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「今月の海」虹ノ松原（佐賀県唐津市）  

 玄界灘・対馬海峡に面した唐津湾の長大な砂浜で、背後には 400 年前の植林によるクロマツの林が 4.5km

に渡って続く。総計で約 100 万本といわれている松林は現在では国有林（保安林）として保護されている。三

保の松原（静岡県）、気比の松原（福井県）と並ぶ日本三大松原のひとつで、唯一、特別名勝地に指定されて

いる。その他に「白砂青松 100 選」「日本の渚百選」などにも選ばれている名勝地だが、ここも近年砂の減少

に悩んでいる。玄海国定公園の

一画にある。砂浜は海水浴場と

しても利用されている。1960 年

代以降、マツクイムシの被害で

次々と松が枯れる被害があり、

現在まで薬剤散布などで松原の

保全が図られている。砂浜と松

原の間には未舗装の道路があり、

後背塩生植物帯が断ち切られているのは残念だが、塩生

植物は多く見られる。この砂浜ではアカガイ、タマキガ

イ、ベンケイガイなどの大型の貝類が多く打ち上がって

いる。砂浜に棲息するフジノハナガイと希少なキュウシュウナミノコガイも見られる。 

（2017.9.25 佐賀県唐津市虹ノ松原にて  向井 宏撮影）  

http://e-amco.com/
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【活動予定】 

◆砂浜海岸生物調査の第３次中間報告書をまもなく刊行 

 海の生き物を守る会では、10 年前から始めた砂浜海岸生物調査の中間報告書をこれまで 2 回発行してきま

した。今年度は第 3 次の中間報告書を 9 月に発行予定です。今回の中間報告書には、これまで寄せられた調

査票 329 枚 177 ヶ所のデータをもとに、貝類の情報について、まとめる予定です。 

 中間報告書は、発行後に海の生き物を守る会の会員の希望者には 1 部を無料でお送りします。ご希望の方

は当会事務局 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp まで希望部数をお知らせください。代金は無料ですが、送料をご

負担願います。 

 

 

 

現在まで329枚、177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。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329枚の調査票が寄せられ、全国177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。 

  

全国の砂浜海岸生物調査にご協力ください 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
http://e-amco.com/research


 

3 

◆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。2019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） 

13. 和白干潟海岸（福岡市） 

 

（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。 

 

 

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

 

「わだつみ 海の生き物情報誌」の原稿を募集中 
 

 
 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気楽に掲載できる 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。遅くとも 2020 年 1 月には次号を発行する予定です。ぜひ

投稿はお早めに！ 投稿要領は、創刊号の巻末をご覧ください。それ以前に十分な原稿が集まった場合には、

すぐに発行することもあります。 

 

★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 

  

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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●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。 

 

 

軟弱地盤の改良工事に使う海砂を沖縄に搬入させない取り組みを 

 土砂全協がこれまで取り組んできた西日本からの土砂の搬出に反対する運動によって、軟弱地盤問

題で 7 万 7 千本の砂杭での補強工事を行うことが明らかになっており、それ以前には膨大なサンゴの

移植作業などがあることを考えると、埋立用土砂（岩ズリ）そのものの搬出の時期はかなり先伸ばし

されたと思われる。土砂搬出前に行われるのは、海砂もしくは鉄鋼スラグの搬出であり、今後の私た

ちの運動も全国での海砂の採取量の総量規制を求めると共に海砂を沖縄に搬入させない取り組みに大

きくシフトしていかざるを得ない。湯浅顧問の調査から、西日本の海砂採取の現況などを踏まえる

と、海砂の搬出は、福岡県と長崎県の可能性が高いと考えられる。 

 

 

 

辺野古埋立反対パンフ購入して応援してください 

 

 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、送料無料とします。 

 
 

 

 

  

 お知らせコーナー 

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』 

●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（３）『砂浜のカニ類』 

 

 

 

 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」シリーズとして、 

① どの浜辺にも必ず見かけるハマトビムシ類 

② 北海道限定の塩性植物 

③ 砂浜によく見られるが同定が難しいカニ類 

の図鑑をそれぞれ刊行しています。 

 

A5 判 14 ページ。①と③は 1 冊 100 円で頒布しています。

②は 200 円です（送料別途）。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 

 

代金＋送料のお振り込み先： 

ゆうちょ銀行 19230-2848391 ﾑｶｲﾋﾛｼ 

 

 

※3 冊とも同サイズです 

  

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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2．ウナギ切手コレクション （3）   立川賢一 
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【東北】 

●環境大臣が「海洋放出しかない」と放言 
 東京電力は、福島第一原発の事故で発生した汚染水を、浄化装置に通した後に（トリチウムは除染されて

いない）、敷地内に増設された貯水タンクに貯め続けているが、その汚染水の処理を巡って原子力規制委員

会や経産省が一般の意見も聞きながら対応を検討している。これまで東京電力、原子力規制委員会や経産省

は、貯蔵タンク内の水を海洋放出する方向で意見集約を図ってきたが、漁業者をはじめ、一般の意見は圧倒

的に海洋放出に反対であり、東電も経産省も海洋放出には慎重に対応せざるを得ないところに追いつめられ

ていると言っても良い。ところが、9 月 10 日に原田義昭環境相は、「所管外だが、思い切って放出して希釈

するほかにあまり選択肢はない。それしかない」と発言した。環境を守るべき大臣が、翌日は内閣改造で首

を切られることが分かっていたからといって、このような無責任な発言をするとは、政治家としてまことに

許せない。処理水はトリチウムがまったく取り除けないばかりではなく、ストロンチウム 90 など浄化装置で

除去が完全ではないことも明らかで、さまざまな放射性核種を残したままでの海洋放出は、まさに無責任国

家の汚名を着ることになるだろう。近年の漁業不振から海の生き物に汚染の影響が及んでいることも十分推

測される。ただちに漁業者らから批判が寄せられたことは当然であろう。これ以上何万年にもわたって海を

汚すことは、人類の未来を無くすことにつながる。人類への犯罪だ。（文責：向井 宏） 

 

 

【東海】 

●アコヤガイが大量死 三重で、愛媛で 
 真珠を育てるアコヤガイが、真珠養殖で知られる三重県英虞湾や愛媛県宇和海などで大量に死亡した。三

重県の調査によると今年海に投入したアコヤガイの稚貝の約 7 割が死に、1 年以上の貝でも 2 割を超える貝

が死亡した。稚貝の平年の死亡率は 15％程度なので、今年の大量死は、真珠の養殖に大きな影響を与えると

思われる。また今年真珠の核入れを行った成貝でも、例年の 5 割増の死亡率が報告されている。大量死の原

因は今のところ不明で、県は国の研究機関と協力して原因の解明に当たるとしており、今年 10 月頃にもその

結果を発表できると見ている。県では養殖業者への経済的支援を検討している。一方、愛媛県宇和海でもア

コヤガイの大量死が報告されている。1990 年代には貝が赤く変色する病気が流行し、大量の死亡が起こった

ことがあるが、今年の大量死については目に見える色の変化は見られていない。温暖化による海水温上昇の

影響も考慮されている。（文責：向井 宏） 

 

 

【九州】 

●開門の是非は判断せず 国の主張をしりぞけ差し戻し 
 長崎県諫早市の国営諫早干拓事業で有明海の環境が悪化したため、潮受け堤防を開門して長期間の調査を

するよう求めた福岡高裁の判決が 2010 年に確定した。しかし国は干拓地入植者の意見を入れて開門調査を

しない姿勢を示していることに、漁業者らは国が確定判決に従わず開門しない間、制裁金を課すことを求め

た裁判で漁業者らの主張が認められ、国は毎年制裁金（1 日 90 万円）を支払っていた。一方、入植者らが開

門しないことを求めた裁判では、長崎地裁は確定判決に反する開門禁止を認める判決を出している。司法判

断のねじれが生じた状況で、国は 2014 年に開門確定判決の執行力排除を求める請求異議訴訟を佐賀地裁に

起こした。一審で佐賀地裁は国の請求を退けたが，二審の福岡高裁は昨年 7 月、「漁業者の共同漁業権の消

滅に基づき開門請求権も失われた」として国が逆転勝訴した。そのため、漁業者側が判決を不服として上告

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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していた。国は開門をしない前提で、漁業者らの漁業権が一時的に消失したなど事情が変化したという理由

で、2010 年の確定判決の「無力化」を求めた。9 月 13 日最高裁の判決が出された。そのため、国は開門を

しない前提で、漁業権が一時的に消失したなど事情が変化したと主張した。9 月 13 日最高裁の判決が出され

た。それによると、最高裁第 2 小法廷は、国の請求を認めた福岡高裁の判決を破棄し、審理を差し戻した。

福岡高裁が「漁業権が消滅し、開門請求権も失われた」と判決したことについては「是認できない」と否定

した。確定判決後、時間が経って事情が変化したという国の主張には、精査して判決をやり直すべきとした。

判決は全判事一致の意見だった。まずは国の主張をそのまま認める判決にならなかったことは、安堵できる

判決ではあったが、福岡高裁のやり直し審査がどの程度、確定判決を守る責任ある態度をとるかどうか注視

していかなければならない。（文責：向井 宏） 

 

 

【沖縄】 

●辺野古埋立のため移植したサンゴ群体の 3 分の 1 が死滅 
 沖縄県名護市辺野古の辺野古・大浦湾の海を埋め立てて米軍の新基地を建設するために、沖縄防衛局はア

セス書に基づきサンゴ群体の一部移植を行ったが、9 月 9 日に開かれた環境監視委員会で、1 群体が死亡し

たことを発表した。さらに 1 群体が、体の一部が死に全体としてもかなり弱っていて死亡に近い状態である

ことも判明した。もう 1 群体は移植先の場所から姿を消している。おそらく死亡して波に壊されたと推定さ

れる。移植されたのは絶滅危惧種の「オキナワハマサンゴ」の 9 群体で、そのうち 3 分の 1 にあたる 3 群体

が移植に失敗したことになる。防衛局によると移植先では特異な水質や海流の変化は見られていないので、

移植前からこれらの群体は衰弱していたとして自然死と判定している。しかし、衰弱しているサンゴ群体な

ら、移植をしないで回復を待つなどオキナワハマサンゴの種の維持を図るべきだった。この結果はサンゴの

移植はけっしてサンゴ礁の再生にはつながらないことをはっきり示している。（文責：向井 宏） 

 

 

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

 
【関東】 

◆千葉県立中央博物館 海の博物館（海の体験コーナー） 

「海藻おしばを作ろう」 
日時：2019 年 10 月 5 日（土） 11:00～11:20 

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 人 

料金：材料費 50 円／人 

 

 

【関西】 

◆長松海岸自然観察会 第 10 回「秋の磯あそび」 
日時：2019 年 9 月 28 日（土） ※小雨実施 

集合：10:00「みさき公園」駅 改札を出たところ（みさき公園出口） 

※現地に駐車場はありません。みさき公園駅周辺のコインパーキングなどに駐車していただき、集合

場所へお越しください。トイレは駅の中ですので、集合までにお済ませください。 

場所：大阪府岬町 長松海岸の磯 

交通：難波 9:10 発 特急サザン 9 号和歌山港行き（後ろ 4 両自由席）に乗車、「みさき公園」駅 9:57 着 

解散：14:00 頃 現地にて 

対象：どなたでも（中学生以下は保護者同伴） 

定員：20 人（メール先着順） 

参加費：大人 500 円、中学生以下 300 円、サポーター参加者 100 円 

※「長松海岸自然観察会」に参加したことがある方は、サポーター参加者としてご参加いただきます 

持ち物：水筒、長靴または濡れてもいい運動靴（サンダル禁止）、帽子、軍手、レジャーシート 
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★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)これまでに長松海岸自然観察会に参加したことがあるかどうか（8）予定交通手

段を記入し、表題を「9/28 長松海岸観察会申込み」として、メールで misaki@n-osaka.jp まで。1 週間以内

に折り返し参加可否を連絡しますので、連絡のない場合はお問い合わせください。9 月 21 日締め切り。 

問い合わせ先：大阪自然保全協会内「9 月 28 日長松海岸観察会」係 tel : 06-6242-8720 

 

◆和歌の浦干潟観察会（第３２回） 
日時：２０１９年９月２９日（日）、１２時〜１４時 

観察予定地：観海閣（妹背山）周辺の干潟 

和歌山市和歌浦中３丁目４−２８ 

 ハクセンシオマネキやチゴガニの求愛行動、コメツキガニの砂団子、水際に群がるヤドカリ類、テッポウ

エビ、絶滅危惧Ⅱ類のイボウミニナなど、たくさんの生き物を観察できます。 

集合時間と場所：１２時に観海閣（玉津島神社の向かい） 

但し、雨天中止（小雨決行） 

費用：資料一部３００円、但し希望者のみ 

服装や準備物、その他注意点：長靴または泥にはまっても良い靴（サンダル・水雪駄は泥に足を取られるの

で不適）。帽子、軍手、タオル等、採集道具や飲食物、着替えは各自の判断で。 

主催：和歌山大学教育学部生物学教室 

   わかのうらひがた俱楽部 

問い合わせ：e-mail: tkoga@wakayama-u.ac.jp、または０９０−４４９９−３１５７，古賀まで 

 

 

【九州】 

◆和白干潟クリーン作戦と自然観察 
日時：2019 年 9 月 28 日（土）15:00～17:00 

集合場所：和白干潟海の広場（東区和白 4 丁目）※駐車場なし。西鉄「唐の原」駅から徒歩 5 分 

持ち物：筆記用具とあれば観察用具 

参加費：無料 

主催：和白干潟を守る会 tel : 090-1346-0460（田辺） 

 

◆和白海岸探鳥会 
日時：2019 年 10 月 13 日（日）9:00～12:00 

集合場所：JR 香椎線「和白」駅前の和白公園 

持ち物：筆記用具とあれば観察用具 

参加費：日本野鳥の会会員 100 円、一般 300 円 

主催：日本野鳥の会福岡支部 tel : 092-606-0012（山本）  

海の話題、ご寄稿ください 

 うみひるも編集部は、海の生き物に関するエッセイ、写真、イラストや絵画などを募集中

です。新コーナーのご提案も受け付けております。 

 うみひるも掲載エッセイへのご感想や、ニュースへのご意見、掲載イベントに参加された

ご報告および新たなイベントの告知なども、下記 URLの投稿フォームへ是非お寄せくださ

い。https://goo.gl/GjWIjL 

 投稿フォームは短文用です。1000字を超える長文や添付ファイルなどは、うみひるも

編集部の下記メールアドレスまでお願いします。hirumo@live.jp 

mailto:misaki@n-osaka.jp
https://goo.gl/GjWIjL
mailto:hirumo@live.jp
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南半球一周の船旅： 南アメリカ編 

 南極にかなり近いアルゼンチ

ンのウシュアイアを 2019 年 2 月

20 日朝に船出し、パタゴニアフィ

ヨルドを 3 日間も航海した。小さ

な氷がたくさん浮いており、氷山

ではないにしろ、タイタニックの

悲劇が脳裏をかすめた。人生初の

氷河を目の当たりにし、イタリア

氷河、オランダ氷河など幾つもの

氷河が、青白く凍てついた塊にな

って岸壁に次々と現れ、それらは

海と接した部分で小さな氷の塊

を多数散逸させていた。その数が

多い入り江には船は航行を中止

し航路を変更した。ロマンチェ氷河は端が少し高所であるためか、滝になって海に降り注いでいた。地球温

暖化のせいではないことを祈る。船上風呂に入っていると、海面に浮いた小さな氷をボートを降ろして採集

する光景が眺められた。その氷の大きな塊は船内で細かく割られ、オンザロック等に使われた。筆者もジュ

ースにいれてもらった。氷は透明で、無味無臭だった。 

 

 2 月 23 日にフィヨルドから抜け出て、船は北上し、2 月 26 日にチリのバルパライソに寄港した。ここも日

中のみの停泊で、日帰りツアーコースが楽しめた。クラゲのアートも描かれていた壁画シリーズが美しい街並

みに感動しながら、波止場でプランクトンネット曳きを実施した。波止場には海鳥や大形の哺乳類がたくさん

いたが、ゆっくり観察している時間はなかった。そこでは複数のベニクラゲ類が採取できた。まだ若い個体ば

かりだったが、北海

道の厚岸にて人生初

に遭遇したものに類

似していた。ここも

マダガスカルと同様

に初記録の場所だっ

た。これらは遺伝子

解析に回しており、

船上での飼育は断念

したが、結果が出る

のが楽しみである。 

 

 

美しい壁画が描か

れた坂の多いチリ

のバルパライソの

街並み 

 

5．ピースボート乗船で海洋生物の研究（6）   久保田 信 

パタゴニア氷河の一つ、イタリア氷河 
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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。 

 

 

7．編集後記 
 

◇房総半島が台風 15 号で大変なことになりました。これから先、凶暴性を増した台風が毎年いくつも来ると思うと心底ゾッとしま

す。特に生き物相手の一次産業の方々のご苦労は想像を絶するものがあります。近い将来は、被害を見越して鉄筋ビルの中で

育てる野菜工場のような屋内施設ばかりになるのでしょうか。まるで手塚治虫の描いた人類の末期（シェルターの中で暮らす）の

ようです。埼玉の我が家のちっぽけな庭もぐちゃぐちゃになり、改めて、屋外で素敵な景色を維持管理してくださっている方々、食

を支えてくださっている方々への思いが強くなりました。どうやったら支える一助になれるのか、微力ながら考えたいです。 

◇ワシントン条約の締約国会議（COP18）の参加報告を聴講する機会がありました。高価なヒレだけ切り取る残酷なフィニングで

話題になったサメについては保護活動が広がりつつあり、次に熱いトピックは「ナマコ」とのこと。簡単に海底で拾えるから世界中

で乱獲が進んでいるそうです。可哀想なナマコ。のんびり屋だし極めて大人しいですからね。されるがままなのです。ワシントン条

約は絶滅のおそれがある生き物の国際取引を規制するものですが、どうやら COP に参加した日本は、ゾウやサメなど、いろいろ

な生き物のリスト入りに対して、とにかく反対、反対、反対だったそうです。謎の強硬姿勢とのこと。科学的に分析したら反対と賛

成が入り混じるでしょうから、おそらく政治的な決定なのでしょう。情けなくなってしまいました。（ちよ） 

 

◎ 諫早湾干拓関連の訴訟はとても入り組んでいて、いつ，誰が，何について訴えを起こしたのか，ていねいに整理しても分かり

にくくて、むしろ整理すれば尚更、司法の判断に何らかの作為を感じます。今回の最高裁による差し戻し判決も、最悪ではないと

は言え楽観できません。６月には漁業者が開門を求めて起こした別件の訴訟を２件、最高裁は退けていますから、福岡高裁で再

審が行われてどのような裁決が出ても、再び最高裁で争われて審議が長引くだけなのか、頓挫している有明海再生基金へと誘

導されるか、いずれかではないでしょうか。漁業と農業の対立か共存かという話は、干拓と埋め立て地が造成された後に発生し

た問題です。潮受け堤防を解体してでもなお、農業を続けて沿岸の防災を計ることは可能だ、むしろそういう事業を大々的に行う

ことで、有明海の生き物も漁業も再生するし長崎県の地方振興にもなると、個人的に考えています。海洋物理学、海洋生物学、

海洋土木工学、法律学、社会学、政治学、あらゆる分野の知恵を結集しなくてはならない、一大事業になるでしょう。福島第一原

発事故に関わる諸問題も、辺野古埋め立て問題も、諫早湾干拓と同じ根を持っているように思えます。(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

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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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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