23 名、委任状
48 枚で、総会は成立。2018 年度の活動報告、会計報告、事務報告などを承認し、2019 年度役員、運営委員
を推薦通り選出しました。また、2019 年度の活動方針についても原案どおり承認して、総会を終了しました。
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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』
8

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
玉城知事と面談し要請
県外からの土砂搬入に関する土砂条例の改正・強化を県に要請しようと、辺野古土砂搬出反対全国連絡
協議会の役員が沖縄を訪れ、2 月 4 日午後、与党県議団、県当局（環境部）、市民団体（沖縄平和市民連
絡会）との勉強会が行われたが、それに先だって午前中、玉城デニー知事との面談を行った。土砂全協か
らは阿部悦子、大津幸夫両共同代表、湯浅顧問、末田氏らが参加。阿部さんから、土砂全協のこれまでの
運動の経過を説明した後、土砂条例を強化するために、是非「命令」や「罰則」条項などを追加する改正
を行なっていただきたいと要請した。知事は、次のように発言した。「どうすれば辺野古新基地建設を阻
止することができるのかについては、県内はもちろん、県外の方々との連携は不可欠だと考えています。
他府県の皆さんが、自分たちのところから辺野古への土砂を出さないということで頑張っていただいてい
ることはありがたいことです。沖縄県も、生物多様性沖縄戦略を制定しており、今後、国の政策、県の政
策の中で対応していきたいと考えています。土砂条例に『命令』等の規定を追加できないかという議論が
ありますが、それについては関係部局の中でも議論を重ねています。午後の県議団、関係部局との勉強会
でも、是非、忌憚のないご意見を出していただき、ご示唆をいただければありがたいと思います。」

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

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．オウムガイ切手コレクション （1）

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。

【全国】
●リュウグウノツカイ

日本海各地で発見される

「幻の深海魚」として知られる巨大な魚リュウグウノツカイが最近日本海の沿岸各地で発見され、「地震の
前兆」ではないかとの疑心暗鬼も広がっている。今年になってこれまで発見されたリュウグウノツカイは、北
は新潟県、南は沖縄県までの各地で、合計 10 頭を超えた。韓国の東海（日本海）沿岸で今年になって発見さ
れており、日本海全域で発見されている。もっとも多かったのは富山湾で、今年すでに 6 頭が網にかかったり
して発見されている。リュウグウノツカイは最大 5m を超える巨大な深海魚で、滅多に見ることはできない希
少な魚として知られていた。身体は銀色で一見タチウオのようだが、背びれが長く特に頭部にある背びれは長
く伸びて赤色を帯び、美しい。アメリカの CNN テレビもこの情報を伝え、地震との関連についての伝承を伝
え、地震と津波の懸念が高まっていると報じている。10 年前の 2009 年にもリュウグウノツカイの出現が相次
いだことがあるが、とくに大きい地震は起きなかったので、専門家は今回も心配することはないと話している
が、水深 200ｍ前後の深海に生息するというリュウグウノツカイが浅い海に出現することには、なんらかの理
由があるはずで、日本海の水温の変化や生態系の変化があるのではないかとの見方をする専門家もいる。
（文責：向井

宏）

【北海道】
●イルカ 9 頭が死亡

羅臼の海岸

北海道知床の羅臼町の海岸で、イルカ 13 頭が流氷によって浅瀬に閉じ込められているのが住民に発見され、
町職員や住民らが現場に集まり救出を手伝った。その結果、4 頭が流氷から逃げ出すことに成功したが、残り
9 頭は 2 月 8 日午後までに死亡した。イルカはイシイルカとみられ、死骸は鯨類研究者の団体「ストランディ
ングネットワーク北海道」が引き取った。（文責：向井

宏）
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【関東】
●沖ノ島の自然を守る

ふるさと納税で館山市

千葉県館山市では、「歩いて渡れる無人島」として知られている沖ノ島の自然を守り、未来に引き継ぐ目的
で、ふるさと納税を利用したクラウドファンディングを開始した。近年多くの観光客が訪れるようになったが、
そのためにゴミが溢れ、市では処理費用に頭を痛めていた。沖ノ島は周囲 1km ほどの小さな無人島で、海は
穏やかで暖かく、サンゴや熱帯魚も見られる。そこに昨年は約 39,000 人の観光客が詰めかけた。観光客用の
トイレや駐車場の設置やゴミの処理に多くの費用がかかっており、館山市では、この自然を守ることの目的に
絞ったふるさと納税を開始したという。しかし、今のところ出足は低調で、寄付が集まっていないという。汚
すことしかできない観光のあり方こそ、見直す必要があるのではないだろうか。（文責：向井

宏）

【北陸】
●珍しいアミダコを発見

富山県射水市

富山県射水市沖の定置網に、珍しいタコがかかり、魚津水族館
に運び込まれた。タコは、暖海に棲む「アミダコ」と同定された。
アミダコは富山湾で発見されたのは 28 年ぶりという。体長
89.8cm、重さ 3.3kg と大型で、腹面（頭部に見える部分）に多
数のいぼ状の突起があり、網目状に見えるため、アミダコの名が
ある。魚津水族館によると、アミダコとしては最大級の大きさで，
有名になったダイオウイカよりも珍しいという。
（文責：向井
図はウエブサイト

宏）

http://webhitode.com/?p=832 より

【関西】
●多量のマイクロプラスチックを発見

奈佐の浜の調査

四日市大学の千葉賢教授らは、三重県鳥羽市の答志島にある奈佐の浜で、マイクロプラスチックのゴミにつ
いての調査を行った。マイクロプラスチックとは、直径 5mm よりも小さいプラスチックを指し、最近では海
洋に多くのマイクロプラスチックが漂い、海の生態系にも悪影響を与えるとして懸念が広がっている。プラス
チックは熱などによっても分解しないため、海のマイクロプラスチックの量は増える一方である。しかも、環
境中の化学物質を吸着し、海の生き物に取り込まれる怖れも指摘されている。海岸でのマイクロプラスチック
の調査はこれまであまりなされてこなかった。今回の調査では、50cm×50cm の枠の中を深さ 5cm まで掘り
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上げ、全てのマイクロプラスチックを採集した。千葉教授は解析にはまだ時間がかかるが、目で見ただけでも
非常に多くのマイクロプラスチックが確認できた、すごい量だ、と話している。（文責：向井

宏）

【九州】
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●嘉徳海岸（奄美大島）の護岸建設

住民らが公金支出差し止めを求め監査請求

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、護岸建設
に反対する住民らが、1 月 31 日に工事の中止と、費用の公金支出差し止めを鹿児島県に求める住民監査請求
を行った。請求を行ったのは、「奄美の森と川と海岸を守る会」代表のジョン・マーク高木さんや、「自然と
文化を守る奄美会議」代表の薗博明さんら 12 人。記者会見した席で、ジョンさんは、「集落と手つかずの自
然がいっしょに残っているのは日本ではここしかないかもしれない。こんな遺産を壊すことはもったいないし、
あり得ない」と、その理由を述べた。薗さんは、「世界自然遺産を目指しているのに、人の手で自然を壊すこ
とがあって良いのか」「砂は生き物。自然の力で元に戻ってきている」と工事を進める県を批判した。昨年の
台風でも砂浜の侵食はなかった。一度作ってしまったら二度と元に戻らないものを、今本当に個々に作る必要
があるのか、と弁護団の和田弁護士。請求が通らない場合は、裁判で差し止めを求める方向で検討している。
侵食の原因は台風の波ではないことが専門家の調査と論文で指摘されているにもかかわらず、県は台風による
侵食を原因として、護岸を建設しようとしている。科学的に間違った認識で貴重な自然を壊しても彼等は責任
をとらないのが、日本の公共事業の最大の問題点だ。（文責：向井

宏）

【沖縄】
●防衛局

大浦湾側の埋め立て工事を開始

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、1 月 28 日に大浦湾側の埋め立て工事の
ための N4 護岸の建設を開始した。N4 護岸は長さ 135m。防衛局が設置した環境監視等委員会が、1 月 22 日
に開かれたが、その席で防衛局はサンゴを移植せずに護岸を作ってもサンゴに影響は出ないと説明し、委員も
それを認めた。沖縄県は防衛局が申請したサンゴ移植許可を、埋立承認を撤回しているとして工事そのものを
違法とし、必要ないとして不許可にした。サンゴに影響がないとした科学的根拠は何なのか。環境等監視委員
にはサンゴの専門家もいるが、科学者として科学的批判に耐えることができるのか。自らに問い直して欲しい。
（文責：向井

宏）

●名護市東海岸に新漁業組合結成「辺野古の海を守る」
沖縄県名護市の漁業組合は、辺野古の埋立と基地建設に反対しない立場をとっているが、名護市東海岸の住
民を中心に、辺野古の海を守ろうと新たな漁業組合を作る動きが起こっている。1 月 25 日に住民 35 人が任意

団体として「名護市東海岸入会漁業組合」（稲嶺盛良組合長）を設立したと発表した。顧問に明治学院大学の
熊本一規名誉教授を迎えた。熊本名誉教授は「辺野古の埋立は入会漁業権を無視して行われている。漁業者の
同意がなければ違法であり、沖縄県の埋立承認撤回の理由となる」と話している。住民らは 2017 年と 18 年
にも「名護市東海岸漁業協同組合」の名前で、県に認可を申請したが、「組合員全員に漁業を続ける意志が確
認されない」として、不認可になっていた。今回は、任意団体としての発足で、漁業権を主張できるかどうか
は不明だが、入会権を主張することによって、辺野古の埋立に異議を申し立てる予定である。辺野古の海の重
要性をもっとも知っているはずの漁業者らから、辺野古の海を守る運動が出てきたことは、希望をつなぐもの
となるだろう。（文責：向井

宏）

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

【関東】
◆葛西臨海水族園「海の学び舎」

「巨大地震の干潟生物への影響──8 年間の出来事」

東北地方太平洋沖地震からもうすぐ 8 年。地震直後の巨大津波の後、沿岸に生息する生物はどうなったの
でしょうか。80cm も地盤沈下した宮城県の万石浦周辺は陸の一部が海になったり、山砂を入れて人工干潟を
造成したり、大きな環境変化がありました。地震後のアサリやそれを食べる外来巻貝の 8 年間の調査を通し
て、干潟の生物にとっての巨大地震の意味を考えます。また、東京湾や 2004 年のタイでの津波の影響につ
いてもご紹介します。
日時：2019 年 2 月 24 日（日）13:00～16:30
会場：葛西臨海水族園

本館 2 階レクチャールーム

対象：高校生・大学生
定員：30 人
参加費：無料（入園料も無料となります）
講師：大越健嗣博士（東邦大学教授、日本貝類学会会長）
★申し込み：事前応募制、先着順。E メールでお申し込みください。定員になり次第締め切ります。
kasai_manabiya@tokyo-zoo.net 宛に、件名を「海の学び舎」とし、本文に希望者全員の氏名（ふりがな）・
年齢（学年）、代表者の住所・氏名・電話番号を記入してお送りください。お申し込みの際は、@tokyo-zoo.net
からの E メールを受信できるようメールソフトを設定してください。特に携帯電話からお申し込みの方はご
注意ください

【九州】
◆第 43 回 九州海洋生態談話会

14

日時：2019 年 2 月 23 日（土）～24 日（日） 時間は下記
開催場所：熊本大学・合津マリンステーション（TEL 0969-56-0277 / FAX 0969-56-3740）
アクセス：合津マリンステーション（〒861-6102

熊本県上天草市松島町合津 6061）までの順路は、

右記のウェブサイトの情報をご確認ください。

http://marine.g2.xrea.com/mitijyun.htm

会費：参加のみは無料（お茶代等のカンパは歓迎します）、人数によっては若干の変更があります。


学生：3,000 円（宿泊・雑費 1,000 円、夕食兼懇親会費・朝食ほか 2,000 円）



一般、有職者：4,500 円（宿泊・雑費 1,000 円、夕食兼懇親会費・朝食ほか 3,500 円）
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プログラム
2 月 23 日（土）

13：00～17：30

1 ハクセンシオマネキの放浪個体は、巣穴の持ち主を目印に逃げ込む巣穴を見つける：森田正太郎（熊大・理）
2 ハクセンシオマネキの配偶者選択における近隣個体の妨害とその効果：竹下文雄（熊大・水循環）
3 ノリ網への葉体付着数がノリの生産に及ぼす影響：森川太郎（佐賀県有明水産振興センター）
4 潮間帯下部でのヒジキをめぐる固着動植物の遷移（仮）：西濱士郎（西海区水研）
5 個体識別によるホンビノスガイ(Mercenaria mercenaria）の成長の季節変化：橋詰和慶（戸板女子短期大学）
6 白亜系姫浦層群から産出した二枚貝化石に見られる被食痕：前川匠（熊大・水循環）
7Coastal Ecosystem Mapping in Tidung Island, Jakarta：Nurrahman Andrianto（九大・天草臨海）
8 八代海の海洋生物データベース構築：森 敬介（ひのくにベントス研究所）
18：30～？

夕食・懇親会

2 月 24 日（日）

8:30-12:00

9 長島町の地方創生事業におけるシビックプライドに関する研究－ベントス＆プラスチック調査を通して－：
吉永敦音（熊大・工）、田中尚人（熊大・工）、中田晴彦（熊大・理）、白鳥
大陸Ｎセンター）、森

薫（長島

敬介（熊大・水循環）

10 アナジャコの生物攪乱による底生生物の加入阻害について：小材隆文（熊大・理）
11 干潟生態系における種数と機能的多様性の関係：山田勝雅, 逸見泰久（熊大・水循環）
12 大村湾の貧酸素水塊が底生カイアシ類群集に与える影響（仮）：嶋永元裕（熊大・水循環）
13 ミドリイシ属サンゴの繁殖に対する白化の影響：磯村尚子（沖縄高専・

生物資源工学科）

14 男女群島浅海域における海洋生物調査の報告：新垣誠司（九大・天草臨海）
15 熊本県の塩性湿地の保全・創生に関する最近の話題：逸見泰久（熊大・水循環）

◆長崎大学オープンセミナー

「洋上風力発電にかかわる環境影響の調査と予測評価」

近年、洋上風力発電を含む海洋再生可能エネルギーの開発利用への期待が高まりつつありますが、それらを
実現する上で、海洋の環境や生態系、生物資源を適切に保全していくことも重要な課題となります。本セミナ
ーでは、洋上風力発電にかかわる環境影響について、調査や予測評価に関する国内外の動向を踏まえ、最先端
の科学的知見や情報を整理しながら、今後の課題について議論します。入場無料で、どなたでも参加できます。
日時：2019 年 3 月 14 日（木）13：00～17：00
場所：長崎大学文教キャンパス

文教スカイホール（グローバル教育・学生支援棟 4 階）

※車でお越しの際は、守衛室で駐車料金（300 円）の支払いをお願いします。
★申し込み：下記 URL にアクセスの上、申し込みフォームより 3 月 11 日までにお申し込みください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGJsUyN72ipbPBOa8zN5CuOeK5kTZ4F9tf-JOCZrl2l7cCSQ/
viewform

※当日受付も可能ですが、参加人数把握のため事前申し込みをお願いします。

主催：長崎大学海洋未来イノベーション機構
問い合わせ：長崎大学研究国際部学術推進課（担当：原口/出岡）
電話：095-819-2039
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、メール：gakusomu@ml.nagasaki-u.ac.jp

プログラム
13:00

開会挨拶：武田 重信（長崎大学海洋未来イノベーション機構長）

13:10～13:50

「洋上風力発電に関する環境影響予測評価の現状と課題」
清野 通康（(公財)海洋生物環境研究所）

13:50～14:30

「洋上風力発電に伴う環境影響の調査と評価：欧州の事例を中心に」
中田 英昭（長崎大学名誉教授）

14:30～15:10

「洋上浮体周辺での魚類の回遊行動について」
河邊 玲（長崎大学海洋未来イノベーション機構）

15:20～16:00

「洋上風力発電に伴う海洋生物への音響影響について」
赤松 友成（(国研)水産研究・教育機構中央水産研究所）

16:00～16:40

「洋上風力発電の海鳥への影響」
風間 健太郎（北海道大学水産科学研究院）

16:40

総合討論

17:00

閉会

海

進行：織田 洋一（長崎大学海洋未来イノベーション機構）

の生き物の情報や写真をお寄せください。

下記「うみひるも」編集部メールアドレス・投稿フォームでお待ちしております。

hirumo@live.jp

または

https://goo.gl/GjWIjL

5. 有明海と三陸の水辺から（90）

田中 克

パラオ共和国“エコツーリズム”
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森里海に代表される多様なつながりの大切さを学ぶ、認定 NPO 法人シニア自然大学校「地球環境自然
学講座」は、自然とともに生きる人々の暮らしや文化を直接現地を訪れて見聞する現地観察会を海外で
も実施しています。2016 年 1 月にはニュージーランド南島のエイベルタスマン国立公園における先住民
マオリ、2017 年 9 月にはアムール川上流のウスリータイガに暮らす先住民ウデヘ、そして 2019 年 1 月
にはパラオ共和国の人々の暮らしや文化を学ぶ観察会が開かれました（写真１）。パラオ共和国は、フィ
リピンの南東、パプアニューギニアの北西に位置し、2015 年に天皇皇后両陛下がこの地でなくなった多
くの人々への慰霊のために訪問をされたことで、その存在が知れ渡った、とても親日的な国です。

写真１ パラオの自然
や文化を学ぶ観察会
地元の方の指導で椰
子の葉でカゴを編む

これまでは、この国を訪れる日本人は世界自然遺産にも指定されたロックアイランドの島々でのダイ
ビングや、釣りなどのマリンレジャーが中心でした。今回のパラオ自然観察会の実現の背景は、2016 年
度に鳥羽の旅館海月（かいげつ）の女将、江崎貴久さんが地元の隠れた自然や文化的資産を掘り起こし、
それらを沿岸漁業の振興などに結びつけ、これまでのインフラ整備（投資）先行の一過性の「観光」で
はなく、その地での最適な生き方を目指した「成幸」に関する取り組みを大阪で講演いただき、さらに
鳥羽の海を舞台に現地観察会を開催したことに遡ります。そのような取り組みが、新たな観光立国を目
指すパラオの国づくり（それを支えてきた笹川平和記念財団）とも結びつき、これまでのマリンレジャ

ーとは異なる、人々がそれぞれの地域で
生きてきた証を掘り起こし、また、人々
の暮らしを体感するエコツーリズムの
テストケースとして、今回のツアーが実
現しました（写真２）
。
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写真２ 私達のためにあらかじめ急坂に
ロープを張り、階段を作ってくれた道を行く

パラオ共和国は多くの島々（大半は無人島）から成り立っていますが、最大のバベルダオブ島に点在
する小さな村に刻まれた史跡や文化を掘り起こし、豊かな自然とともにパラオの真の姿を体感してもら
おうとの企画でした。このエコツーリズムに賛同した 6 つの州（16 州のうち）が、州を上げて、またそ
の中心となる地域を上げての取り組みとして実現し、参加した 19 名全員の予想をはるかに越える大歓迎
に感動するばかりの 4 日間でした。
パラオは 17 世紀以来、スペイン、ドイツ、日本、米国の統治を経て、1994 年に憲法を定めてようや
く独立した国ですが、独立が遅れたのは憲法に核の廃絶を盛り込もうとする強い意思が米国から拒否さ
れ続けたからです。環境意識が進んだ国で、毎日曜日を No Plastic Day に定め、アルミ缶を拾って役所
に届けると、その分が税金から引かれるなどの仕組みを導入しています。屋久島サイズの国土に 2 万人
の人々が暮らすこの国にはゆっくり時間が流れ、道行く子供達の笑顔の会釈に、私達がなくしつつある
大切なものを思い出させてくれ
るエコツアーとなりました。マン
グローブ貝を私達のために腰ま
で泥に浸かり足で拾い上げ、サン
ゴ礁の外にでてカツオを釣り、大
事な祝いの時にしか食べないよ
うなこの上ないご馳走（写真３）
に、涙をこらえながら、そのもて
なしに感謝する旅となりました。

写真３ この上ないご馳走が準備さ
れた毎夕の懇親会

6. ジュラシック・ビーチを次の世代へ残したい（２０） 向井 宏

海を汚す砕石場とあらがう住民
2016 年 9 月 23 日に、再び三度、奄美大島行きの飛行機に乗る。奄美大島で、海の生き物を守る会と
して、シンポジウムを開催するためである。シンポジウムは、24 日、奄美市で、自然と文化を守る奄美
会議との共催で開かれる。レンタカーを借りて、一足先に来ていた安部真理子さんといっしょに昼食に
近くの「ばしゃ山村」へ。ここでみんなが食べるのは、奄美名物の鶏飯（けいはん）だが、肉を食べな
い私は油そうめんと決まっている。そこから安部さんとは別行動にし、夕方 5 時に市（いち）集落で落
ち合うことになった。市で住民との集まりをする予定だった。途中、笠利町の土浜海岸などで砂浜調査
を行って、5 時少し前に市集落へ到着した。集まるところは市の公民館。前年集会をしたところだ。しか
し、5 時になっても誰も来ない。おかしいなと思いながらもぶらぶらそのあたりを散歩しながら待つが、
いつまで待っても誰も来ない。安部さんに電話で連絡を取ると、どうやら集会は 6 時から始まるらしい。
それではと、近くの砕石場を見に行った。この砕石場から雨が降るたびに土砂が流れ出し、市集落の住
民らが何度も抗議し、鹿児島県の大島支庁へも直訴してきたところだ。2・3 年前には、大雨の時にここ
から流れ出た土砂が市集落へ通じる唯一の道路を塞いで、何週間も市集落は陸の孤島になってしまった。
それだけではなく、国道を越えて土砂を含む濁流がすぐ前の海に流れ込み、私たちの潜水調査で明らか
になったのだが、前のサンゴの海の生き物がほぼ死滅してしまっている。大島支庁では、業者に行政指
導をしたというのだが、事態はあまり改善されていない。この問題を討議するために、今日も公民館で
集会が開かれるのだ。砕石場の沈砂池が余りに小さいので、これじゃすぐに道路や海へ濁流が流れ出す
なあ、と思いながら見ていると、安部さん、志村智子さん（日本自然保護協会）、田代豊さん（名桜大学）
がやって来た。いっしょに公民館へ向かう。そこで出会った住民の方に話を聞いて分かったことは、集
会は 6 時半から始まるという。奄美時間はどんどん遅くなる。しかも、決まった時間にみんなが集まる
ことはほとんど無いのだそうだ。決めた時間を遅れて始まるのが奄美時間らしい。
集会では、田代さんの濁り水の採水方法と検査のしかたの話しを聞き、奄美会議の大津代表の檄のあ
と、住民らの間で活発な議論になった。終わりそうもないので、私は発言を控えたが、結局夜の 8 時を
過ぎて終わった。市から名瀬のホテルまで 1 時間以上
かかる。名瀬の「ホテルビッグマリン奄美」に宿を取
る。ここのオーナーは向井というらしい。しかも自民
党の市会議員だという。夕食は近くの飲み屋で、原井
一郎さんといっしょに食べた。原井さんは奄美を愛す
るジャーナリストだ。

市の公民館で開かれた住民集会
で話す大津奄美会議代表と私たち
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翌 24 日は、シンポジウム「奄美の海の未来を考える」を開催した。奄美会議との共催だった。参加者
は昨年の大入りに比べると少ない。代表の大津幸夫さんは、もっと集客に力を入れるべきだと怒ってい
た。奄美会議の人たちへの批判だったようだが、集客努力をすべて奄美会議の人たちに任してしまった
私たちも、申し訳ない気持ちだ。
しかし、地元の新聞、奄美新聞と
南海日日新聞は、シンポについて
大きく報道してくれた。
9 月 25 日には、龍郷の手広海岸
で住民参加の「砂浜教室 in 奄美」
を開催した。日本自然保護協会と
の共催。参加者は 10 名とやや少な
い。奄美新聞と南海日日新聞の記
者も取材を兼ねて参加してくれた。
地方紙のせいだろうか、両紙の記
者達は、親身になってくれ、この
調査についても、翌日大きく報道
してくれた。手広海岸は、前にも
紹介したように砂浜の一部で砂の
流失が起こって、護岸計画が出て
いるところだ。ただ、龍郷町の行政の人たちと、手広海岸の自然を守る会の人たちとの話し合いが常に
行われていて、行政も環境や景観について敏感になってくれているようだ。その後、一部に護岸が作ら
れてしまったが、広い手広海岸の中ではほんの一部に留まっているのは、ホッとすることだ。これら砂
浜問題について島の人たちはどう思っているのだろうか。（つづく）

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

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。
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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。
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8．編集後記
◇今号から立川賢一さんの切手が新シリーズに入りました。神秘的な海の生き物オウムガイの登場です。お楽しみに！
◇向井先生のニュース原稿にあった「科学的に間違った認識で貴重な自然を壊しても彼等は責任をとらないのが、日
本の公共事業の最大の問題点だ」という指摘に大きくうなずきました。悪気が無く知らないだけ、という場合も含め、税金
が投入されているのだから放置できません。代替保全や自然復元にもコストがかかりますので、その最後の最後まで見
越したトータルで見積もり、正しい科学データと共に広めた上で、そこの開発の必要性と照らし合わせ、工事の可否を皆
で決めるのが順序ではないかと。「そんな時間ないよー」「面倒だよー」の空気を、「いや、大事でしょ」に変えたいです。
今号のイベント欄にある洋上風力発電のセミナーは、そういう手順の一つかと思われます。ご関心のある方は参加をご検
討ください。なお、その上に掲載した九州海洋生態談話会には、うみひるも編集チームの西濱先生が登壇されます！
◇田中先生による当会フォーラムへのご感想を、欠席してしまった者として大変ありがたく拝読しました。文中のキーワー
ドからの連想で申し上げたいのが、うみひるも編集チームの「縁の下の力持ち」である向井保子様のことです。いつも最終
チェックをしてくださり、これまでも何度も、私が見落とした間違いを見つけて、こっそり直してくださいました。代表の奥様と
いうことで編集後記にはお書きにならないのですが、ず～っと前から密かにご活躍中の名編集者です！

（ちよ）

寒暖の差が大きな暖冬が過ぎて行き，2 月 14 日には気象庁から，高温に関する異常天候早期警戒情報が発表され
ました。地球規模の現象とはいえ，原因はヒトが作っているのですから，足下から見直していけば，変えていけると信じてい
ます。インフルエンザの流行も続いているようですので，皆様どうぞ，ご自愛下さい。医療費の節約も，環境保全につなが
るかな? (西)

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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