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「海の生き物を守る会」メールマガジン No. 238  2019. 4. 1（月） 

 

Association for Protection of Marine Communities (AMCo) 

 Homepage：http://e-amco.com/   

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

「今月の海の生き物」イソヒヨドリ（♀）Monticola solitaries philippensis  

 名前はヒヨドリとつくが、実はツグミ科の鳥。アフリカからユーラシア大陸、インドネシア、ニューギニア

まで広く分布するが、いくつかの亜種に別

れている。日本では名前にあるように、海岸

の磯などに多く生息しているが、ユーラシ

ア大陸では 2000ｍを越える高山に主にみら

れる鳥である。大きさはヒヨドリより少し

小さく 23cm くらいである。日本に分布す

る亜種のイソヒヨドリでは、雄の腹部が赤

褐色をし、頭から喉にかけてと背中が鮮や

かな青で、翼は黒く鮮やかに色分けされて

いて目立つので、海辺でみたことのある人

は多いのではないだろうか。一方、雌は写真

のようにくすんだような黒褐色でウロコ状

の模様を持つ。雌雄の差ははっきりしてい

るが、雄の色は二次性徴なので、若鳥の間は

オスメスの区別は難しい。海辺でよく見か

けるが、餌は昆虫やトカゲなどを食べ、磯に

いるカニなどの甲殻類も食べる。岩陰や岩

の隙間などに営巣し、一度に 5－6 個の卵を

産み、雛には雌雄が交代で餌を与える。雄はツグミ類なので美しい声でさえずる。 

（2011.10.24.沖縄県豊見城市瀬長島にて 向井 宏撮影） 
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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】 

◆4 月 20 日（土） 砂浜海岸生物調査＆観察会 2019 in 表浜 

 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。海の生き物を守る会の砂浜海岸生物調査に協力

しようと思う人は、ぜひこの集まりに参加して、砂浜調査のやり方を学んで、各地で砂浜調査を行ってくだ

さい。 

 

プログラム 

表浜まるごと博物館に集合し、表浜に移動。そこで砂浜調査を行い、天候が良ければお弁当を食べます。

その後、再びまるごと博物館に帰り、採集した生き物を同定しまとめます（指導：向井 宏）。 

※この研修会＆観察会は、自然保護助成基金プロナテューラファンドの助成を受けて実施されます。 
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日時：2019 年 4 月 20 日（土）10:00~14:00 ※雨天中止（少雨の場合は決行します） 

集合場所：愛知県豊橋市 表浜まるごと博物館 http://www.omotehama.net/content/?p=946  

（表浜街道から寺沢の交差点信号を海側に曲がって 600m ぐらい行った右手にあります。もっと

も近い鉄道は JR 東海道線の二川駅ですが、そこからは定期バスなどの便はありません。車また

はタクシーが必要になります） 

調査場所：表浜 

用意する物：弁当、飲み物、筆記用具、ビニール袋、カメラほか 

服装：天候に応じた服装と濡れないための靴（もしくは濡れても良い靴）。 

参加費：500 円、学生 300 円、小学生 100 円 

共催：海の生き物を守る会・表浜ネットワーク 湿地ネットワークに参加 

問い合わせ先：田中美奈子 office@omotehama.org , 向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp  

 

 

◆5 月 5 日（日） 磯の生き物観察会＆スケッチ大会（上関町田ノ浦） 
 上関町長島の田ノ浦の磯で海の生き物観察会を行います。 

日時：2019 年 5 月 5 日（日）11:00~16:00 

集合場所：山口県上関町 上関まるごと博物館 

観察場所：上関町長島田ノ浦（11:00~15:00） 

 

プログラム 

上関まるごと博物館に集合し、長島田ノ浦に船で移動。そこで磯の生き物観察会を行います。みんなで採

集した生き物を同定し（案内：向井 宏さん）、スケッチも行います（指導：エッキー（浴野達弘）さん）。 

用意する物：弁当、飲み物、筆記用具、ビニール袋、カメラほか 

参加費：大人 3,000 円、子供 1,000 円 

宿泊を希望される方には、上関まるごと博物館＆町内の宿泊施設を紹介します。 

共催：海の生き物を守る会・上関の自然を守る会 

問い合わせ先：高島美登里 midori.t@crocus.ocn.ne.jp , 向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp  

 

 
◆5 月 18 日（土） 吉野川と海が出会う河口干潟の観察会 
  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。 

日本一の川幅を持つ吉野川河口。川と海の絶妙なバランスが保たれている河口は、川と海が出合う場所ならで

はの多種多様な生物が観察できます。 

海と水辺の達人向井宏先生との探検は今年で 3 年目。どんな生き物に出会えるかな。 

 

日時：2019 年 5 月 18 日（土）10:30~12:30 

場所：吉野川南岸の最河口干潟（徳島市北沖洲 4） 

雨天中止（少雨決行） 

用意する物：弁当、飲み物、筆記用具、ビニール袋、カメラほか 

参加費：大人 300 円、高校生以下 100 円 

持ち物：帽子・飲み物・タオル・洗い水（洗い水：ペットボトル 500～2000ml） 

    長靴又はよごれてもよい靴 ビーチサンダルはダメ!!(足やゆびが出ない靴) 

   ◇ぬれてもいい服装。小さな子は着替えをもってきてね。 

問い合わせ:088-623-6783  

（とくしま自然観察の会）http://www.shiomaneki.net  

（海の生き物を守る会）hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp (向井 宏) 

主催：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（申請中） 

 

 

 

http://www.omotehama.net/content/?p=946
mailto:office@omotehama.org
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
http://www.shiomaneki.net/
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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◆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） 

 

 

◆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 

 

 

 

 

 

現在まで301枚、165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 301 枚の調査票が寄せられ、全国 165 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。調査のやり方につい

て、不安をお持ちの方は、当会が実施している各地での研修会に、一度参加することをお薦めします。 

★【活動予定】にある 4 月 20 日（土）開催予定の「砂浜海岸生物調査＆観察会 2019 in 表浜」は、調査のや

り方を学ぶ「研修会」を兼ねています！ 

 

「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からダウンロード

してください。購読（当面は無料）はこちらから → http://e-amco.com 

現在、次号の原稿を募集しています。原稿が集まり次第、次号を発行します。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してご覧いただきます。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 

http://e-amco.com/research
http://e-amco.com/
http://9765145552aa0409.lolipop.jp/wp-content/uploads/pdf/wadatsumi001.pdf
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。 

 

 第 6 回定期総会が 5 月

25－26 日、奄美大島で

開催されます。 

 

 

 

 

 

 

 

★参加を希望される方は、

海の生き物を守る会事務局

までご連絡ください。 

 

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

 

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．オウムガイ切手コレクション （4）   立川賢一 
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【国際】 
●プラスチック汚染対策で合意 国連環境総会 アメリカ反対で大幅妥協 
 ケニアのナイロビで開かれていた国連環境総会において、海洋のプラスチック汚染に対する国際的な取り

組みを強化する決議案をノルウェーや日本が提出したが、アメリカの強力な反対のため、大幅な妥協を余儀

なくされた。3 月 15 日の会期末に妥協案が合意、採択された。決議によると国連環境計画（UNEP）の中に

情報共有や啓発のためのプラットフォームを作る。しかし、もっと具体的に汚染削減を議論する作業部会の

設置はアメリカの反対で見送られてしまい、実質的な対策は先送りとなった。プラスチック汚染対策に世界

でももっとも遅れている日本は、国連総会において積極的な役割を果たそうとしたようだが、アメリカ従属

を国策としている日本は、アメリカの反対を抑えることは出来なかった。国際環境団体などは極めて不十分

な内容だと批判している。（文責：向井 宏） 

 

 

【全国】 

●今年の熊楠賞に無脊椎動物分類学の馬渡駿介氏 
 先駆的な分類学の泰斗「南方熊楠」を顕彰し、基礎生物学を推進した人を表彰する「熊楠賞」は、熊楠

の故郷和歌山県田辺市と南方熊楠顕彰会によって贈られている。今年の熊楠賞には、北海道大学名誉教授の

馬渡駿介博士に贈られることが決まった。同氏の無脊椎動物分類学に関する研究および推進への尽力に対し

て贈られる。馬渡博士は、主としてコケムシ類の研究を行い、さらに分類学、系統学への理論的な貢献も評

価されている。今年 5 月 12 日に、田辺市紀南文化会館で、同氏の授賞式および記念講演会が開かれる予定。 

（文責：向井 宏） 

 

 

【中四国】 

●中国電力が開発許可をさらに 10 年延長申請 
山口県上関町に原子力発電所を建設する計画の中国電力は、予定地の造成のための林地開発と保安林伐採

の許可が今月で期限を迎えることから、今後 10 年間許可の期限を延長するよう変更手続きを行っている。ま

た、今年 7 月に期限が切れる公有水面埋立免許についても、県に延長を申請する予定である。中国電力は、

あくまで上関原発の建設に固執し続けることを表明したことになる。一方、審査する県の担当者は、「建設

計画には変更点はない。書類に不備がなければ承認する」と述べ、原発推進の姿勢をはっきり示している。

上関原発建設計画については、2011 年 3 月の福島第一原発の事故の後、工事が中断され、県は公有水面埋立

免許を 2019 年 7 月まで延長することを認めたが、発電所本体の工事着工の目途が付くまで、埋め立て工事

に着工しないように指導している。しかし、工事のための道路建設などを進め、中国電力はあくまで国が新

しい原発建設に踏み切ることを期待して、準備を怠りない。地元で原発計画を推進していた上関現町長が 10

月の任期終了とともに引退を表明した。今後、町長選挙で原発計画が争点になるかどうか注目される。 

（文責：向井 宏） 

 

 

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。 
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【九州】 

●嘉徳海岸の工事差し止め裁判 ボランティア弁護士団結成へ 
鹿児島県奄美大島瀬戸内町の唯一残った護岸の無い自然海岸である嘉徳海岸に、鹿児島県大島支庁がコンク

リート護岸を建設しようとしている計画について、住民らが工事差し止めの裁判を提起している。それに応

じて日本環境法律家連盟(JELF)らの弁護士が中心になって裁判を弁護するボランティア弁護士を募集してい

る。また、その弁護費用を捻出するためのクラウドファウンディングを開始し、一般の人たちから募金を呼

びかけている。クラウドファウンディングは、https://readyfor.jp/projects/save-amami-katoku-beach か

ら。（文責：向井 宏） 

 

 

【沖縄】 

●沖縄のジュゴンが死亡 絶滅が現実に？ 
 国の天然記念物でもあり、絶滅危惧種でもあるジュゴンの一頭が、3 月 18 日に今帰仁村運天港近くの海

で、死体で見つかった。体の傷跡などから、古宇利島周辺の藻場で餌を食べていた雌のジュゴン（防衛局の

いう個体 B）であることが確認された。この個体 B は、大浦湾で餌を食べていたもっとも若いジュゴン個体

C の母親である。はっきり雌と確認されているのは、この個体だけであったから、将来ジュゴンを出産でき

る期待が無くなったことになる。もう 3 頭しか確認されていない沖縄のジュゴンのうち、1 頭が死亡し、残

り 2 頭が現在行方不明であり、3 頭すべてが絶滅した可能性もある。2 頭のジュゴンの行方不明は、辺野古の

基地建設工事の影響が考えられるが、今回の雌の成獣の死亡に辺野古建設工事の直接的な原因があるかどう

かは不明である。しかし、本部港から北を大回りして辺野古へ土砂を運搬している船による影響も考えられ

る。死因については、今後の解剖結果を待たねばならないが、解剖しても確実な原因が判明するとは言えな

い。どちらにしても、沖縄のジュゴン個体群の絶滅に、辺野古の基地建設工事が大きく影響を与えたことは

間違いないだろう。（文責：向井 宏） 
 

●ジュゴンの死亡で、アメリカの環境保護団体が議会に工事中止を要請 
 ジュゴンの一頭が、3 月 18 日に運天港近くの海で死んだことを受けて、アメリカの環境保護団体 12 団

体が共同で声明を発表し、アメリカ議会下院軍事委員会のアダム・スミス委員長宛に書簡を送った。書簡で

は、辺野古の新基地建設工事を直ちに一時中止するよう国防総省に命じ、アメリカ連邦議会が監督権を使っ

て国防総省がアメリカの環境法を遵守するよう指導することを求めた。書簡は、「ジュゴン訴訟」がアメリ

カの裁判所で係争中であるにもかかわらず、国防総省が無分別に行動し、環境に取り返しのつかない損害を

与えている」と厳しく指摘している。ジュゴンの死は、ジュゴン訴訟の行方にも影響を与えるかもしれな

い。（文責：向井 宏） 

 

●さらなる埋立を開始 辺野古側第 2 区域 県は国を提訴 
 3 月 22 日、沖縄県が国の防衛省が個人の資格と偽って国交省へ沖縄県の埋立承認撤回を取り消させたこと

は違法だとして訴えた。しかし、先に玉城デニー知事と安倍首相との懇談で、岩礁破砕許可の取り消しにつ

いての最高裁への上告は取りやめると言ったため、安倍首相が工事の一時中止に応じないにもかかわらず、

沖縄県は上告を取りやめる。この決定にはおおくの県民から批判が出ている。その一方、3 月 25 日から、辺

野古の埋立予定第 2 区域について、安倍政権はあらたな土砂投入を開始した。あくまで沖縄県民の辺野古基

地反対という民意を一顧だにせず、辺野古基地建設に突き進む安倍政権の姿勢が明らかになっている。沖縄

県民集会では 1 万人が抗議の声を上げ、25 日には会場大抗議行動が行われ、約 100 人がボートやカヌーで抗

議の声を上げた。現場ではウミガメが泳ぐ姿もしばしば確認されている。彼等の上陸・産卵する浜はもう無

くなってしまった。（文責：向井 宏） 

「うみひるも」投稿フォームのご案内 

うみひるも連載エッセイへのご感想、今号のニュースへのご意見など、 

https://goo.gl/GjWIjL をクリックして投稿フォームから、お寄せください。 

※「うみひるも編集部」メールアドレスはこちら→hirumo@live.jp 

https://readyfor.jp/projects/save-amami-katoku-beach
mailto:hirumo@live.jp
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【関東】 

◆磯の生物観察会（観音崎自然博物館） 
 観音崎の磯でひざまで水に入り、カニ・ウニ・ヒトデ・ハ

ゼ・ウミウシなどの小動物を観察します。海藻の森とそこに住

む生き物に親しみましょう。  

日時：2019 年 4 月 21 日（日）10:00～14:30 ※小雨決行 

集合時間：10:00  

集合場所：観音崎公園ボランティアステーション  

定員：50 名（先着順）  

対象：一般・小学生以下は保護者同伴  

参加費：大人 1700 円 4 歳～中学生 1300 円 

 ※会員は 300 円引（入館料、消費税込み） 

講師：観音崎自然博物館 学芸部長 山田和彦 

持ち物：ハーフパンツや短パンなどひざくらいまで濡れていい

服、濡れていい運動靴またはマリンブーツ（ケガ防止のためビ

ーチサンダルやスポーツサンダルは不可）、タオル、昼食、飲

み物、雨具、あればプラケースやバケツなど（生物の観察用）  

プログラム（観察内容） 

10:30~12:00 磯で生物を観察  

12:00~13:00 昼食  

13:00~14:30 観察した生物についての話、海藻標本作り 

★申し込み方法：電話にて参加者全員の氏名・年齢・住所・電話番号をお知らせください。 

保険加入のため 4 月 17 日までにお申し込みください。  

問い合わせ先：観音崎自然博物館 〒239-0813 神奈川県横須賀市鴨居 4-1120 TEL 046－841－1533 

 

【九州】 
◆奄美大島の未来を考える 小笠原に学ぶ「世界自然遺産」講演会 
 今年 2 月、「奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島」が世界自然遺産への登録を目指して推薦されま

した。日本ですでに自然遺産に登録されている他地域では、登録後、国内外からの観光客の増加や知名度の向

上などによる効果がもたらされた反面、自然資源のオーバーユース（使いすぎ）や外来種の侵入などの問題も

起きています。そこで、今回は小笠原諸島から講師をお招きし、世界自然遺産登録の前後の様子や取り組みを、

島民の視点からお話しいただきます。小笠原の島民の取り組みは、IUCN からも高く評価されました。近い将

来、奄美でどんな変化が起こりそうか、みなさまと一緒に考える場としたいと思います。 

日時：2019 年 4 月 21 日（日）13:30~17:00 

会場：奄美大島瀬戸内町 瀬戸内町立図書館・郷土館（鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋 1283-17） 

アクセス：奄美空港から車でおよそ 1 時間 40 分, 名瀬港から車でおよそ 1 時間 10 分 

参加費：無料 

プログラム 

基調講演：「小笠原諸島世界自然遺産の事例に学ぶ」深澤丞（日本自然保護協会自然観察指導員小笠原連絡会会長） 

話題提供：「日本自然保護協会が世界自然遺産に期待すること」安部真理子（日本自然保護協会） 

主催：公益財団法人日本自然保護協会 

共催：小笠原世界遺産に学ぶ瀬戸内町民講演実行委員会 

後援：南海日日新聞社、奄美新聞社 

※この講演会は、パタゴニア環境助成プログラムの支援を受けて実施しています。 

お問い合わせ：日本自然保護協会 保護室  TEL 03-3553-4102  メール umi＠nacsj.or.jp 

 

日本自然保護協会の奄美大島での取り組みは、以下をご参照ください。https://www.nacsj.or.jp/tag/奄美大島/ 

 

  

https://www.nacsj.or.jp/tag/奄美大島/
javascript:;
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東京から有明海の再生を展望する 

 日本列島周辺には、世界的にも生物生産性が高く生物多様性豊かな海が広がっています。正確には広がって

いたというべきです。その海辺からニホンウナギが姿を消し始め、潮干狩りの主役であるアサリまでもが激減

しているからです。それは陸と海の境界域としての“海辺”を潰し続けてきた当然の帰結であり、その象徴が

有明海といえます。かつては季節を通じて多様な魚介類が“湧き出る”ように現れ、漁業が栄え、“宝の海”

が地域社会を支えていました。しかし、諫早湾奥部の全長 7km の潮受け堤防設置による強制干拓（複式干拓）

に代表される大規模開発が陸域と海域を分断し続け、汽水域の高い生物生産性とそれに依拠する漁業生産性を

急速に劣化させ、今では漁船漁業者のまとまった漁獲対象は中国の需要に支えられたビゼンクラゲのみという

“瀕死の海”に至っています。 

 2018 年７月 30 日には、福岡高等裁判所が 2010 年に自らが下した「諫早湾潮受け堤防の二つの水門を開い

て 5 年間にわたり調査すべし」との確定判決を、今度は「10 年ごとに漁業権が更新される漁民には訴訟を起

こす資格がない」との理由で、無効化する判決を言い渡しました。本来弱者の生きる権利を守るべき司法が、

民意を無視する強権政治の傘下に下り“自殺行為”に及びました。一方、2008 年に中央干拓地に入植した農

民の中から、土質が劣悪で排水が悪く、カモなどの水鳥の食害にさらされ、調整池が冬は冷却装置/夏は暖房装

置となる劣悪な環境を海に戻して改善しないことには、干拓地で農業を続けられないと、公然と「開門」を唱

える人々が現れました。 

 このような有明海再生の転換期において、この国が抱えた根源的な有明海問題は地球環境倫理の問題である

として、地球システム・倫理学会と（一社）全国日本学士会の主催で、政治経済の中心地、東京でその本質を

見据え、再生への新たな流れを生み出す「有明海の再生に向けた東京シンポジウム」が、9 月 29 日に開催さ

れました（写真１）。有明海や諫早湾の漁業や暮らしを 40 数年にわたって撮り続けてこられた中尾勘悟さん

（肥前民俗環境写真研究所代表）の写真展が併設され、多くの参加者の注目を集めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 「有明海の再生に向けた東

京シンポジウム」企画の趣旨 

5. 有明海と三陸の水辺から（93）     田中 克 
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 ジャック・クストーの陸と海の不可分のつながりや未来世代の権利に関する先見的な言動の紹介、これから

の時代を担う高校生の活動など、多様な有明海再生への展望に関わる話題提供が行われ、その盛り上がりは懇

親会での意見交換に引き継がれました。とりわけ関心を集めたのは、長崎県の奨めるままに 2008 年に中央干

拓地に入植し、開門反対強制のもとで農業に生きてきた農民の苦悩と農業を続けたいとの強い意志表明は、農

業と漁業の連携こそ有明海再生の本道であることを多くの参加者の心に浸みこませました。早々に県から退去

命令など厳しい圧力の中で、多様な工夫をしながら農業に生きる人々を、都会の私達がどのようにサポートで

きるかが問われています。本シンポジウムの成果を一冊の本「豊かな有明海を未来世代に」（仮題）として刊

行するとともに、東京シンポから見据える有明海の再生に関する「提言」（具体的行動を含む）をまとめる必

要性を強く感じました。 

 

写真２ 有明海の今昔に関する写真展の準備を多くのボランティアが支える 
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最終回 

嘉徳海岸を守る戦いはこれからだ 

 宇多さんの沿岸工学的測量の結果は、まもなく報告書

の形で送られてきた。それを読むと、科学的なデータに

よって、嘉徳海岸の砂浜と砂丘が台風の高波によって侵

食されたのではないことが、はっきり示されていた。嘉

徳の砂浜のもっとも南東端に流入する嘉徳川が湾に入

る時に砂の堆積と台風の風波によって、そのまま湾に出

ないで、大きく砂浜に沿って蛇行する。大雨で氾濫した

川の蛇行によって、砂浜と砂丘が浸食されたというの

が、真相だった。たしかに、砂浜の生物調査でも、シジ

ミ類やカワニナ類、河口域に生息するはずのタイワンヒ

ライソモドキというカニなどが河口からは遠い砂浜で

採集されている。もし氾濫河川の蛇行が浸食の原因だと

すれば、護岸で高波から砂浜の侵食を守るというのは、

意味が無いことになる。無意味な護岸工事で、この貴重

な自然を壊して良いのか。私たちは、嘉徳海岸護岸建設

計画の見直し検討委員会に、このレポートを送り、これ

までの検討の見直しを求めた。それが第 3 回検討委員会の直前であった。 

 

 第 3 回検討委員会は、今年（2019）1 月 27 日に行われた。予定ではこれが最後の検討委員会になる。しか

し、私たちの願いも空しく、護岸工事が一部規模を縮小して建設することに決まってしまった。嘉徳海岸の全

体に作られる予定だった護岸は、高さなどの規模はそのままに、集落の墓場の前を中心に、530ｍの当初計画

を 180ｍに縮小して作るという結論がまとめられた。後に公表された検討委員会の議事録を読むと、事務局（建

設を担当する鹿児島県大島支庁瀬戸内事務所）と委員長の間で、事前に綿密な打ち合わせのもと、事務局が縮

小計画を作成し、委員会に提案していたことが読み取れる。そこでは、高波が浸食の原因であるという前提は、

一度も見直されていない。当初から作られたシナリオで、この見直し委員会の結論は作られたと思える。そこ

に科学的な原因の検討がなされた形跡はない。科学者が多い検討委員会なのだが。私もかなりの数の行政の諮

問委員会の委員の経験があるので、この間の検討委員会の流れは良く読める。事務局は最初から落としどころ

を決めていて、それまで委員会になるべく自由に意見を言わせておいて、最後に事務局の提案を出して落とし

どころへ議論を誘導する。その際にもっとも重要なのは委員長との事前のすり合わせなのだ。まさにその様式

が当てはまる検討委員会の運営だったと言える。 

 

 しかし、この中途半端な結論で護岸が建設されたら、地元の人の希望するようにいったい砂浜の侵食は止ま

るのだろうか。私にはまったく止まるとは思えない。むしろ侵食を完全に止めるためなら、最初の計画のよう

な前面護岸にしなければならない。もちろんこんな計画は嘉徳海岸の自然の貴重さを考えれば、絶対許せない

のだが。3 分の 1 に縮小した護岸の建設では、嘉徳海岸の自然が壊されるだけで無く、砂浜・砂丘の侵食さえ

も止めることは出来ないだろう。まさに無駄な公共事業になる。なぜか。もし前回の砂浜・砂丘の侵食と同じ

ように、嘉徳川が氾濫し、河口部で大きく蛇行し砂浜に沿って流れてきたとすると、途中の砂浜の真ん中に立

ちふさがるコンクリート護岸にぶつかり、その背後の盛り土を削っていくだろう。侵食されるのは護岸の背後

になる。背後の砂丘が再び侵食される。そして、やがて作られた護岸は砂浜の真ん中にコンクリートの壁とし

て立ち、やがてこれも河川によって後から倒されるだろう。 

 

 私はもしどうしても護岸で集落の墓場を守りたいなら、墓場のぎりぎりの海側の地中にコンクリートの壁を

作り、その上に砂をかぶせて海浜植物の植栽をすれば良いと思い、そういう案を瀬戸内事務所との話し合いの

時に提案したことがある。その時に瀬戸内事務所の答えは、砂丘のもっと砂浜側までが私有地になっており、

公共事業としては私有地を触ることは出来ない。なので、砂浜の真ん中に護岸を作るしかないということだっ

た。実は、最近の浜松市の中田島砂丘でも、同じ理由によって砂丘の真ん中に高さ 15m を超える大きな防潮

6. ジュラシック・ビーチを次の世代へ残したい（22） 向井 宏 

河口域に生息するはずのタイワンヒライソモドキ 

（和田恵次さんの同定） 
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堤が建設されてしまった。もっと砂丘の内側に防潮堤を作れば防潮堤の高さはせいぜい 1m でも十分なのに。

そこでも私有地には手が出せないという建設側の逃げ道があった。でも私有地だから公共事業はできないと言

うのは本当ではない。全国の多くの公共事業で、私有地を強制収用されてダムやその他の公共事業が行われた

事例は掃いて捨てるほどある。しかも、嘉徳や中田島などは、土地の所有者と合意の上でそれを行うことが可

能なのだ。しかし、行政はそれをしようとしない。面倒くさいだけなのか。それとも巨大な護岸を巨額の予算

を使って作ることそのものが目的なのか、よく分からない。土地の所有者と十分話し合って解決策を探せば、

これほど貴重な嘉徳海岸の自然を守りながら、住民の安全をもっと安く守ることもできるはずなのだ。 

 

 もう一つ、私が提案したのは、砂丘の海側にある集落の墓場を別のところへ移転してはどうかということだ

った。これも行政はまったく相手にしなかった。面倒なことはしたくない。砂浜を潰して護岸を作れば、こん

な簡単で業者も喜ぶことはない、と行政は思っているに違いない。砂浜なんてどこにでもあると思っているの

だろう。実は奄美地方の墓場が集落の海辺にあるのは、意味があったのである。琉球列島の住民たちには、死

者を葬った後、洗骨する習慣がある。風葬の場合は 2－3 年経ってから洗骨するが、奄美などでは埋葬して四

十九日経った後、洗骨していたようだ。その場合、死体は完全には骨にならず、洗骨には海の水が必要だった。

そのために墓場は海のそばに作られることが多かったと言われる。しかし、現在ではその習慣はなくなり、墓

場が海辺に作られる必然性も

なくなっている。砂丘の侵食で

危なくなった墓場はもっと他

の場所に移すことも可能だっ

たはずである。嘉徳の集落は、

かつては数百人～千余人がい

たが、今では集落のかなりの家

が空き家になり、空き家でなく

ても住民が常時は住んでいな

い家が多い。移転はそれほど困

難なことではないと思われた

のだが。 

 

 まことに残念ながら、鹿児島

県の「ゼロベースで見直す」と

いう検討委員会の結論は、嘉徳

海岸の貴重な自然を壊すとい

うことになった。しかし、2018

年 11 月に行われた工事のため

の入札には、応札した業者はゼ

ロだった。入札は不調に終わ

り、以後随意契約となる。実は

嘉徳の集落へ行く途中の山道、

それから向こうに見える節子地区の山の上に、自衛隊の基地が新しく作られつつある。地元の人も多くが自衛

隊の基地建設に危惧を抱いているにもかかわらず、中国包囲網を作ろうとしているアメリカの下請けとしての

自衛隊が、南西諸島にあらたに展開する部隊の基地が奄美大島の世界遺産候補の島で山を大規模に削って基地

を作っている。その工事で地元の土建会社は人と機材を取られて、嘉徳の護岸どころではないのだろう。しか

し、瀬戸内事務所では年度内予算の消化のために、3 月 18 日に工事に着手した。この工事では、砂浜の真ん

中に護岸ができるだけではない。その工事をするために、海岸に出るための新たな道路を建設し、砂浜の水際

に工事用作業道路を建設する。それによって、砂浜は全面的に工事用トラックや重機が走り回るところに変わ

るだろう。 

 

 その事態を受けて、奄美大島瀬戸内町の住民らが、予算執行を差し止めるための住民監査請求を行った。請

求が退けられた場合は、工事差し止めの裁判に訴える構えを示している。嘉徳海岸の自然を守る戦いはこれか

ら本格的に始まる。今後の行方は、「うみひるも」などで適時伝えていきたい。 

 

ひとまず、私のエッセイは今回で終わりにしたいと思います。ご愛読ありがとうございます。古生代から変

わらないオサガメが再びやってくるために、嘉徳の自然海岸を守り通すことは、私たちから子孫への義務です。

（終わり）  

嘉徳集落の墓場。「嘉徳鍋加那節」に歌われた 

美人だったという神女の鍋加那のお墓もここにある 
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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。 

 

 

8．編集後記 
 

◎立川賢一さんの切手コレクションが「うみひるも」235 号からオウムガイのシリーズに入りました。今回は大きな切手シートの中

央あたりにオウムガイがいます。手元にある絵本『のんびりオウムガイとせっかちアンモナイト』（偕成社）によると、大昔には長さ

10mにもなる伸び切った殻のオウムガイが海の中を泳いでいたらしく、想像するだけでワクワクします。前に、さかなクン出演のテ

レビ番組で、水槽に入れた手にオウムガイが細い触手でピトピトと吸い付いているのを見ました。なんとも不思議な生き物です。

あのサワサワとした数十本の触手で、味を感知しているそうです。上記の絵本には、アンモナイトと違って深海に潜んでいたため

に隕石落下などの天変地異にも負けずに生き残れたオウムガイの歴史が、分かりやすく描かれています。この地球で 5 億年以

上も生き延びてきたオウムガイ。それに対して人間の歴史はたったの 400 万年。著者の三輪一雄さんが書いている通り、人間

が大先輩の生き物たちに学ぶべきことは、まだまだたくさんあります。（ちよ） 

 

◎二月下旬に熊本県上天草市に行き、九州海洋生態談話会に参加してきました。そこで熊本大学の逸見先生から、外来種ヒガタ

アシの熊本県での拡大状況と、対策のお話を伺いました。パスカルは｢人間は一本の弱い葦である｣と書いたそうですが、現実の

葦は強い丈夫な生き物です。外来種問題は人が自分自身で蒔いた種ですから、刈り取らなければなりません。(西) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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。 

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 
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