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「今月の日本の海」 気仙沼市舞根湾 ：  

今年 3月 11日の東北太平洋沖大地震とそれにともなう大津波は、宮城県気仙沼市でも大き

な被害を出した。気仙沼湾の小さな枝湾であるこの舞根（もうね）湾では、カキ養殖で知

られた内湾であるが、すべての養殖施設は津波で流出してしまった。民家も 50戸のうち 44

戸が流出した。現在、こ

の湾内でカキの養殖を復

活させる試みが行われて

いるが、養殖場を経営し

ている畠山重篤さんは、

「森は海の恋人」運動で

知られる人で、この舞根

湾の流域全体を人工林

の間伐施業や、地盤沈下

して浸水している沿岸を

ヨシ原などの湿地や干潟

に返すことで森と海の連

環を復活し、海の健全さ

を取り戻そうと試みてい

る。森は海の恋人研究所

も畠山さんの出資で、近々建設される予定であるという。 

（宮城県気仙沼市舞根にて 向井宏撮影；湾内に浮かぶのは急遽復旧した養殖筏。手前の

陸上は、民家があった場所。すべて津波で流されてしまった。） 

http://www7b.biglobe.ne.jp/~hiromuk/index.html
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●捕鯨ではなく、東北復興に！  補正予算に注文をつけました 

 

「海の生き物を守る会」では、震災復興のためのはずの第3次補正予算に捕鯨のための出費

が計上されたことについて、以下のような共同声明に賛同しました。共同声明は10月27日

に政府に提出されました。 

 

2011 年 10 月 27 日 

 

NGO 共同声明 

補正予算 22.8億円は、ムダな南極海での捕鯨ではなく地域再生と被災者の支援に 

 

総理大臣 野田 佳彦 殿 

財務大臣 安住 淳  殿 

農水大臣 鹿野 道彦 殿 

 

2011 年 10 月 21 日、政府は 11 年度第 3 次補正予算案を閣議決定し、その内容を公表し

ました。第 3 次補正予算は、東日本大震災により被害を受けた、もしくは受けている方々

に必要な事業を最優先することが目的のはずです。しかし、水産庁が第 3 次補正予算案と

して公表した「鯨類捕獲調査安定化推進対策」は、22 億 8400 万円もの税金を費やすにも

かかわらず、その政策目標が「平成 23 年度南極海鯨類捕獲調査を計画どおり実施」となっ

ており、支援事業とは関係がありません。 

2011 年 2 月に、調査捕鯨船団はその経営悪化から事業費推定 30 億円のうち 19 億円もの

負債を抱えていると報道されています。このまま約 23 億円もの税金が復興の名の下に調査

捕鯨事業に投入されれば、この負債を穴埋めし利権事業の延命を私たちの税金を使って図
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ろうとしていると思われても仕方がありません。 

日本は東日本大震災を乗り越えるために、世界各国の政府、非政府、民間を問わず様々

な機関から多大な支援を受けてきました。一方では、残念なことに、回収不可能な放射性

物質を海洋に大量に放出し、世界各国に多大な迷惑もかけ続けています。今回の第 3 次補

正予算において、国際的に合意を得られない南極海での捕鯨を継続するために税金を投入

すれば、国際社会は日本の復興に対する姿勢に疑問を持つばかりか、支援の恩をあだで返

したと理解するに違いありません。 

第 3 次補正予算において「鯨類捕獲調査安定化推進対策」を計上する代わりに、沿岸地

域の再生、被災者の支援等、今、本当に支援が必要なところに向けて下さるよう、心から

お願い申し上げます。 

 

＜賛同団体＞ 

あしたへの選択／Choices for Tomorrow (CFT)、IFAW（国際動物福祉基金）日本事務所、

イルカ＆クジラ・アクション・ネットワーク(IKAN)、海の生き物を守る会、オルカラボ・

サポート・ソサエティ(OSS)、化学物質問題市民研究会、国際環境NGO グリーンピース・ジ

ャパン、シャチ・ドット・ジェイピー(shachi.jp)、ジュゴン保護キャンペーンセンター、

NPO法人 地球生物会議（ALIVE)、NPO法人 トラ・ゾウ保護基金、日本環境法律家連盟（JELF）、

バイオダイバーシティ・インフォーメーション・ボックス、NPO法人 ラムサール・ネット

ワーク日本 

＜個人＞ 

草刈秀則（野生動物保護学会会員）、佐久間淳子（自然の権利基金／ジャーナリスト）、

富山洋子（NPO法人 日本消費者連盟）、羽後静子（UNBD市民ネット共同代表）、村瀬俊幸

（UNBD市民ネット事務局） 

 

 

【東北】 

●大槌でアマモ場復活へ 世界最大のタチアマモ 

岩手県大槌町吉里吉里には、長さ 8m にもなる世界で最大の海草タチアマモが生育している

ことで知られているが、今年の大津波によりほぼ完全に消失してしまった。このたび、環

境省の重要な生態系の「モニタリング 1000」事業で、吉里吉里のアマモ場調査が行われた。

その結果、津波によってほとんどの海草がなくなっていることが確認されたけれども、わ

ずかに海底に育ち始めている新しい芽生えも確認された。調査にあたった北海道大学の仲

岡雅裕教授の話によると、発見された芽生えは、アマモ、タチアマモとオオアマモの 3 種。
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中でもオオアマモは北海道以外では珍しいもので、吉里吉里で芽生えが発見されたのは、

アマモ場復活に希望を与えるものと言えよう。 

 

●今年のハタハタ漁獲枠２８００トン 3年ぶり増加 

秋田県ハタハタ資源対策協議会では、今年の漁期が始まるのを前に、県の水産振興センタ

ーによるハタハタ資源推定量が昨年より 1100 トン多い 7100 トンであったことから、今年

の漁獲枞を昨年より 400 トン増やして、2800 トンとすることを決めた。漁獲枞を拡大した

のは 3 年ぶりだという。2800 トンのうち、沿岸で 1680 トン、沖合で 1120 トンと配分して

いる。秋田県のハタハタ資源は、乱獲により絶滅に近いほど減尐していたが、漁業者によ

る自为的な規制で全面禁漁にして資源の復活を図り、1995 年から尐しずつ漁業を解禁して

きた。とくに今年は 2009 年生まれのハタハタの生存率が高く、漁獲再開以来今年の資源推

定量は最大規模であった。 

 

●2m超の浸水地域は非居住区に 釜石市 

岩手県釜石市は、復興町づくり委員会で復興基本計画を作っているが、このたび計画の中

間案を示した。その中で、今年のレベルの津波で浸水が 2m 以上予想される地域を「非居住

区」とすることを記載している。非居住区は工場などの立地を考えている。 

 

●11月も漁再開はなし 福島漁協組合長会 

福島県の漁業協同組合が組合長会を開いて、10 月までに引き続き 11 月も福島県沖での漁業

を行うことを取りやめた。当初は、早ければ 11 月にも試験操業を予定していたが、これも

取りやめた。会長は、取りやめた理由として、カスベやアイナメなどの一般的な魚から、

依然として高い放射性セシウムが検出されていることをあげた。さらに仲買人との協議が

整っていないことも理由とされている。 

 

【関東】 

●九十九里沿岸に津波対策道路建設を要望  

東日本大震災の津波で、九十九里浜の有料道路が防波堤の機能を果たしたとされているが、

千葉県横芝光町長と町議や匝瑳市議らが、野田首相宛にあらたな道路建設を要望した。そ

の「減災道路整備に関する要望書」によると、道路整備が津波対策として有効な手段の一

つであると強調し、「津波対策として減災機能を兼ねた道路の建設」を要望している。道

路が防災機能を果たしたところもあるし、逆に津波の被害を拡げたところもある。いちが

いに道路が防災にプラスとばかりは言えない。海岸の道路建設が海岸の陸と海のつながり

を分断して生物の生活を奪い、多様性を損ねてきたことも事実である。震災復興を旗印に

昔のゼネコン体質が再び復活してきているような気がする。 
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【北陸】 

●小学生が五十嵐川の遡上サケ見学 

新潟県三条市の五十嵐川には、今年もサケが遡上してきた。市内の一ノ木戸小学校の生徒

らがサケの遡上と漁業組合による漁獲を見学した。1m を超える大きなサケに子供たちは歓

声を上げていた。子供たちは小学校の総合学習で訪れたもの。サケが一生懸命に川を遡り

産卵に帰ってくるところを見て、命の尊さを実感しただろうか。また、そのサケをすべて

河口で取り尽くしてしまう漁業のあり方に疑問を感じてくれただろうか。 

 

●アマモ移植 4年連続の失敗 反省なし 

富山県滑川高校海洋科と海洋高校海洋技術スポーツ科の生徒たちが、アマモ場の再生を願

って滑川市高月海岸の浅い海底に共同でアマモを植えた。アマモはシートの上に植え付け

られたもので、シートを海底にアンカーなどで固定させてアマモ場の再生を図るもの。海

洋高校では、これまで 4 年間毎年この作業を行ってきたが、結局根付かず、失敗している。

今年は、岸から 15m くらいの消波ブロックの内側に固定した。指導している教諭は「新た

な環境でなんとか根付いて欲しい」と話している。この教諭は、アマモ場を見たことがあ

るのだろうか。アマモ場の再生なら、アマモ場があったところに再生させるのが原則だ。

それもアマモ場が無くなった原因を調べ、その原因を取り除くのが、再生への最短の道の

りである。相も変わらず各地で行われているそのような取り組みのないアマモの植え付け

は、環境教育としても百害あって一利なしだ。 

 

●舳倉島沖でアナエビ 北陸で初確認  

熱帯地方の砂地に垂直の巣穴を開けて生活するアナエビ類が、石川県舳倉島の沖 20km の水

深約 160m の深い海で刺し網に掛かり発見された。日本海側ではこれまで発見された記録の

最北端である舞鶴市を超えて、もっとも北の記録となる。アナエビ類は、潮間帯から深い

海まで生息しているが、種類も多い。このアナエビは体長 10cm ほどだが、種名は不明であ

る。アナエビ類と同定したのは、日本海甲殻類研究会の本尾洋会長。本尾会長によると、

今年 8 月には南方種のトゲミズヒキガニが加賀市橋立漁港で確認されており、海水温度の

上昇で南方系の生物の生息域が北上しているという。 

 

●福井県産スギ魚礁を設置 森と海の保全に  

福井県福井市の漁業協同組合が、福井県のスギの間伐材を利用して、魚礁を試験的に開発

し、鷹巣沖の水深 35m の海底に設置した。マダイの増殖効果に期待をしている。スギの間

伐材を有効利用することと、魚礁による増殖効果を狙ったものだが、魚礁による増殖効果

の方は、あるかどうか不確かなままだ。魚礁に集魚効果が有ることは確認されているが、

増殖にどれだけ効果があるかは、分からないが、水産庁は「木材利用を促進する増殖技術

開発事業」として各地でこのような取り組みに予算を付けている。もっとも水産庁は増殖
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事業にこれまでも多くの予算を費やしてきたが、その効果を正確に評価したという話は聞

かれない。 

 

●敦賀海保 今年は密漁摘発最多  

福井県の敦賀海上保安部がまとめたところによると、今年は福井県内で密漁が相次ぎ、摘

発した件数は 9 月までで 62 人 108 件と過去最高を記録した。これは今年とくに取り締まり

を強化した結果であるが、摘発された密猟者は、その 97％が福井県外からやってきている

ことが分かった。密漁の対象は、サザエがもっとも多く、2264 個。アワビは 200 個、カキ

100 個、ウニ 11 個などで、その場で差し押さえて海に返された。密漁問題は、古くて新し

い問題。海の資源を漁協が独占しているという批難もあるが、磯ものの資源は厳格に規制

しないと、密漁であっという間に絶滅してしまうことも多い。どのように解決していくべ

きか、知恵を絞りたいものである。 

 

【東海】 

●「公共事業撤退ルールを」 専門委員、河口堰を例に 

長良川河口堰の開門調査をするべきだという報告書をまとめた愛知県の有識者会議の専門

委員だった小島敏郎青山学院大学教授が、国会議員で作る「公共事業チェック議員の会」

で「長良川河口堰は、利水面では失敗した事業と言わざるを得ない」と批判した。その上

で、「原発やダムなど公共事業が始まると、（失敗しても）途中で引き返せないのが日本

の事業だ。費用面の対応も含めた撤退ルールをつくる必要がある」と为張した。まさにそ

の通り。まずは、諫早湾の開門、長良川河口堰の開門を行おう。 

 

【近畿】 

●「豊かな大阪湾」復活？ 魚庭（なにわ）の海づくり大会 

大阪府と大阪府漁業協同組合連合会が毎年共同で開く「魚庭（なにわ）の海づくり大会」

が 10 月 23 日、大阪市住之江区の海岸で開かれた。合い言葉は「美しく豊かな大阪湾をみ

んなの手で取り戻そう」。で、行われるのは 20 隻の大漁旗を掲げた漁船のパレード、キジ

ハタ稚魚の放流、魚介類の料理販売コーナーなど。美しく豊かな海は、どうやれば取り戻

せるのか、参加者は分かったのだろうか。 

 

●表裏の色異なるヒオウギガイ 新庄漁協で見つかる  

色鮮やかな二枚貝、ヒオウギをご存じだろうか。ホタテガイによく似た貝殻だが、表面の

成長輪脈が強く、ざらざらしている。しかし、色は黄色、赤、紫、オレンジ色と原色で、

美しい。初めて見る人は人工的に色を付けていると思う人も多い。ところが、和歌山県田

辺市新庄町の鳥の巣養殖場で、表の殻が黄色で、裏が紫という表と裏で色の異なるヒオウ

ギガイが見つかった。和歌山県の水産試験場では、100万個に 1個でるかどうかという珍し
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い個体だという。京都大学の久保田信准教授が県の職員らと調べるために引き揚げたとこ

ろ、すでに死亡していた。 

 

【中四国】 

●「長島の自然を守る会」が原発工事船を購入 

山口県上関町の長島田ノ浦に中国電力が原子力発電所を建設しようとしたことに反対して

結成された「長島の自然を守る会」（代表：高島美登里さん）が、原発工事のために使わ

れる予定だった船（15トン14人乗り）を購入した。この船は、埋め立て工事の再開にめど

が断たなくなったため、業者が神奈川県のダイビングショップ経営者に売却したものを、

経営者と懇意だった高島代表に譲ることにしたもの。長島の自然を守る会では、この船を

使って田ノ浦周辺の海の生物調査やエコツアーを計画している。第1回は、11月13日にエコ

ツアーが計画されている。また、守る会では同時に購入資金のカンパを呼びかけている。

高島さん＝電話０９０（８９９５）８７９９。 

 

●鞆の埋め立て是非 知事近々決断へ 

広島県福山市鞆町の交通混雑を解消するための鞆の浦の埋め立て・架橋工事計画の是非を

巡り、推進派と反対派の対立を受けて、湯崎広島県知事は、埋め立て・架橋を前提とする

案と、海底トンネルを通す案、町の中心を迂回して山側にトンネルを通す 2 案の、計 4 案

を軸に、近々結論をだすと述べたが、具体的な時期は示していない。町の中心部は狭い路

地が昔の鞆の浦の風情を残す歴史的な町並みであり、町の中心に道路を通すことはできな

いが、鞆の浦の海岸部にはすでに立派な道路がついている。これ以上、車社会を助長する

ような工事が本当に必要なのだろうか。4 案以外の脱車社会の選択肢を県知事は考えて欲し

い。 

 

●大型まき網規制強化を 県漁協などが要望  

山口県漁業協同組合長や山口県萩市長らが、山口県日本海側沿岸で操業する他県の大型・

中型巻き網船の操業を規制するよう水産庁長官に申し入れた。要望は、巻き網漁業が大型

化し、クロマグロなどの資源の枯渇を招いていること、沿岸漁業に深刻な打撃を与えてい

ることなどを強調し、巻き網漁業禁止区域の拡大、巻き網全船に衛星漁船管理システム搭

載の義務化、沿岸漁業者との話し合い、産卵期のクロマグロの全面禁漁、などを要求して

いる。来年 8 月には指定漁業の許可免許が一斉更新されるのを見こんで、この要望が出さ

れた。 

 

●エチゼンクラゲ 昨年に続いて今年も大幅減少 

2002 年に突如大量に漂着して漁業に被害を与えてきたエチゼンクラゲが、今年の鳥取県沖

では、まだ 1 匹も見つかっていない。長崎県や山口県では、エチゼンクラゲが確認されて

http://www.minato-yamaguchi.co.jp/yama/news/digest/2011/1025/2.html
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いるが、その数はわずか。今年は漁業に被害を及ぼすほどの漂着は起こらないだろうと専

門家も推測している。エチゼンクラゲは、中国沿岸で発生し、9～12 月頃日本海に漂着する。

数年前まで大量に漂着していたが、昨年は大幅に減尐した。大量に漂着し始めた原因は、

地球温暖化や中国の乱開発の影響などいくつか仮説が上がっているが、確定的な原因は分

かっていない。だから、急激な減尐についても、その理由は不明だ。 

 

●湖山池の水質悪化で水門開放へ 

鳥取県鳥取市にある湖山池は、弥生時代に砂州で日本海と区切られてできた汽水湖

で、流出河川は湖山川一本で、千代川河口を経由して日本海とつながっている。し

かし、この湖山川に水門を作り、海水の流入を止めたため、淡水化し、徐々に水質

の悪化に悩まされるようになってきた。水質の悪化の原因はヒシとアオコとされ、

ヒシとアオコの発生を抑制するために、水門を開けて海水の導入を行うことになっ

た。水門開放を为張してきた漁業者と、煙害を心配する水田農家の間に水門の開放

に対してながらく賛成反対の論争が繰り広げられてきた。鳥取県と鳥取市が設置す

る湖山池会議では、水門の開放時間について A～D の 4 つの案を作成し、市民にア

ンケートを行った結果、C 案をとることに決定した。アンケートに書かれた A から

D 案は、海水導入の時間を変化させることの結果として起こると予想される事象を

書いたもので、A 案が水門を完全に閉める状態、B 案は現状、C 案は鳥取県の中央

部にある東郷池と同じ塩分にするというもの。D 案は、水門の完全開放。漁業者は

D 案を为張しているが、市民アンケートでは、C 案が多く、鳥取市では、C 案を実

行に移すことにしている。湖山池会議は、水門開放によって水田に塩害が予想され

ることから、水田から畑作への転換を農家に提案した。反対していた農業者の団体

も、総会を開き、全会一致でこの提案を受け入れることを決めた。この問題は、諫

早湾の潮受け堤防の水門開放や、長良川河口堰の水門開放など、水質悪化が進み、

全国で一度締めきった水門を開けて、元の汽水域に戻そうという動きが続いている

ことと同じ問題である。水門を開けることは、海を尐しでも元の海に返すことを意

味する。それがもっとも望ましい自然な姿である。全国でこのような取り組みが進

むことを望みたい。ただ、市民アンケートで決めるというのは、アンケートの取り

方、説明の仕方によっては、明らかに結果を誘導できる面がある。 

 

●大橋川改修工事 周辺部から開始 

島根県宍道湖と中海をつなぐ大橋川を河川改修する工事が、中州に重機を入れることで始

まった。土砂約 10000 ㎥をまず撤去する。年明けには築堤工事が始まる予定だ。大橋川の

改修は、宍道湖から中海への水の流量を増やすため、中海側の鳥取県では水質悪化や浸水

被害を心配して反対していた。また、住民からは大橋川の環境悪化に反対する声も出てい
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た。結局、国交省が中海の海岸に築堤して浸水対策を行うことで鳥取県側も合意した結果、

工事が始まったが、環境悪化への住民の意見は無視されたままだ。 

 

●徳島で観賞用サンゴの養殖 

徳島県美波町の WDB 環境バイオ研究所が、観賞用サンゴの養殖事業に取り組むことになっ

た。沖縄県以外では初の試みになる。同社は、本土の「サンゴ供給基地」を目指すとして

いる。徳島県南部は「千年サンゴ」とよばれる世界最大級のハマサンゴなどサンゴの生育

が盛んな海として知られるようになった。同社では、10 種ほどのサンゴから子供のサンゴ

を増やして養殖し、カクレクマノミとセットにして売り出す予定。中村所長は「養殖事業

を進めて天然資源の供給を減らし、自然保護にもつながる」としている。サンゴの移植事

業が各地で行われていることも、この事業を始める契機になっているようだ。 

 

●「護岸工事で砂浜が減っている」 タウンミーティングで意見 

生物多様性国家戦略に基づき、徳島県が進めている「生物多様性地域戦略」をどう策定す

るかについて市民の意見を聞く第9回タウンミーティングが、牟岐町川長の海の総合文化セ

ンターで開かれ、県内での全日程を終えた。ミーティングでは、「海岸の護岸工事が進み、

ウミガメが産卵できる砂浜が減っている」「多様な生き物がすむ川を守るには、山林の手入れや堆

積土砂の除去が必要」などの意見が活発に出された。徳島県では2012年度末までに地域戦略を

策定する予定。各地でこのような公開のミーティングが開かれることを望んでいるが、あまり行われ

ていないようだ。 

 

【九州】 

●佐賀大学が市民研究者を育てる講座 

佐賀大学では、有明海をテーマに、水質の調査方法や生物の観察法、環境データの読み方

などを指導して市民研究者を育てる講座「有明海学－市民の科学講座」を開設した。諫早

湾干拓工事をめぐる潮受け堤防の水門開放が課題になっている中で、有明海の環境に市民

がもっと関心を持ち、環境調査の方法を市民の手に伝えることを目的としている。第 1 回

の講座では、9 名が参加。潮流の測定、プランクトンの採取法、栄養塩の検出方法などを指

導した。講座は合計 5 回の予定。一般市民に参加を呼びかけている。五十嵐研究室= 0952-28 

– 8732． 

 

●唐津で全国鯨フォーラム  

佐賀県唐津市で「全国区鯨フォーラム 2011 唐津」が開かれ、捕鯨の歴史を持つ石巻市など

16 都市が参加し、捕鯨史や捕鯨都市の連携などについて意見を交わした。フォーラムは、

捕鯨の文化を次世代に継承しようと 2007 年から開催されるようになった。捕鯨の時に唄わ

れる歌などが継承されるべき文化であり伝統文化を守り伝えるために連携が必要との意見

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/270898
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が出されていた。歌の文化が受け継がれることは、意義のあることだろうが、その捕鯨が

鯨の乱獲につながったという認識はなさそうだ。鯨がいなくなっても伝統文化は継承され

ると言うことなのか。 

 

【沖縄】 

●泡瀬の海に土砂が再び投入された  埋め立て工事再開 

沖縄総合事務局は、沖縄県うるま市の中城湾港浚渫工事と沖縄市の泡瀬干潟の埋め立て予

定地に土砂を投入する工事を、10 月 28 日、2 年ぶりに再開した。中城湾では、午前 7 時過

ぎに浚渫工事が始まり、運搬船に積まれた土砂が沖縄市まで運ばれ、埋め立て地に大量に

投入された。埠頭前では泡瀬干潟の埋め立てに反対する市民団体が抗議の声を上げた。一

方、推進派も集会を開き、工事再開を万歳三唱で迎えた。泡瀬干潟を守る連絡会の小橋川

共同代表は、「無謀な埋め立てに対し、泡瀬の生きものの声を代弁しながら、長い闘いを

勝利しよう」と呼びかけた。 

 

 

●ジュゴン・スタディツアーを実施 参加者募集中 

今年2回目のジュゴン・スタディツアーを以下のように行います。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ください。 

期日：2011年12月8日～12月16日 

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）は自己負担。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。調査隊は、日本とフィリピンの研究者・学生

の合計６名です。現地研究者が現地での調査のアレンジをしてくれます。ただし、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。 

 

●砂浜海岸生物調査の研修会を予定 

来年１月21日（予定）に、千葉県上総一ノ宮で、NPO法人「OWS」と合同で「砂浜海岸生物調査研

修会」を開催します。当日は調査方法の実践や同定の方法など講師の話を交えて研修を行う予定

です。詳細は未定で、決まり次第「うみひるも」でお知らせしますが、ぜひ多くの方に参加していた

だき、砂浜海岸生物調査の進展を図る予定です。 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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【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 

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） 

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） 

11 月 18 日（金） 相模原市（神奈川県） 

11 月 21 日（月） 八千代市（千葉県） 所沢市（埼玉県） 

11 月 23 日（水） 野田市（千葉県） 遠野市（岩手県） 佐世保市（長崎県） 

11 月 25 日（金） 大和郡山市（奈良県） 

11 月 26 日（土） 茨木市（大阪府） 上野原市（山梨県） 美濃加茂市（岐阜県） 加賀

郡吉備中央町（岡山県） 佐野市（栃木県） 

11 月 27 日（日） 旫川市（北海道） 横瀬町（埼玉県） 長崎市（長崎県） 

12 月 1 日（木） 三鷹市（東京都） 

 

●鎌仲ひとみ監督作品 映画「ぶんぶん通信」上映予定 

11 月 19 日（土） 喜多方市（福島県） 

 

●纐纈あや監督作品 映画「祝の島」上映予定 

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） 
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11 月 13 日（日） 総社市（岡山県） 

11 月 21 日（月） 丹波市（兵庫県） 

 

【北海道】 

●京都大学地域連携講座 in 厚岸 

「森から海へ～海域環境の保全と人のくらし～」 
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●科学教育プログラム体験ワークショップ 

海の科学教育を実践していくための体験ワークショップを開催します。子どもたちに向け

た参加体験型科学教育プログラムと、科学を教えようとする大人に向けた科学コミュニケ

ーション実践講座の体験をし、海、そして科学を学び伝える教育活動をどのように展開し

ていくか、その可能性と方法を探ります。海洋リテラシー、科学教育、環境教育、科学コ

ミュニケーションなどに興味をお持ちの方は是非ご参加ください。 

日  時： 2011 年 11 月 16 日（水）13：30 - 17：30 

会  場： 函館市産学官交流プラザ（函館市港町 3-1-1 北大函館キャンパス内） 

为  催： ＮＰＯ法人海の自然史研究所 

共  催： 一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構、サイエンス・サポート函館 

内  容： MARE と COS の体験、科学教育に関する懇談会 

参加費： 無料 

申  込： 事前申し込みが必要です。添付の申込用紙に記入してメールまたは FAX でお

申し込みください。広報チラシと申込書はこちらにあります。 

http://blog.canpan.info/marinelearning/archive/253  

 

【関東】 

●2011 三番瀬フィールドミュージアム 

12 月 3 日（土） 塩浜護岸周辺で冬の渡り鳥を観察しよう！  

为催：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 

 

●街中の自然観察 in 行徳  行徳野鳥観察舎友の会 

11 月 19 日 京葉線新浦安駅集合 猫実川から野鳥観察舎へ向かいます。 

定員：20 名まで   対象者：だれでも 

申し込み方法：当日集合場所にて 

参加費：無料 

 

●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 

http://blog.canpan.info/marinelearning/archive/253
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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  

       ※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 

2011 年 11 月 6 日（日）13:30～17:00 

場所：茅ヶ崎市立西浜中学校体育館 

「茅ヶ崎海岸侵食対策の進捗状況」（土木

研究センター） 

「津波発生のメカニズムと影響」（港湾空

港技術研究所） 

「茅ヶ崎市における津波対策の現状」（茅

ヶ崎市防災対策課） 

「茅ヶ崎における津波避難訓練の実施報

告」（サーフ 90 茅ヶ崎ライフセービング

クラブ・ほのぼのビーチ茅ヶ崎） 

「アトラクション」（テミヤン、

dekirukoto.net、池山由香、ほか） 

 

 

 

●千葉の干潟を守る会 40 周年記念行事 

    谷津干潟から三番瀬へ ─干潟を守って 40年─ 

日時  2011 年 11 月 19 日（土） 13:30～16:15 

会場  習志野市菊田公民館 ３階会議室(講演会) ２階展示室(展示) 

  〔交通〕京成津田沼駅から徒歩７分（案内図参照） 

http://sango.ows-npo.org/discovery.html
http://www.city.narashino.chiba.jp/shisetu/kominkan/kikuta.html
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内容 

 (1)講演  東京湾の環境─その過去、現在、未来─ 

        ……若林敬子さん（東京農工大学名誉教授） 

 (2)報告  三番瀬の現状 

        ……中山敏則（三番瀬を守る連絡会 代表世話人） 

 (3)展示  会報、当時の写真、陳情書、横断幕、パネルなどを 

       ２階展示室で展示します。 

参加費：無料 

为 催：千葉の干潟を守る会 

後 援：習志野市  習志野市教育委員会 

問い合わせ先  牛野くみ子 047-453-4987 ◇講演会終了後に懇親会を開きます。 

 ◇展示の期間は 11 月 15 日～20 日です。 

 

●「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（最尐催行人員 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   

 

●『放射能の農畜水産物等への影響についての研究報告会 

－東日本大震災に関する救援・復興に係る農学生命科学研究科の取組み－』 

http://www.a.u-tokyo.ac.jp/rpjt/event/20111119.html  

http://www.ows-npo.org/activity/classroom/index.html
http://www.a.u-tokyo.ac.jp/rpjt/event/20111119.html
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開催のご案内 

日時    2011 年 11 月 19 日（土）13：00～17：00 

場所    東京大学安田講堂 

対象    一般（どなたでも参加できます） 

定員    ６００名（当日先着順、事前登録不要） 

参加費  無料   ※お車でのご来場はご遠慮ください。 

为催： 東京大学大学院農学生命科学研究科 共催：東京大学救援・復興支援室 

プログラム 

開会の辞 長澤 寛道 東京大学大学院農学生命科学研究科長 

開会にあたって 前田 正史 東京大学理事・副学長（救援・復興支援室長） 

農学生命科学研究科全体の取組について 

中西 友子（東京大学大学院農学生命科学研究科・附属放射性同位元素施設・教授） 

福島県農業総合センターの取り組み 

吉岡 邦雄（福島県農業総合センター生産環境部・部長） 

放射性セシウムのイネへの移行 

根本 圭介（東京大学大学院農学生命科学研究科・生産・環境生物学専攻・教授） 

土壌中の放射性セシウムの挙動 

塩沢 昌（東京大学大学院農学生命科学研究科・生物・環境工学専攻・教授） 

乳牛における放射性セシウムの動態 

李 俊佑（東京大学大学院農学生命科学研究科・附属牧場・助教） 

低濃度汚染土壌における野菜への放射性核種の移行 

大下 誠一（東京大学大学院農学生命科学研究科・生物・環境工学専攻・教授） 

高線量地帯周辺における野生動物の生態・被曝モニタリング 

石田 健（東京大学大学院農学生命科学研究科・フィールド支援担当・准教授） 

魚貝類の汚染 

潮 秀樹（東京大学大学院農学生命科学研究科・水圏生物科学専攻・准教授） 

農学生命科学研究科で取り組んでいるその他の成果 

田野井 慶太朗（東京大学大学院農学生命科学研究科・生物生産工学研究センター・

助教） 

閉会の辞 長澤 寛道 東京大学大学院農学生命科学研究科長 
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【中四国】 

●長島の自然を守る会 エコツアー船購入記念イベント  

“上関の自然 満喫ツアー”  

日   時 2011 年 11 月 13 日（日）10:00  集合  15:30 解散  

集合場所 室津港駐車場（別添のアクセス案内をご参照ください。  

スケジュール 10:30～11:30 ツアー説明と専門家のレクチャー  

11:30～12:30 船上ツアー（上関原発予定地、スナメリウォッチングほか）  

12:30～14:00 昼食および休憩（祝島散策）  

14:00～15:30 船上ツアー（海鳥コロニー観察 etc.）  

15:30     解散  

内  容  

★“奇跡の海”と呼ばれる上関の貴重な自然について現地の調査を続けてきた先生方がガイド

してくださいます。今回は瀬戸内海で初めてカンムリウミスズメを確認した鳥類研究者の

飯田智彦さん（日本生態学会上関アフターケア委員）のガイドです。 ★上関原発予定地

を視察します。 ★スナメリウォッチング ★昼食および休憩時は祝島にお邪魔させていた

だきます。 ★お弁当は上関ならではの食材を使って料理してあります。  

参 加 費：大人 11,000 円（船のチャーター代＋講師料＋資料代＋弁当） 子供 6,000 円  

申し込み 募集人員は船の定員がありますので、12 名まで。最尐催行人員は 6 名です。 定

員を上回る申し込みがあった場合は別途ご相談いたします。  

締め切り 2011 年 11 月 6 日（日） 期限厳守でお願いします。  

申し込み先 下記あてにお願いいたします。  

 高島 美登里                     森田 修  

〒742-1403                    〒742-1401  

山口県熊毛郡上関町大字 836 番地      山口県柳井市平郡東  

携帯Ｔｅｌ 090-8995-8799           携帯 Tel 090(4695)1290    

Fax 0820(62)0710               Fax 0820-47-2120  

E-mail midori.t@crocus.ocn.ne.jp       E-mail yo.morita@extra.ocn.ne.jp  

   

●山国川で冬鳥観察会 

11 月 13 日（日）10:00～12:00 小雨決行 大雨中止 

集合場所：中津城河川敶公園 

参加費：大人 200 円、高校生以下 100 円 

持ち物：野外活動ができる服装・防寒具、双眼鏡など観察道具（あれば） 

★ちょっとだけ清掃します。軍手が有ればお持ち下さい。 

★事前予約は必要有りません。★当日連絡先 080-5248-7443 

★中学生未満のお子様はかならず保護者同伴でお願いします。 

为催：NPO 法人「水辺に遊ぶ会」  

  

【沖縄】 

●日本サンゴ礁学会第１４回大会 公開シンポジウムサンゴ礁学 

-サンゴ礁の未知なる世界へ挑む：研究の最前線- 

日時： 2011年11月6日(日) 9:30-12:00 

mailto:midori.t@crocus.ocn.ne.jp
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会場： 沖縄県男女共同参画センターてぃるる 1階ホール 

    〒900-0036 沖縄県那覇市西3丁目11番1号 

为催： 日本サンゴ礁学会編「サンゴ礁学」 編集委員会 

共催： 新学術領域研究（文部科学省科学研究補助金）「サンゴ礁学」 研究グループ 

詳細は日本サンゴ礁学会ホームページ http://wwwsoc.nii.ac.jp/jcrs/conference/2011/2011.html  

開催趣旨：1997年11月に日本サンゴ礁学会が設立されてから14年が経ちます．この間に，サ 

ンゴ礁に関する研究・調査・手法・知見等の多くのことが進歩しました．そこで，多くの

人々にサンゴ礁研究の成果の最前線を届けたいという思いで，日本サンゴ礁学会編「サン

ゴ礁学?未知なる世界への招待?」（東海大学出版会）を企画し，出版しました．今までに，

サンゴ礁やサンゴに関する多くの本や文献が出版されていますが，様々な分野の専門家が

「サンゴ礁学の最前線」を体系的に一冊の本にまとめて出版するのは初めてです．これら

の研究の最前線を支えている一つは，文部科学省科学研究費補助金：新学術領域研究「サ

ンゴ礁学」です．本シンポジウムは，学会編集本「サンゴ礁学?未知なる世界への招待?」の

出版記念と，新学術領域研究「サンゴ礁学」の成果から最近の研究の最前線を紹介します． 

プログラム：総合司会：浪崎直子（国立環境研究所） 

9:30-9:35 「サンゴ礁学」の本と新学術領域「サンゴ礁学」 大葉英雄（東京海洋大学） 

9:35-10:00 サンゴ礁のなりたち 井龍康文（名古屋大学） 

10:00-10:25 サンゴ礁環境のダイナミクス 灘岡和夫（東京工業大学） 

10:25-10:50 サンゴの生活史と共生 日高道雄（琉球大学） 

10:50-11:15 サンゴを脅かす生きものたち 岡地 賢（(有)コーラルクエスト） 

11:15-11:40 サンゴ礁の価値を評価する 豊島淳子（東京工業大学）・○土屋 誠（琉球大学） 

11:40-12:00 総合討論 司会： 鈴木 款（静岡大学） 

 パネラー： 井龍康文，灘岡和夫，日高道雄，岡地 賢，土屋 誠，茅根 創（東京大学） 

 

●博物館学芸員講座「笠貝 家に帰る貝のくらし」 

日時：11 月 26 日（土）14 時～16 時 

場所：沖縄県立博物館・美術館１F 博物館実習室（那覇市おもろまち 3-1-1） 

講師：濱口寿夫（博物館班班長・生物担当学芸員） 

参加費：無料 

定員：40 名 （事前申込不要、当日先着順） 

为催：沖縄県立博物館・美術館 

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jcrs/conference/2011/2011.html
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●11 月のジュゴンの食み跡調査 

11 月 19 日（土）～23 日（水） 

・名護市東海岸  

・19 日は初心者の講習  20 日からの調査に初めて参加される方は必須です。 

・シュノーケリング用具が必要ですが、持っていない方及び、遠方からの参加者の宿泊に

ついては要相談 

＊参加希望者は北限のジュゴンを見守る会 ジュゴン調査チーム・ザン 鈴木まで。 ☎

＆FAX： 0980-43-7027 携帯電話：090-8032-2564Ｅメール： n-hokugen.19@kjd.biglobe.ne.jp 

 

 

●勝川俊雄「日本の魚は大丈夫か 漁業は三陸から生まれ変わる」 NHK 出版新

書３６０ pp.221 ￥740円＋税 

著者の勝川俊雄さんは、水産学者であ

りながら、日本の水産業が乱獲を続け

て資源の枯渇を招いていることを強く

批判し続けてきた。なぜか日本の水産

学者の多くは、水産業自身が資源の枯

渇に力を貸してきたことを認めようと

しない傾向が強い。鯨について、かた

くなに捕鯨を固持しようとし、鯨類の

減尐や絶滅への危険を過小評価・無視

したがる。その中で、孤軍奮闘する著

者の姿に感動する。 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:n-hokugen.19@kjd.biglobe.ne.jp
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マガキガイの生態 

 マガキガイの風貌は、毒のあるイモガイに似て美しい。2005 年６月初旪に襲った台風４

号による荒波の影響で、この貝が多数、瀬戸臨海実験所の北浜に打ち上がった。砂利に混

じって次々と打ち上がる個体は、どれもすっかり弱りきっており、ラボに持ち帰って水槽

に収容したが、多くの個体が数日ほどで死んでしまった。 

  マガキガイは、鎌の様になった蓋を持っており、また、素早い蹴りができる強力な足

がある。奄美大島では、ジャンプする貝という“トビンニャ”と呼んでいる。じっとして

いる時は、砂の中に、体を半分、あるいは全部を埋めているが、深くは潜らない。だが、

台風ではそのようなツメ足も、潜る習性も、全く歯が立たなかったようだ。 

  マガキガイには２個の目玉が長い柄の先に丸くついている。優れた感覚器に加え、運

動性に富んだ足があり、敵から逃避する能力も大いに発揮している。一方、ゾウの鼻のよ

うな吻を長く伸ばし、砂粒の間の微小な藻や有機物断片などを食べている。 

 マガキガイは紀南地方では『ツメバイ』の名前でよく知られている。ゆでて食べるとお

いしく、酒のつまみとして重宝される。マガキガイは、白浜では繁殖期の６～８月頃、集

団で浅瀬にやって来て、雄と雌が交尾行動をする。しかし、最近は、その数が減尐してき

ている。だから、産卵にきた貝を採りやすいからといって乱獲すると、子孫が激減してし

まうことになる。地元の人も、十分、気を付けてほしい。 

 

マガキガイの貝殻の付着生物 

 マガキガイへのフジツボ類の付着については、多数の打ち上げ個体を調べた結果は、

頻度も個体数も多くはないことが分かった。一方、付着しているフジツボ類の種は、いず

れもサンカクフジツボばかりで、マガキガイ１個体に１～数十個体まで付着していた（図）。   

マガキガイの貝殻にはふだん付着生物が付いてないことが多いが、打ち上げの生きたマガ

キガイには、様々な海藻が付着しているものが発見された（図）。ウミウチワなどの海藻が

付いた個体は、春に波が高い時に打ち上げられることがある。驚いたことに、台風直後、

33 cm ほどの高さがある生きた緑色のナガミルが付着していた。ナガミルが付着した生きた

マガキガイは、たった２個体だけではあったが、ナガミルは数 ｍにも伸びる、その名の通 
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りの長大な緑藻だ。マガキガイにとっては移動の際に抵抗が大きくなって、ナガミルの成

長につれてどんどん迷惑な存在になってゆくだろう。ナガミルは、マガキガイ貝殻上で数

回分枝し、貝殻の長さと比べると７倍ほどの長さとなっている。このような状態で、マガ

キガイは、これまでよくぞ死なずに、また、天敵にも捕食されなかったものだ。だが、長

くなっていくことで、案外、天敵に食われることを免れ続けてきたのかもしれない。災い

転じて福となった例だとしたら面白い。 

 

マガキガイとその仲間の地理的分布 

   マガキガイは、わが国では白

浜より北の房総半島以南から沖縄方

面まで広く分布する。この仲間には

熱帯海域に普通に見られるクモガイ

などがおり、紀伊半島が分布の北限

の種が多い。瀬戸臨海実験所北浜で

のこれらソデボラ科の打ち上げは２

属 11 種・亜種を記録しているが、そ

のうちの半分の６種、トンボソデガ

イ、ミツユビガイ、フトスジムカシ

タモト、マイノソデガイ、クモガイ、

スイジガイがみな北限種である。 

 

図 サンカクフジツボと海藻が貝殻上に付着した生きたマガキガイ 

 

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
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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 

とうとう泡瀬干潟の埋立工事が再開してしまった。どうあっても海を殺して、いずれ廃

墟となる建物を造ろうとする人たちがいる。海の生き物を殺し、海からの恵みに気がつか

ない罪深き人たちがいる。辺野古と大浦湾の海の生き物にも再び危機が迫ってきている。

沖縄北部では、さまざまな海岸で護岸工事が始まっている。沖縄に基地を押しつけて、そ

の見返りにお金を流し込み、そのお金で海を殺す。沖縄の海がこれから注目される。海の

生き物を守る会でも、来年は沖縄で観察会を行う。皆さんが参加されることを願います。

海で何が起こっているか、もっと知って欲しい。（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！ 

 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

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。 
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