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「今月の海の生きもの」 ウミショウブ  Enhalus acoroides (L.f.)Royle ：  

顕花植物門トチカガミ科ウミショウブ属に属する海草。インド・太平洋の熱帯域の浅い砂

泤に生育する。日本では沖縄県の八重山諸島のみで見られる。小さな熱帯性の海草の中で

はもっとも丈が高くなり、菖蒲に似るため、この名がついた。温帯のアマモと葉の大きさ

は似ているが、葉

は厚く、根は太く

頑丈でアマモとは

まったく異なる。

花は、「うみひる

も 53 号」に写真を

掲載しているが、

雌花は螺旋になっ

た花茎を持ち、大

潮の干潮時に花茎

を延ばして水面に

達し、雄花が放出

した花粉袋からの

花粉によって受精

する。受粉後は花

茎は縮み、果実は

子供の拳ほどの大

きさになり、直径 1cm ほどの実を数個つける。  （沖縄県西表島にて 向井宏撮影） 

http://www7b.biglobe.ne.jp/~hiromuk/index.html
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【東北】 

●八戸の白浜海岸にクラカケアザラシ  

青森県八戸市鮫町にある白浜海岸に体長 1m10cm くらいのアザラシが出現した。クラカケ

アザラシの若い個体と見られ、波打ち際で前足を拡げるなど見物している市民の前で愛く

るしい姿を披露したあと、海に返った。この地方でクラカケアザラシが出現するのは珍し

く、市民たちの話題となった。 

 

●水産業復興特区 宮城県知事も事実上撤回  

東日本大震災によって壊滅した宮城県の水産業の復旧に、民間の参入を認める「水産業復

興特区」構想を進めていた村井嘉浩宮城県知事は、今月 18 日に予定されている県議会本会

議で復興特区の実施を見送ることを決めた。宮城県漁協協同組合の強硬な反対に遭い、ま

た与党である自民党・県民会議の中にも反対の議員がおり、来年の知事選挙で与党を分裂

させることは避けたいと知事が判断したようである。本会議に先立って、県議会の産業経

済委員会では、漁業組合の特区構想撤回を求める請願が、付帯意見を付けた上で、民主、

社民、共産の 3 党と自民党議員 2 名の賛成で可決された。付帯意見は、県と漁協が協議を

することを促しているが、事実上の特区反対である。 

 

●盛岡・中津川にサケが遡上 震災にも負けず 

岩手県盛岡市中心部を流れる中津川で、今年も 9 月末頃からサケが遡上を始めた。中津川

は北上川の支流になり、サケは宮城県石巻の河口から 200km も川を遡り盛岡市まで上って

くる。体長 60cm にもなるサケが水しぶきを上げながら浅瀬を泳ぐ姿に、震災のあった今年

はとくに多くの市民が感動を受けたようす。サケの遡上はそろそろピークに達し、その後

は数を減らしながら、年末頃まで続く。 

 

●水揚げ量 70％以上減少 青森・岩手・宮城・福島 

http://cgi.daily-tohoku.co.jp/cgi-bin/news/2011/10/09/new1110092101.htm
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東日本大震災の津波被害を受けた青森・岩手・宮城・福島の 4 県の今年 4 月以降の水揚げ

量は、昨年と比べると 70％を超える減少となり、そのうち 5 つの漁港では 90％前後の落ち

込みとなっていることが判明した。漁船の喪失、水産加工施設の倒壊、福島第一原発によ

る放射能汚染などによる影響が大きい。福島県小名浜港は、東電の原発事故の影響で水揚

げはカツオ漁の一隻のみという落ち込みようで、ほとんどゼロに近い。漁協関係者は「原

因は原発事故による風評被害」というが、けっして風評とは言い難い。現実の福島沖の魚

類には放射性物質が含まれている。 

 

●三陸復興国立公園の計画が進行 「浄土ヶ浜をシンボルに」 細野環境相 

環境省は、青森県、岩手県、宮城県の震災被害 3 県の海岸線をつなぐ「三陸復興国立公園

（仮称）」の構想を進めている。この構想は現在ある陸中海岸国立公園を中心に、国定公

園や 3 県の自然公園をつなげて一大国立公園とするものである。当初は、もう少し範囲を

拡げて国立公園とする計画だったが、意見の調整が進まず、とりあえず来年度の発足に向

けて、現状の自然公園をつなぐ計画に縮小したものだ。細野環境相は、岩手県を視察し、

「岩手県宮古市の浄土ヶ浜を復興国立公園の象徴的な場所としたい」と話した。環境省は

海岸を青森県八戸から宮城県松島までをつなぐ長大な遊歩道を整備することを復興国立公

園に組み込みたい意向である。今後は干潟なども自然公園に含めていきたい意向であるが、

今回の計画では相変わらず国立公園に海の中の自然保護のことはほとんど考えられていな

い。海洋保護区や干潟や藻場の保全を国立公園の中にもっと取り組んでもらいたいものだ。 

 

●福島県 堤防で新基準 最大 8.7ｍ 

福島県は、東日本大震災の津波被害を受けた沿岸の海岸堤防の復旧を図る基準を新たに作

成した。それによると、あらたな堤防高は、富岡海岸、楢葉海岸、広野海岸の 3 海岸で 8.7m

とこれまでよりも 2.5m 高くした。それ以外の 11 海岸は、7.2m とし、いずれも以前の堤防

を大きく上回るように復旧する。しかし、東日本大震災の津波はいずれもこれら新基準を

大きく超える高さであったことから、福島県は、堤防以外にも防災緑地や二重堤防などに

よって防災機能を高め、さらに避難のしかたなど「減災」の視点を入れていくことにして

いる。「減災」の視点と言いながら、あいかわらず、ハードな防災工事で海と陸を遮断し

てしまう方向が明らかになった。これでは、ますます海の環境や生物多様性は劣化するば

かりである。防潮堤に頼る今のやり方が、津波の被害を拡げたことも考えると、津波を前

提とした生活のあり方を考え、陸と海のつながりを取り戻し、海の環境改善につなげる新

しい取り組みが求められている。 

 

【東海】 

●名も知らぬ 遠き島より・・ 椰子の実が漂着 紀伊長島 

三重県の紀北町紀伊長島区三浦の豊浦海岸に、台風 15 号の影響と思われる椰子の実の漂着
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が見られた。紀伊長島の沖には黒潮が流れているが、それでも椰子の実の漂着はかなり珍

しいことだという。地元の老人もあまり見たことはないと言っている。島崎藤村の歌で知

られる伊良子崎とは、方向が少し違うせいなのかもしれない。 

 

【中四国】 

●アサリ復活に砂地にネット 

広島県三原市の沖、佐木島の潮干狩り場の整備事業で三原市がアサリを放流して、無事成

長していることが分かり、三原市ではホッとしている。三原市の農林水産課によると、こ

の場所ではアサリが昨年、チヌ（クロダイ）などの食害によって全滅したため、放流して

復活を図ろうとしているもの。4月下旬に浅瀬約 500㎡を掘り起こし、アサリを放流した後、

食害を避けるため細かいネットで砂地を覆ったところ、生き残りが良かったという。しか

し、チヌが異常繁殖をして増えたということもなく、アサリの死亡が食害によるかどうか

は、調査したわけではない。このようにきちんと調査をしないで、漁業者のいう「原因」

を信じて対策を立てることが多いように思う。この場所では、アサリの稚貝が放流しない

でもかなり定着しているようで、お金をかけて放流することにどれだけの意味があったの

か、不明である。行政は、漁業者が要求したことに対応しないで失敗することを怖れ、根

拠のないことでも税金を使って安全策をとろうとする傾向にある。考え方を変えて欲しい

ものだ。 

 

●宍道湖岸で小学生らがヨシ植栽 

島根県宍道湖が、コンクリート護岸化されることによって失われたヨシ原を再生するプロ

ジェクトが、2001 年から官民共同で行われている。ヨシ原の再生が水質浄化や生態系保全

につながるという理由で、NPO「斐伊川流域環境ネットワーク」が呼びかけて、この 10 年

間で 25500 本のヨシを延べ 10 万人が参加して植えてきた。今年も、沿岸の小学生ら 900 人

が松江市秋鹿町の湖岸で、あらたに整備された砂地に 1150 本のヨシを植えた。ヨシは、根

を植栽用の竹ポットに植え付けて、湖岸に埋めるやり方。ヨシ原の再生は、アマモ場の再

生と同じように、各地で行われているが、この例のように、コンクリート護岸を元の砂浜

や自然の湖岸に戻して行うのではなく、新たな土木工事による砂地の整備を行い、そこに

ヨシをポットに植え付けるという、とても自然再生とは言えないやり方がどこでも行われ

ている。こんなやり方は、自然再生でもなければ環境改善にもならないし、当然、環境教

育としてもマイナスでしかない。ヨシ原の消滅がコンクリート護岸化が原因であるなら、

原因を調べて、原因を取り除くことを考えることこそ、環境教育でなければならない。 

 

【九州】 

●佐賀など３県漁協が全開門を農相に要請 長崎知事は反対 

佐賀県、福岡県、熊本県の3県漁協でつくる「諫早湾干拓事業対策委員会」は、鹿野農水相
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と面会し、「漁業者は有明海の潮の流れが緩くなって、困っている。二枚貝も育たない」

と訴えて、「全面開門が唯一再生につながるやり方。一日の早く開門調査を行い、元の豊

かな有明海に戻して欲しい」と要求した。また、佐賀県の古川知事も、それとは別に鹿野

農水相と会談し、農水省が示した「制限開門」の方針に反対すると延べ、「少しでも開け

れば開門だと思っているのではと、佐賀県民は疑問に思い、憤りを感じている」と全面開

門を要請した。一方、同じ日に、中村長崎県知事も農水相と会い、「短期開門調査でも漁

業被害が生じている。制限開門計画を白紙に戻して欲しい」と、逆の立場から農水省の制

限開門に反対する姿勢を明らかにした。それらに対して、鹿野農水相は、「関係者には話

し合いを続けたい」とあいまいな姿勢を変えなかった。 

 

●「ニナ貝」を放つ放生会祭 宇佐神宮の伝統行事 

大分県宇佐市の宇佐神宮では、毎年秋の伝統行事「放生会（ほうじょうえ）」が行われてい

る。放生会では、宇佐市和間地区の寄藻川の河口で、ニナ貝を放つ放生会祭が行われる。

今年も放生会祭では、神職が寄藻川河口の水門の近くから米、酒、ニナ貝を撒いた。この

行事の起源は、8 世紀前半に、朝廷が宇佐神宮と結んで、叛乱を起こした隼人を鎮めたとこ

ろ、熱病や凶作が発生したため、隼人の霊をニナ貝に見立てて供養したのが始まりとされ

ている。ニナ貝とは、寄藻川河口に生息するウミニナまたはホソウミニナだろうと思われ

る。 

 

●博多湾内にクジラ コマッコウ？が迷い込む  

福岡県博多湾の長垂海岸に小型の鯨が迷い込んでいるのが見つかった。福岡市の水族館「マ

リンワールド海の中道」によると、コマッコウではないかと見られる。コマッコウは深い

海域に生息しており、浅い海、まして博多湾のような湾内で見つかるのは非常に珍しいと

言うことである。見つかった鯨は体長が 2-3m で背中は灰色、腹部は白く、模様はない。浅

瀬に近寄ったが弱っている様子はなく、ときおりジャンプをしたりして、見物した市民は

喜んだという。2-3 日滞在して沖に泳いで去ったようである。 

 

●松原と砂浜の美しさ満喫 虹の松原サーチ＆ウォーク 

佐賀県唐津市で、「2011年虹の松原サーチ＆ウォーキング」が開かれ、180人ほどの市民が

野草などの自然観察をしながら白い砂浜と松原が織りなす白砂青松の景色を楽しんだ。 

 

【沖縄】 

●辺野古移設  政府に焦り 年度内に埋め立て申請？ 

民主党の野田政権は、鳩山首相が最終的に日米合意で受け入れた辺野古への普

天間基地の代替え施設建設を進める考えを示している。そんな中で、田中沖縄

防衛局長が、名護市の稲嶺進市長を訪れ、辺野古移設を強調して基地建設の受

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/267777
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け入れを要請した。稲嶺市長は、移設反対を伝えた。  

 一方、日本政府はアメリカに向けて事態の進展に取り組んでいるところを示すため、今

年度中に辺野古のキャンプシュワブ沿岸部での環境アセスメントを提出することを決め、

沖縄県知事に埋め立て許可の申請を出すこと示唆した。環境アセスについては、先に提出

した環境アセス準備書を出し直すことなど、環境アセスをやり直すよう求めた住民側 622

名を原告とする訴訟で、那覇地裁の裁判官らが建設予定地周辺を視察し、高台から辺野古

の海を観察、また船上からジュゴンの食べ跡が見つかった場所やハマサンゴ・アオサンゴ

など生物多様性の高い海などを見て回った。住民側は、裁判長らに対して、この海域の多

様性の高さや、アセス見直しの必要性などを説明し、アセス準備書の飛行ルートが実際の

ルートと異なっていることなどから「失格のアセスである」と批判した。裁判官らによる

視察の際も、米軍によって写真撮影禁止や航行時間制限などがなされた。 

 

●月末にもふたたび埋め立て開始  泡瀬干潟  

沖縄総合事務局は、2 年前から中断していた中城湾泡瀬地区沖合埋立事業の工事

を再開した。14 日はとりあえず埋め立て予定地の周辺に浮標 6 基を設置しただ

けだが、今月末には本格的な埋立を再開する予定だ。2017 年完成を目指してい

る。反対する住民側は、7 月に再び経済合理性などを疑問視して事業への公金差

し止めを求めて提訴した。浮標設置工事では、住民が「裁判の間だけでも工事

を中断すべきだ」「自然の生き物を埋め殺すのをやめろ」と沖縄総合事務局中城

港湾事務所前で反対集会を行い、海上では船で反対を訴え、国の工事再開を監

視した。泡瀬干潟を守る会では、ウエブ上で反対の緊急署名を呼びかけている。  

 

●クロハラアジサシが飛来 金武町 

沖縄県内では珍しい旅鳥クロハラアジサシが金武町内の水田地帯に飛来した。稲が実っ

た水田の上を低空飛行し、虫などを食べている。クロハラアジサシは、世界的に分布し

ているが日本では渡りの途中にまれに見られる程度。冬期はオーストラリアで越冬する

ために日本に立ち寄ると見られている。 

 

 

●ジュゴン・スタディツアーを予定 

今年2回目のジュゴン・スタディツアーを以下のように予定しています。研究者のジュゴン調査に参

加して、補助を行いながらジュゴンのことを現地で学ぶ良い機会です。参加希望者は、向井 宏 

hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までご相談下さい。全日程参加が無理な場合もご相談してください。 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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期日：2011年12月7日～12月16日（予定） 

場所：フィリピン・ミンダナオ島ダバオ湾およびプハダ湾 

費用：フィリピン・ダバオ空港までの往復旅費（約8～9万円）を負担してください。現地での滞在費、

食費は実費（平均一日5000円未満）。参加費は無料です。ミンダナオは紛争地です。安全は個人

の自己責任ですので、ご承知おき下さい。 

 

●沖縄美ら海で講演会・観察会を予定（来年４～５月） 

来年４～５月に、沖縄の海洋博記念センターで、講演会と磯の生き物観察会を、海洋博センターと

の共催で行うことで、予定を検討しています。先号でお知らせした2月の予定は、変更になりました。

詳しくは、決まり次第「うみひるも」およびホームページでお知らせします。ぜひご参加下さい。 

 

 

 

【全国】 

鎌仲ひとみ監督作品 映画「ミツバチの羽音と地球の回転」、映画「ぶんぶん通信」、纐纈

あや監督作品 映画「祝（ほうり）の島」の上映予定はまとめて日程と場所のみを書くこ

とにしました。詳しくはそれぞれの公式ホームページをご覧下さい。 

 

●鎌仲ひとみ監督作品 映画「ミツバチの羽音と地球の回転」上映予定 

10 月 16 日（日） 福岡市（福岡県） むつ市（青森県） 

10 月 18 日（火） 茅ヶ崎市（神奈川県） 

10 月 20 日（木） 京都市（京都府） 八王子市（東京都） 

10 月 23 日（日） 堺市（大阪府） 箕面市（大阪府） 清瀬市（東京都） 

10 月 26 日（水） 小樽市（北海道） 

10 月 29 日（土） 札幌市（北海道） 滝川市（北海道） 川口市（埼玉県） 比企郡嵐山

町（埼玉県） 横浜市（神奈川県） 

10 月 30 日（日） 世田谷区（東京都） 

11 月 1 日（火） 大和市（神奈川県） 

11 月 2 日（水） 豊中市（大阪府） 

11 月 3 日（木） 佐倉市（千葉県） 岩国市（山口県） 
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11 月 5 日（土） 可児市（岐阜県） 杉並区（東京都） 大島郡瀬戸内町（鹿児島県） 

11 月 6 日（日） 亘理町（宮城県） 奄美市笠利町（鹿児島県） 

11 月 10 日（木） 越谷市（埼玉県） 

11 月 12 日（土） 松山市（愛媛県）  

11 月 13 日（日） 尾鷲市（三重県） 千歳市（北海道） 吉野川市（徳島県） 今治市（愛

媛県） 一宮市（愛知県） 渋谷区（東京都） 

 

●鎌仲ひとみ監督作品 映画「ぶんぶん通信」上映予定 

10 月 23 日（日） 相模原市（神奈川県） 

10 月 30 日（日） 近江八幡市（滋賀県） 

 

●纐纈あや監督作品 映画「祝の島」上映予定 

10 月 15 日（土）～21 日（金） 宮古市（岩手県） 

10 月 21 日（金） 西東京市（東京都） 

10 月 22 日（土） 姫路市（兵庫県） 南房総市（千葉県） 

10 月 29 日（土） 小山市（栃木県） 豊岡市（兵庫県） 

10 月 30 日（日） 宇都宮市（栃木県） 

11 月  3 日（木） 藤沢市（神奈川県） 

11 月  5 日（土） 大阪市（大阪府） 宇佐市（大分県） 

11 月 13 日（日） 総社市（岡山県） 

 

【関東】 

●2011 三番瀬フィールドミュージアムの今後の予定 

★10 月 16 日（日） 海老川から金杉の森へ！  

秋の川と森・里山緑地の植物観察会 

金子是久氏（北総生き物研究会） 中村俊彦氏（千葉県立中央博物館）  

 

★12 月 3 日（土） 塩浜護岸周辺で冬の渡り鳥を観察しよう！  

主催：フィールドミュージアムの会・三番瀬 （事務局：TEL＆FAX 043-310-3300 佐藤）  

協力： 千葉県立中央博物館・千葉県自然保護課生物多様性センター・千葉県野鳥の会・

自然と文化研究会 the かもめ・NPO 法人千葉まちづくりサポートセンター 

 

●北限域の造礁サンゴ分布調査プロジェクト 



9 

 

   「造礁サンゴ モニタリング調査（安良里）」 調査協力者募集 

 今年度も伊豆半島西伊豆エリアでのモニタリング調査を実施します。このサイトは 2008

年からモニタリング調査を開始し、今回は 4 年目の調査となります。今年は周辺探索調査

と写真撮影モニタリング調査を行います。皆さまのご協力をお待ちしております。 

 ＜参加する研究者（プロジェクトメンバー）＞ 

 ◎杉原薫  国立環境研究所 NIES フェロー 博士（理学） 

 ◎山野博哉 国立環境研究所 主任研究員 博士（理学） 

 北限域の造礁サンゴ分布調査プロジェクトとは？⇒ http://sango.ows-npo.org/index.html  

開催日 ：2011 年 10 月 22 日（土）～23 日（日） 

場所：静岡県賀茂郡西伊豆町安良里 

集合：「安良里ダイビングセンター」 10:00 集合 静岡県加茂郡西伊豆町安良里 556-3 

参加条件：(1)2 日間連続参加が可能な方(4 ボートダイブ) 

     (2)50 本以上のダイビング経験者 

     (3)ボートダイビング経験者 

募集人数：7 名程度 

参加費 ：ＯＷＳメンバー32,000 円／非会員 35,000 円 

     ※4 ボート・宿泊費（1 泊 2 食）・保険料込 往復交通費・昼食代は別途 

申込み・問い合わせ：ＯＷＳ事務局までホームページから、または E-mail、電話

(TEL:03-5960-3545) 詳しくは、こちら⇒ http://sango.ows-npo.org/monitoring.html   

 

●造礁サンゴ分布調査 保田探索調査 調査協力者募集 

 造礁サンゴ探索調査を東京湾に面した千葉県鋸南町の保田周辺海域で実施します。この

エリアからは、多くの造礁サンゴ確認情報が届いています。東京湾の造礁サンゴを長年研

究されていた、五十嵐健志さんにもご協力いただき、一緒に東京湾のサンゴを探索します。 

開催日 ：2011 年 11 月 13 日（日） 日帰り 

場所：千葉県安房郡鋸南町保田周辺 

集合  ：「パロパロアクアティック」 9:00 集合  千葉県安房郡鋸南町保田 237 

参加条件：(1)50 本以上のダイビング経験者 

     (2)ボートダイビング経験者 

募集人数：8 名 

参加費 ：ＯＷＳメンバー22,000 円／非会員 24,400 円  

http://sango.ows-npo.org/index.html
http://sango.ows-npo.org/monitoring.html
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       ※2 ボート・保険料込。往復交通費・昼食代は別途 

申込み・問い合わせ：ＯＷＳ事務局までホームページから、または E-mail、お電話にて

(TEL:03-5960-3545) 詳しくは、こちら⇒ http://sango.ows-npo.org/discovery.html  

 

●茅ヶ崎なぎさシンポジウム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sango.ows-npo.org/discovery.html
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●「海辺のナチュラリスト」講座 参加者募集 

 ＯＷＳでは海辺の自然や生きものと親しみ、楽しみながら自然を守るための基礎的な知

識や方法を学ぶ「ナチュラリスト」講座を開催します。このプログラムは、ＯＷＳのネイ

チャーガイドが実施するもので、海辺特有の自然や生きものの観察方法や接し方、楽しみ

方を実際の海辺で実践してもらうことによって、海辺ファン、自然ファンを増やそうとい

う取り組みです。スノーケリングやダイビングなど特別なスキルは必要なく、健康な方な

らどなたでも参加できます。この機会にぜひご参加ください。参加者には修了証として「ナ

チュラリストカード」が発行されます。 

開催日 ：12 月 10 日（土）～11 日（日） １泊２日 

場所：三浦半島  ※現地集合現地解散となります。 

集合  ：京急三崎口駅  8:30 集合 

募集人数：6 名（最少催行人員 3 名） 

受講費 ：ＯＷＳメンバー13,800 円／非会員 16,000 円 

       ※別途、宿泊費（1 泊 2 食付 8,000 円）、昼食代、往復交通費 

申込み・問い合わせ：ＯＷＳ事務局までホームページから、または E-mail、お電話にて

(TEL:03-5960-3545) 詳しくは、こちら⇒ http://www.ows-npo.org/activity/classroom/index.html   

 

【東海】 

●ウミガメが来る砂浜を体験しよう 

開催日：平成 23 年 10 月 29 日( 土) 10：00 ～ 15：30（小雤決行）  

場  所：愛知県豊橋市五並地区市民館・小松原町地先 小松原海岸 

集合場所：豊橋駅 8 時 50 分集合豊橋 9 時 00 分出発 

豊橋駅からのバスは定員 45 名となりますので、遠方からの参加の方はご利用下さい。 

参加費：無料（野菜いっぱいカレーを用意します）  

定  員：80 名 対象は小学生の親子 

申込先：特定非営利活動法人表浜ネットワーク TEL またはメールにて 

0532-21-1192 / office@omotehama.org   

持ち物：カレーを入れる容器とスプーン  お茶またはお水・タオル・帽子 

    活動しやすい服装・雤具    貝殻など入れる袋 

スケジュール 

午前（五並地区市民館）  

http://www.ows-npo.org/activity/classroom/index.html
mailto:office@omotehama.org
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（1）ウミガメと海ゴミ講義（画像や映像、海ゴミトランクミュージアムを見ながらお話を

聞きます）  

午後（小松原海岸）  

（3）堆砂垣づくり 

（4）海ゴミ調査と海岸清掃 （表浜海岸には、どんなゴミが漂着しているのか確認します）  

（5）ドッヂボール（キレイになった砂浜で裸足になって行います）  

（＊注意）雤の場合 行える範囲で実施しますが、天候により、屋内のみのスケジュール

となります事をご了承下さい。 

主催：特定非営利活動法人表浜ネットワーク 

協力：愛・地球博ボランティィアセンター・日本 NPO センター・損保ジャパン 

 

●第 48回「味わって知る わたしたちの海」  マイナー魚を食べる 
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【中四国】 

●第 25回伊方集会 原発を止めよう 

日本最大の閉鎖性水域、瀬戸内海にある伊方原発この伊方原発の運転を止めようと 10 月 22

～23 日、第 25 回伊方集会が開催されます。ひとたびフクシマ事態が伊方で現実になれば、

3000 万人が暮らす瀬戸内海一円は壊滅、住めることもままならず、瀬戸内の歴史や文化は

失われ、漁業資源の宝庫たる瀬戸内海は壊滅します。一日も早く伊方原発の運転停止へ 10

月 22～23 日の伊方集会にご参集を呼びかけたいと思います。問い合わせ・申し込みは下記

にご連絡ください。 

阿部悦子電子メール :  hibi_etsuko@yahoo.co.jp  

阿部悦子と市民の広場電子メール :  hiroba@muse.dti.ne.jp  電話番号 : 0899150619 

原発さよなら四国ネット 大野恭子 電子メール :  ik-oono@f7.dion.ne.jp  

 

 2011 年 10 月 22・23 日 

伊方に集い ひろげよう！ つよめよう！  原発さよならの声を！ 

 伊方原発は日本最長の半島（三崎半島）のつけ根にあります。四国から九州（大分）に

向けて伸びたこの半島がフタの役をして、瀬戸内海は閉鎖系水域となっています。一方で、

このフタによって生まれたおだやかな海は世界有数の生物多様性を有する海でもあります。 

 2011 年 3 月 11 日以来、私たちは原発震災がもたらす放射能汚染がどれだけ広範囲におよ

ぶものであるかを学びつつあります。 いつ起きてもおかしくないといわれる、東海・東

南海・南海地震、また伊方原発前面海域６～８ｋｍにある世界有数の活断層、中央構造線

の地震が起きれば伊方原発の放射能はまたたく間にこの閉鎖系水域の全体を汚染します。

瀬戸内海に面する全ての地域が「現地」になるのです。 2011 年、原発さよなら四国ネッ

トワークは伊方と陸を共有する四国四県と海を共有する全ての地域のひとびとに、伊方に

集い「原発さよなら」の声をひろげ、つよめることを呼びかけます。 

主催：原発さよなら四国ネットワーク http://genpatsu-sayonara.net 

mailto:hibi_etsuko@yahoo.co.jp
mailto:hiroba@muse.dti.ne.jp
mailto:ik-oono@f7.dion.ne.jp
http://genpatsu-sayonara.net/
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カワウの休憩所 

  毎年、冬季になると、春先まで続くのだが、白浜町の瀬戸漁港と瀬戸臨海実験所との

間にある鉛山湾の特定の小さな岩礁にカワウがやってくる。もう何年も継続して観察して

いる。勿論、長さ 10m、幅数 m ほどの小さな岩なので、大時化でザブンと海水が岩礁を乗

り越えて洗う時や、潮がよく干いて人が渡れるようになった時に姿はない。通常、孤立状

態で人が近寄れないため、安心して羽休めできる休憩所に選ばれているようだ。瀬戸漁港

での観察へ向かう途中、１日１回は、カワウがきているのか調べ続けてきた。 

  その結果は、カワウはそこに長時間とどまらず、１日の一時的な休憩所として使って
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いるだけなのだ。どこかで餌をいっぱい食べた後で移動中か、これからの活動に備え英気

を養っているようだ。小さな面積しかない岩礁なので、収容できるカワウは限られている。

最多でも 20 羽を超えることはない。通常、数羽のことが多く、まだ胸に白が混じった幼鳥

や、繁殖期を迎えて多少色変わりしている成鳥も交じっている。鳥をサルのように顔で区

別することはできないので、正確なことは不明だが、いくつかの家族が決まってやってき

ているのではないだろうか。 

 

カワウの生活史 

   この岩礁にくるカワウたちの一生はどうなっているのだろうか。「ねぐらはどこなの

か」、「１日、どこを巡るのか」、「季節を通して、どこへ移動しているのか」、「餌は何をど

こでどれだけ食べているのか」などの様々な疑問が出てくる。 

カワウは 40 種ほどいるウの仲間で最も内陸まで進出した種で、羽を広げると１m にも

達する大形種である。水中での活動に適するように、形態的適応が色々な形質で見られる。

眼中の水晶体は、水中で変形させられるので、餌までの距離が正確に測れ、目を保護する

膜もある。長い首も餌を捕らえる時に自在に伸縮できるので、的確に捕獲が可能となる。

さらに、嘴が鋭く先端がかぎ型なので、餌の確実なキャッチができる。後足の４指の間に

は水かきがはられ、遊泳が敏速で餌捕りを確実にする。 

  餌は主に魚で、頭の方から丸のみする。瀬戸漁港では海中をすいすいと潜るカワウの

姿を見掛けるが、餌を捕獲した瞬間は見たことがない。羽を傷めたカワウが１羽、瀬戸漁

港にしばらくいたため、大丈夫か毎日見守っていた。そっと驚かさないように観察してい

ても、近付くと大慌てで海に飛び込んで逃げていったが、いつの間にかいなくなった。 

   カワウは、巣を安全な木の上などで、集団で作る。産んだ３～５個の卵は、約１カ

月後に孵化する。孵化後 40～50 日経つと、ヒナは巣立ちするが、その数は、平均２羽とい

われている。両親と同数なので、厳しい自然の中で、種は絶え間なく生存し続けられるの

だろうか。 

 

京大瀬戸臨海実験所の北浜へ降り立った多数のカワウ 

 これまで北浜の砂浜にカワウがやって来たことは一度もなかった。砂浜はすこぶる苦手

なのだろう。ところが、2005 年１月 24 日にこれまで見たこともないほどの数のカワウが

やって来た。船着き場の西側の砂浜に約 100 羽が羽を休めていた。シュノーケリングで１

周する第１岩礁に 50 羽、第２岩礁に 15 羽、船着き場に 10 羽いた。この辺りでしばしの休
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みをとったのだろうが、岩礁が埋め尽くされたので、泣く泣く砂浜に大勢のあぶれ鳥が来

たのかもしれない。この珍しい写真を撮ろうとゆっくり近付いたのに、敏感な彼らにすぐ

に気づかれ、一斉に飛び立たれてしまったがその瞬間のショットをなんとか収められた。

全体で 200 羽に近い数の一斉の飛び立ちは壮観だった。 

   北浜に下りると、いたるところは糞だらけ。カワウは肉食性なのでちょっと臭い。

ひとつずつの糞は、どれも綺麗な線を数本引いたように付けられていた。糞をする時の軌

跡だろう。１個の糞の量は多くはないが、ねぐらや決まった休み場は、多数の個体がいる

のなら白っぽくなって、臭くて大変だ。時折、鉛山湾の岩礁も一部が白くなっている。そ

こに何度もとまったり飛び立ったりを繰り返す間に、糞がたまるからだ。  

 

ウミウと人間の生活の共存 

 ウといえば伝統的な鵜飼が有名だ。カワウ以外にも近縁種であるウミウも同様に利用さ

れている。だが、天然のウたちは魚食なので、人間に困った問題を引き起こすこともある。

白浜町や田辺市周辺や紀南地方の河口ではカワウが集団で、遡上する若アユを食べるので、

漁協と摩擦があるようだ。河川や河口の改修などで、一時は個体数が激減したカワウだが、

色々な魚の養殖や放流などで、美味しく手軽に頂ける餌が増えたのと並行し、その数も増

えてきたという。その結果、人間との摩擦が生じる。環境を悪くしてカワウの数を減らし、

人工増殖した魚で数を戻す。これでおあいこかと思いきや、よく言う「いたちごっこ」で

ある。お互いの共存を踏まえ、自然保護を考えないと、数の多いカワウもトキのように絶

滅してしまう可能性がある。 

 

図. 北浜の岩礁に舞い降りた繁殖期のカワウ（２箇所が白くなっている） 
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５．事務局便り： 

●この「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。 

●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。 

●このメールマガジンは、毎月 1 日と 16 日の 2 回発行の予定ですが、都合によって遅延や

中止もあります。配信を希望する方、送りたい方がありましたらアドレスをお知らせく

ださい。また、パソコンを使えない環境の方には印刷体でもお届けします。その場合は、

郵送料をご負担していただくことがあります。 

●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。海の生き物や守る運動についての情報など、また各地で行われている海の生物

の観察会、研修会、その他の行事に関する情報もお寄せください。「うみひるも」のバック

ナンバーは、ホームページからダウンロードできます。 

●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。ごい

っしょ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。 

●本会への寄付をお寄せください。寄付も会費も同じ銀行口座「ゆうちょ銀行 口座番号：

１０６１０－６６７３０２１ 海の生き物を守る会」へお送りください。なお、送金さ

れる場合は、送金の内容について事務局にお知らせ下さい。 

 

６．編集後記 

3.11 の悪夢から、海の生き物を守る会も活動をしばらく自粛（怠慢？）してきました。で

もようやく気持ちを取り直すことで活動をやっていこうと思います。アウトドアショップ

のパタゴニアのヴォイス・ユア・チョイスに今年も選ばれたことで、活動するきっかけを

得たように思います。みなさまもぜひいろんな情報や活動の提案などありましたら、積極

的にお寄せ下さり、当会の活動にご参加下さい。さあ、海の生き物を守り、自然の環境を

取り戻す活動を拡げましょう。（宏） 

 

海の生き物を守るためになにかしたい！というあなたに！ 

会員募集中です！ 

 会員は本会の趣旨に賛同できる個人・団体とします。会費は個人 2,000 円／年、団体 20,000

円／年。匿名による参加も可能です。会員は、当会の名前を使って各地で海の生物とその環境を
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保護・保全する活動を行うことができ、そのための助成金申請をすることができます。活動は当

会の発行するメールマガジンなどを通して広く通知されます。入会希望の方は、事務局 

hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp （向井）まで、氏名、住所、メールアドレスをお知らせください。 

 

メールマガジン『うみひるも』第 87 号  

2011 年 10 月 16 日発行 

発行＆編集人「海の生き物を守る会」 

代表 向井 宏 

〒606-8244 京都市左京区北白川東平井町 23-1 グリーンヒル北白川 23 

TEL&FAX:075-703-7205 メールアドレス：hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp 

ホームページ URL：http://www7b.biglobe.ne.jp/~hiromuk/index.html 

銀行口座：ゆうちょ銀行 口座番号：１０６１０－６６７３０２１ 海の生き物を守る会 
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