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「今月の海」 厚岸湾大黒島（北海道厚岸町）  

 北海道の道東太平洋岸の厚岸湾（厚岸町）は、北海道沿岸では珍しい内湾を形成している。その厚岸湾の湾

口に、大黒島は位置する。大黒島は無人島だが、大黒島灯台に電気を供給している。周囲は急な海崖に囲まれ、

島に上陸することは難しいが、夏にはコンブ採りの漁師が番屋に寝泊まりしてコンブ漁を行っていた。その番

屋も今は荒れ放題となっ

た。太平洋戦争時には、

島は帝国海軍が専有し、

ソ連の侵攻に備えて特攻

船の出撃基地となった

（写真の人工洞窟）が、

使われることはなかった。

島の周辺は、ナガコンブ

やオニコンブなどの群落

に覆われ（写真）、夏は

コンブ漁の船で賑わう。

島の太平洋側では、干潮

時ゼニガタアザラシの群

れが岩の上でひなたぼっ

こをするのが観察できる。

大黒島周辺の海に約 300

頭を超えるゼニガタアザ

ラシが年間を通して棲息

している。冬にはゴマフ

アザラシが北の海から流氷と共にやってくる。最近は温暖化のせいか厚岸湾まで流氷が来ることは珍しくなっ

たが、冬には海面が凍り、氷が潮間帯の岩を削るため、潮間帯の岩の上には、付着動物が少ない。キタイワフ

ジツボと笠貝の一種シロガイが見られる程度だ。春になると、付着海藻が一面に繁茂する。写真の岩の上の茶

色に見える海藻は、マツモノリである。（北海道厚岸町大黒島にて  2005 年 5 月 29 日向井 宏撮影） 

http://e-amco.com/
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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。 
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※今号は試みに、従来とは異なる順番で記事を掲載しております 

 

 

1. 海の生き物とその生息環境に関するニュース 
 

 

【国際】 

●イガイ類が大量死 ニュージーランド 
 ニュージーランドの北島のマウンガヌイ・ブラフ海岸で、イガイ類が大量に死亡した。死亡したイガイ類は、

約 50 万個体に上るとみられる。海洋専門家らは、これが地球温暖化・気候変動の影響によると推測している。

潮間帯や潮だまりに棲息しているイガイ類は、生きたまま高水温でゆであげられたようになっており、海水温

が異常に上昇したことを示している。ワイカト大学の研究者は、最近ザルガイ類などの二枚貝でも大量死が見

られたと指摘している。潮間帯の生き物の熱耐性は強いはずだが、今が真夏の南半球では異常な日照が海水温

を上げ、これらの二枚貝にとってさえも耐えがたい状況が生じていることになる。温暖化対策を怠ると、世界

の海からの豊かな食糧供給は望めなくなる日が近い。（文責：向井 宏） 

 

 

【東北】 

●新種の深海魚「オトヒメコンニャクウオ」を発見 羅臼沖 
 福島県いわき市の水族館「アクアマリンふくしま」は、北海道知床半島羅臼沖の水深 200～300m で行った

エビ籠漁で獲れたコンニャクウオ属の魚 3 個体を、京都大学の甲斐嘉晃博士と共同研究し、新種であると発表

した。和名は「オトヒメコンニャクウオ」と名付けた。長い胸びれを持つ事が特徴で、海中を長い胸びれをひ

らひらさせて泳ぐ姿から、乙姫の名前を付けた。コンニャクウオの仲間には世界で 150 種ほどが知られている

が、これほど長い胸びれをもつ種はいないという。（文責：向井 宏） 

 

 

【関西】 

●写真展「よみがえれ！大阪の海」を開催 
 水中写真家の城者定史さんが、職場の大阪 ECO 動物海洋専門学校の生徒たちと、大阪湾の水中の風景や

多くの生きものたちを撮影した写真を展示する写真展を開催した。テーマは「よみがえれ!大阪の海」。場所

は、大阪市北区中之島の府立中之島図書館。2 月 29 日までの開催だった。写真展は、同専門学校と同図書館

の経営指定管理者のアクスウェルが共催した。城者さんは、写真展を通して「人々は海や自然に優しい生活
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うみひるもにご意見・ご感想を 

お寄せください 

メールマガジン「うみひるも」では、海の生き物に関する情報 

や写真やイラストなどを募集しております。 

ご意見やご感想も是非お寄せください。便利な投稿フォームは、こちら。 

https://goo.gl/GjWIjL 

「うみひるも編集部」メールアドレスもご利用ください。 hirumo@live.jp 

をしているか」「身近な海なのに無関心になってはいないか」と、洗剤やごみを排出する私たちの生き方が、

海の生き物に影響を与えていることを自覚して欲しいというメッセージを届けていた。（文責：向井 宏） 

 

 

【九州】 

●国が業者の違法工事を黙認 「国所有になれば適法」 馬毛島 
 アメリカ軍が沖縄で行っている艦載機訓練の移転候補地として、鹿児島県西之表市（種子島）の離島の馬毛

島を評価額の 3 倍の 160 億円という高値で購入することが問題となっている。さらに、購入する前から国が馬

毛島の工事の計画設計を予算にない流用費を使って行っていたことも判明し、批判を呼んでいる。しかも、馬

毛島の購入費も予算化しないで流用費から支出していることも分かってきた。野党が要求した購入費の積算根

拠についても、公表を拒むなど、政府のなりふり構わない姿勢が顕著になっている。 

 馬毛島については、島の所有者が国への売却を目指して、違法な伐採や造成を行っていたことが問題視され

ていた。所有者のタストン・エアポート（東京）は、馬毛島の 99％を所有し、西之表市の現地調査をも拒み、

共有地への立ち入りも拒否しながら、島に航空機発着場を建設してきた。この開発事業によって馬毛島周辺の

海で漁業を行っている漁業者と対立し、国の公害等調整委員会は、2016 年に違法の疑いがあると指摘した。

森林法では、違法開発であると認定されれば、知事が原状回復を命じることができると規定している。ところ

が、2019 年 11 月に国が同社との間で売買に合意し、すでに 6 割以上を国有化している。そのうえで、国は森

林法で規定されているのは民有地とされていることから、国有化すれば違法な開発も適法になるという見解を

まとめた。西之表市長は、今年 1 月に河野太郎防衛相に質問状を提出し、「国の買収は開発を不問にし、容認

するものだ」と抗議していたが、この抗議への答えが、この見解になった。法の精神を踏みにじり、抜け穴を

探して強引に政府に従わせる手法がここでも明らかだ。（文責：向井 宏） 

 

 

 

https://goo.gl/GjWIjL
mailto:hirumo@live.jp


 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．ウナギ切手コレクション （13）   立川賢一 

 

 



 

5 

3. 海の生き物に関する運動・行事・他の団体の情報 

※コロナウイルス対策により延期や中止の可能性があります。 

詳細は、各イベントの主催者に確認をお願いします。 

 

【関東】 

◆海と海藻を愛するダイバー3 人によるトークショー 
 神奈川県横浜市戸塚区在住の高山 優美海草おしば協会認定講師が藤沢市にあるNPO法人ピープル ファク

トリー2階ギャラリーで「海と海藻を愛するトークショー」に参加します。なお、同じ場所で3月24日（火）ま

で、高山 優美認定講師と三橋 絹代実技認定講師による海藻おしば作品が展示されています。関東近県の皆さ

ま、トークショー参加と作品鑑賞にぜひ足をお運びく

ださい。 

 

海と海藻を愛するダイバー3人によるトークショー 

日時：2020年3月7日（土）14:00～16:00 

場所：下記 

2階ギャラリー（神奈川県藤沢市鵠沼橋1-9-8） 

参加費：800円 

 

トークショー参加者： 

（株）海藻研究所 新井 章吉さん 

海藻おしば協会 高山 優美さん 

環境活動家 武本 匡弘さん 

 

 

 

 

 

 

海藻おしば作品展 

期間：～3月24日（火） 

 

場所：海藻おしば作品展とトークショー共通 

NPO法人 地域作業所「ピープル ファクトリー」内 

2階 カフェ＆ギャラリー 

（〒251-0024 神奈川県藤沢市鵠沼橘1-9-8） 

電話：0466-23-5110 

 

アクセス：JR藤沢駅から江ノ電に乗り換えて、 

「石上駅」下車すぐ 

 

問い合わせ：エコストア パパラギ 

電話：0466-50-0117 

メール： fujisawa@eco-papa.com 
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◆院内集会「奇跡の海 上関～持続可能な未来を目指して～」 
 瀬戸内海で最後に残された美しい景観と世界的に貴重な生態系を持つ「奇跡の海 上関」。ここは 39 年間

にわたり原発計画に翻弄されてきました。しかし今、漁師さんと研究者、市民が一体となって「奇跡の海」を

未来の子どもたちに遺そうと「自然を生かした町作り」を始めています。 

 

日時：2020 年 3 月 19 日（木）17:00～19:30 ※開催の有無をご確認の上ご参加ください 

場所：衆議院議員会館 第 6 会議室（変更の可能性有り） 

 

プログラム 

1． 上関の自然の素晴らしさ 

 上関の生物多様性の特徴  野間直彦氏（滋賀県立大学） 

 カンムリウミスズメを始めとする鳥類相  山本尚佳氏（日本野鳥の会山口県支部） 

2． 自然を生かした町作りの具体化 

 海藻の間伐による海の畑つくり  新井章吾氏（海藻研究所） 

 上関ネイチャープロジェクトの取り組み  高島美登里氏（上関の自然を守る会） 

 海洋保護区への展望     （日本自然保護協会） 

 

※パネル写真展示やカンパ物資もあります。 
主催：上関ネイチャープロジェクト／日本自然保護協会 
 

 

◆『有明をわたる翼』第 6 回公演 
 諫早湾を題材にした演劇作品「有明をわたる翼」の公演を、2 月（27・28 日に終了）と 3 月に行います。 

3 月 14 日は、諫早湾を主題とした演劇作品『有明をわたる翼』の朗読版と、ベントス学会会員によるバンド、

シルトクレイの作品にインスパイアされた小品『うちの父さん、仕事は研究』、そしてかわさきしゅんいちさ

んの素敵な絵本『うみがめぐり』3 本立ての朗読です。 

 

日時：2020 年 3 月 14 日（土）12:30 開場、13:00 開演予定 

場所：スタジオ・ライトハウス 八王子市（飯島自宅につき、いらっしゃる方にのみ住所をお伝えします） 

演出･朗読：野崎美子 

朗読：渡辺英雄 

作曲･演奏：芳賀一之 

歌：田中俊太郎 

料金：宴会つき 3000 円、アルコール別途実費、投げ銭歓迎。こちらは毎年恒例の「サイエンスカフェわぁわ

ぁ会」として開催します。定員 30 名。 

詳細は、飯島明子まで ※編注：こちらのイベントは主催者と直接お知り合いの方のみ対象です 

 
 

【九州】 

◆和白干潟クリーン作戦と自然観察 
日時：2020 年 3 月 28 日（土）15:00～17:00 

集合場所：和白干潟海の広場（福岡市東区和白 4 丁目）（駐車場なし、西鉄「唐の原駅」徒歩 5 分） 

参加費：無料 

主催：和白干潟を守る会 

電話：090-1346-0460（田辺） 

 

 

 

新型コロナウイルスによる肺炎が流行っている関係で、さまざまなイベントが中止や延期になっています。ここに

紹介したイベントもその可能性があります。参加の際には事前に確認をお願いします。 
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※いったん連載「動物の親子を詞で知ろう」を中断して、帰国したての

久保田先生による航海記を複数回に分けてお届けします。お楽しみに！ 

 

厦門大学でベニクラゲ観察 

 2019年 12月 22日から約 2カ月間の第 103回ピースボート「オセアニア一周クルーズ」に参加。今回で 3度目。和

歌山県の JR白浜駅から特急くろしおで新大阪へ、次に新快速で三ノ宮へ、最後にポートライナーに乗り、2駅で船の

着岸駅に到着。その夜の出航から最初の寄港地の中国の厦門（アモイ）まで 4日かかる。その間、ベニクラゲ関連の文

献や書籍を読み続けられた。 

 26日早朝、厦門到着。2018年の今頃着岸した国際港に、厦門大学の郭（Guo）先生が今回もお迎えに来て下さった。

今回で 3度目の大学訪問。大学の博物館で、まず

は中国産ベニクラゲがホルマリンで固定された多

数の標本を実態顕微鏡で拝見できた。これらは中

国の南北の広大な海域から採集した標本とのこと

で、日本産等と比較できた。2018年に公表されて

いる郭先生たちの論文にある中国特産種ならとて

も小型だが、それより大きいものもあり驚かされた。

ベニクラゲを見終え、昨年より整備された博物館内

を少し見学すると、日本にも分布するが、より大型

のナメクジウオやシャミセンガイの標本が特に目に

留まった。 

厦門大学郭博士と小生 

 

 続いて広々とした大学構内を散策。構内の至る

所に木が多く、花も咲き、色々な小鳥が囀ずって

いた。池の数羽のコクチョウが、人懐こく今回も近寄って来た。バイキング方式のランチを教員食堂で頂き、食後に生物

学博物館まで行ったが、今回も閉館中だったのが残念。構内では、散策中にいいタイミングで、日本では沖縄で観察

できたという部分日食が確認できた。その後、

厦門大学に隣接する南普陀寺（なんぶだじ）

にお参りし、バスで市内の公園にも行った。日

暮れ直前に船に戻り、その日の夜に出航し、

セブ島に向けて南下した。 

 

 

 

 

中国産ベニクラゲ 

4. ピースボート航海記（1）  久保田 信 
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街中の鮮魚売場 
 

 水産研究所で海の生き物を扱う仕事をしているにもかかわらず、このところデスク・ワークが続き、標本や画像でしか

生物と付き合えない日が続いています。そうした日常の中でも海の生き物と出会えるところと言えば、スーパーなどの鮮

魚売場です。昔は町に｢魚屋｣がありましたが、今では魚介類が売られているのはスーパーマーケットか、大都市圏の商

店街の一角でしょうか。中規模地方都市に住んでいる私が通う店舗では、限られた品物しか目にできません。それでも

季節ものの魚介類や、珍しいものを、たまに見かけることがあります。12 月から 1 月にかけては、マナマコが並びます。

東西で比べると、東日本では柔らかめのアオが、西日本では硬めのアカが好まれると言われていますが、長崎では砂

泥底の大村湾が産地なので、アオばかりです。今年は不漁で、グラム当たりの値も高かったようです。ところで、もうすぐ

桃の節句ですけれど、3月 1日から 3日の間に限って、ハマグリ(Meretrix lusoria)が店頭に並びます。ハマグリは一

時期、日本の沿岸からは姿を消して絶滅危惧種扱いでしたけれど、詳しい理由は分かりませんが 15 年くらい前から各

地で復活してきました。とはいえ、店頭に並ぶのは大半が輸入物のシナハマグリ(M. petechialis)です。国内産のハマ

グリもこの時期には出回るのですが、アサリやシジミほどの小さなものばかり。日常的な食材ではなくて縁起物なのです

から、高価になっても構わないから殻長制限をしてもらいたい、と、毎年溜息をついています。以前は近所のスーパー

で、季節に関係なくハマグリが並んでいたのですが、10年以上前のこと、殻長 4–5cmハマグリが 5個ほど入ったパック

を見ていると、ときおりオキシジミ(Cyclina sinensis)が混じっていました。オキシジミもハマグリとほぼ同じ場所で獲れま

すし、食用になりますが、味の方はかなり泥臭いです。あまりにも頻繁に混じっていたので、店の人に注意したのですが、

｢どこが違うんですか？｣と問われて、唖然としたことがあります。ハマグリは殻の表面が滑らかでほぼ三角形ですが、オ

キシジミの殻は丸くて、表面に年輪のような成長線が刻まれます。貝屋の目には一目瞭然なのですが、興味が無い人

には見分けが付かないのでしょうか。私がクレームを付けたためなのか、その後、その店からハマグリは姿を消しました

（桃の節句には、今でも並びます）。 

 とある別の大型商業施設では、鮮魚コーナーとは別に魚の専門店が入っています。こちらはエビ・カニ類や珍しい貝

類が並ぶことがあるので、機会があれば見て回ることにしています。アサヒガニが並んでいたときには、一人で食べきれ

るかと迷ったのですが、思い切って買って食べました。いかつい見た目に反して、淡泊であっさりしていました。ウチワ

エビもよく見かけますが、年々サイズが小さくなっているような気がして、乱獲の兆しかも、と、心配です。九州北西部で

はイトヨリダイをよく食べます。天草のスーパーで初めて見たときには、観賞魚じゃないのかと思いました。これも大きくな

ると体長 40cmになるのに、近頃は 30cm未満、ときには 20cmほどのものが並んでいます。 

 長崎はそれなりに地元産の魚介類が豊富なのですが、輸入物の魚介類もずいぶん見かけます。シナハマグリに限ら

ず、有明海特産だったアゲマキは韓国から、パック詰めのエビ類もほとんど全て外国産です。東南アジアからブラックタ

イガー、エクアドルやインドからはバナメイエビが、アルゼンチンやオーストラリア産のアカエビ類も並んでいます。また

加工品となってトップ･シェルというものが、トルコやブルガリアから入ってきています。このトップ･シェルとは、日本や東

アジアに生息するアッキガイ科のアカニシ(Rapana venosa)のことで、どういう経路で移入したのか分かりませんが、黒

海沿岸に定着したものが逆輸入されるようになったそうです。さらにトップ･シェルとアカニシのことを調べていたら、イト

マキボラ科のコナガニシ(Fusinus ferrugineus)のことをアカニシと呼び、煮付けや串焼きにして食べられていると、先

日初めて知りました。知らないことは尽きることがありませんが、海の恵みそのものはどうでしょうか。食べられる生き物も、

そうでないものも、尽きることなく居続けてもらいたいと願っています。そのためにできることを考えて実行するのは、消

費者である私たちの責任でしょう。 

5. 海の生き物たちとの様々な出会い(10)西濱士郎 
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６.「海の生き物を守る会」の活動について 

 

「わだつみ 海の生き物情報誌」第 3 号 原稿募集中！ 
 

 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」を 2019 年 1 月に創

刊し、今年 1 月 15 日に第 2 号を発行しました。多くの投稿があり、第 2 号は創刊号の 2 倍のボリュームに

なりました。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 

 

 

さらに次号の原稿も募集しています。原稿が集まり次第、第 3号を発行します。 

投稿要領は、「わだつみ」の巻末をご覧ください。 

 

 

★原稿はわだつみ編集部 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 向井 宏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）。投稿をお待ちしています。ご意見などもお寄せください。 

 

 

海の生き物を守る会 わだつみ編集部  hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在まで331枚、180カ所を調査 
 春がやって来ました。海辺に出かける機会も増えるでしょう。 

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331枚の調査票が寄せられ、全国180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。また、同じ海岸でも調査をする度

に、違った情報が得られます。調査を積み重ねていくことが必要です。まだ調査が1カ所も行われていないの

は、秋田、山形、岩手、福島の東北4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。 

 

★砂浜生物調査では、ぜひ 4 種の鳥類の記録もお願いします。詳細は次ページをご覧ください。 

全国の砂浜海岸生物調査にご協力ください 

http://e-amco.com/
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
http://e-amco.com/research
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砂浜生物調査で鳥類の棲息も注意して観察して下さい 
 

 近年砂浜に生息しているシロチドリが減少しています。 

今回、砂浜に生息するシロチドリ、コアジサシ、ヒバリ、ミユビシギの４種の鳥類に焦点を絞り、生息状況を把握したいと

のことで、海の生き物を守る会の砂浜海岸生物調査において以下の鳥類について、NPO バードリサーチの方から協

力を要請されました。鳥類も砂浜の重要な生き物のグループです。 

 

 比較的だれでも参加できるアンケート調査「砂浜のバードチェック！」です。分布の情報および報告いただいた月日

から繁殖地や越冬地に分け、衛星写真などを基に環境選択性を分析する予定です。観察した場合には、海の生き物

を守る会へ調査票を提出する以外にも、以下のバードチェックのウェブサイトから報告して下さい。 

 

 

◆砂浜のバードチェック！ 

http://www.bird-research.jp/1_katsudo/shiro_chidori/sand/form/SandBirdCheck.html 

 

◆シロチドリ繁殖状況調査 

http://www.bird-research.jp/1_katsudo/shiro_chidori/index.html 

 

◆バードリサーチの砂浜の鳥の調査・保全活動 

http://blog.bird-research.jp/pages/user/search/?keyword=%83V%83%8D%83%60%83h%83%8A&tid=seesa

a_hotspot&hid=167&c=12&search=1&ic=shift-jis 

 

シロチドリ コアジサシ ヒバリ ミユビシギ 

4種類の鳥 がいたかチェックして、場所と日にちを教えてください。 

 

シロチドリ 

ヒバリ 

コアジサシ 

ミユビシギ 

http://www.bird-research.jp/1_katsudo/shiro_chidori/sand/form/SandBirdCheck.html
http://www.bird-research.jp/1_katsudo/shiro_chidori/index.html
http://blog.bird-research.jp/pages/user/search/?keyword=%83V%83%8D%83%60%83h%83%8A&tid=seesaa_hotspot&hid=167&c=12&search=1&ic=shift-jis
http://blog.bird-research.jp/pages/user/search/?keyword=%83V%83%8D%83%60%83h%83%8A&tid=seesaa_hotspot&hid=167&c=12&search=1&ic=shift-jis
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嘉徳の浜にコンクリート護岸はいらない 

 奄美大島の嘉徳海岸には、南西諸島では希有なサンゴ礁のない砂浜が広がっています。人工物のまったくな

い自然海岸です。生物多様性も高く、アオウミガメも産卵に上がっています。かつては、オサガメも上陸産卵

しています。日本で唯一の例です。海の生き物を守る会では、この海岸を守るために、過去数回、奄美大島で

シンポジウムなどを開いて、訴えてきました。行政にも足を運び、説明してきましたが、昨年から護岸建設工

事が始まっています。現在は一時中断していますが、今後、再開される予定です。この海岸を守るために、住

民らが工事差し止めの訴訟を開始しました。そして、それをボランティア精神で、環境法律家連盟 JELF が応

援しています。訴訟費用を集めるために以下のように、クラウドファンディングへの支援を訴えています。 

 

 奄美大島の嘉徳浜を守るために行っています住民訴訟について、専門家への調査費用を賄うためのクラウド

ファンディング第二弾が始まりました。どうかご支援、拡散のご協力などよろしくお願いいたします!!! 

URL はこちらです。https://readyfor.jp/projects/save-amami-katoku-beach-2 

 全国からの温かいご支援を背に、これまで様々な活動を継続してきました。その結果、私たちは、嘉徳

浜を守るための住民訴訟を現在まで継続することができ、工事も中断され、嘉徳の自然のままの姿が現在

も残されています。 

 工事の中断は、ウミガメの産卵をきっかけとするものですが、孵化時期の過ぎた今もなお工事は再開さ

れていません。これも、全国の皆さまからの応援を背に、私たちが様々な活動を継続することができたこ

とによるものだと思います。本当にありがとうございます。 

 しかし，裁判は現在も継続されており、行政は工事の撤回を決めたわけではありません。私たちは、裁

判の手続の中で、現在計画されているようなコンクリート製護岸は必要ないことを明らかにしていく必要

があります。 

 そこで私たちは、県側が主張するように自然を壊してまで巨大なコンクリート製の護岸を作るしか方法

はないのか、現在計画されているような護岸を作ることはかえって有害で住民の安全を脅かすのではない

か、海岸工学の専門的な見地から検討したいと考えてきました。 

 この度、海岸工学の見地から専門的かつ詳細な調査と分析が可能な日本有数の専門機関に、嘉徳浜の状

態や経年変化に関する調査を依頼できる準備が整いました。 

 前回のクラウドファンディングの費用は、本訴訟を継続するために大切に使用させていただいています。

しかし、専門機関に依頼をして、しっかりとした調査をおこなうためには、多額の費用が掛かり、私たち

の概算でも追加で 250万

円以上が必要となる見込

みです。 

 そこで、応援していた

だける皆さまと一緒に、

この取り組みを盛り上げ、

専門機関による調査の実

施を実現し、現在の計画

の再検討を求めていくこ

とで、嘉徳の姿を次の世

代に受け継いでいきたい

と思います。どうぞご支

援をよろしくおねがいい

たします。 

 

 

籠橋 隆明（名古屋Ｅ＆Ｊ法律事務所、愛知県弁護士会）、吉浦 勝正（名古屋Ｅ＆Ｊ法律事務所、愛知県弁護士会）、

杉田 峻介（あすなろ法律事務所、大阪弁護士会）、山本 美愛（法円坂法律事務所、大阪弁護士会）、 

西岡 治紀（名古屋Ｅ＆Ｊ法律事務所、愛知県弁護士会）、渡部 貴志（名古屋Ｅ＆Ｊ法律事務所、愛知県弁護士会） 

https://readyfor.jp/projects/save-amami-katoku-beach-2
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森と海を結ぶ第１回植樹祭の協賛団体となりました 
 

 諫早湾の大規模埋立によって失われた有明海の自然を取り戻す試みとして、多良岳において木を植える「森

里海を結ぶ植樹祭」が 3 月 20 日に行われます。 

 海の生き物を守る会では、この試みを応援するために、呼びかけに応えて、運営委員会の承認を得て、協賛

団体となりました。ぜひ有明海の自然を回復させるための取り組みを応援していきましょう。個人としての協

賛も求めています。植樹祭にも各地から参加出来る方は、ぜひどうぞ。 
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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 

 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。 

 

辺野古 護岸が崩壊の恐れ 専門家が分析 
 （「琉球朝日放送」より）       

 
 辺野古の新基地建設で、水深 90 メートルまで軟弱地盤が続く地点の護岸の安定性について、地質

学の専門家が「崩壊する可能性がある」との調査結果をまとめたことがわかりました。 

 

 分析したのは、地質学を専門とする新潟大学の立石雅昭名誉教授ら専門家十数人でつくる調査チ

ームです。大浦湾に設置されるコンクリート製の大型護岸について、海底の地盤がマヨネーズ状と

軟弱なため、国が求めている安全性の水準を満たしていないことが調査で裏付けられたということ

です。 

 

 この地点の地盤強度をめぐっては、国が水深 70 メートル以下は「非常に固い」と結論付けていま

したが、軟弱だとするデータが存在していました。国は「業者が簡易的に実施した調査で、信頼性

が低いので設計に反映させていない」と説明しています。 

 

 調査チームの分析ではこのデータを用いて地盤の安定性を試算しました。立石名誉教授は「国が

再度調査をして地盤強度の正確な数値を示すべきだ」と指摘しています。 

 

 

 

 

 

辺野古埋立反対パンフを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。 

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 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.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。また、最近メールが届かないことが増えています。引っ越しや転職、退職などで

メールアドレスが変更された方は、お知らせ下さい。 

 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 
 

 多くの方に「うみひるも」を最後まで読んでいただくため、代表の一言をきっかけにガラリと構成を変えました。コンテンツは同じ

ですが、並び順の変更です。序盤は、旬なネタとしてニュースとイベントから。この 2 つは体裁が似ているため、区切りが分かりや

すいように、間に立川様の美しい切手コーナーをはさんでみました。中盤にはメインディッシュとも言える連載エッセイ。そして終盤

におもむろに登場するのが、会として本当は真っ先に読んでいただきたい活動予定や活動報告です。従来は冒頭にありましたが、

どうしても毎号同じ文面があるためマンネリ感が避けがたく、敢えて「大取り」を務めてもらうことにしました。ここには、ぜひお読み

いただきたい内容や新たなお知らせも入りますので、どうか毎号、最後までお目通しくださいませ。まだ試行錯誤中なので次号は

また変わる可能性もございます。慣れなくて読みにくいと思う方も多々おられるかと存じますが、ご容赦くださいませ。（ちよ） 
 

 新型コロナウイルスの影響で、様々な行事に支障が出ています。2 月 27 日には政府が全国の小中高等学校を来月いっぱい休

校するように、と要請を出しました。この感染症は、それほど大規模で重篤なものなのでしょうか? 厚生労働省の直近のデータを

見ても、季節性インフルエンザの方が桁違いに患者数が多く、死亡者も年齢を問わず出ています。新型とはいえ、コロナウイルス

の報道と政府や各方面の対応には、戒厳令の予行演習を見ているような不気味さを感じます。年に一度の日本生態学会大会や、

水産学会春季大会など、重要な学会大会も中止されてしまいました。小規模な研究集会ですら、次々と中止の知らせが届いてい

ます。インフルエンザ並みの対応で十分だと思うのは、私の周囲に感染者がいないために、危機感を実感できていないだけでしょ

うか? (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 
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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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