
東与賀の風景
冬の東与賀海岸を訪ねてみました。目線を遠くに送ると、火砕流で

多くの命を奪った普賢岳がそびえていま一丸足元には絶滅危惧Ⅱ類

に指定されたシチメンソウが赤く色づいています言まんの少しだけ

ちぎって食べてみると、ほのかな塩味で‾丸海水を組織内に取り入

れる塩生植物であるということが実感できます，

潮時は満潮です。シチメンソウの群生近くまで波が迫っていま克

カモの仲間が水面で羽を休める一方でダイゼンハマシギ、アオア

シシギなどのシギ・チドノ類はわずかに波が洗う浅瀬で群れていま

す，絶滅が危惧されているクロツラへラサギも食事中です，見渡す

限り水際に鳥がいま一丸全部で何羽いるのでしょうが

渡来数
環境省の「モニタノングサイト1000」で調べてみました。東与賀

干潟では毎年春・秋・冬の3回、シギ・チドリ類の渡来数が調査さ

れていま丸2007年度から2012年度までの6年間計18回の観測

で、東与賀干潟は全国1位が16回、2位が2回で克間違いなく日

本一のシギ・チドノ類の渡来地です，たとえば2012年春のシギ・

チドノ類は10，678羽確認されていまもシギ・チドリ類だけでこれ

だけの鳥がいま一丸
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最初にこの数字を聞いたとき「10，678羽という数字は本当ですか。

鳥は動いているのにそんなに正確に数えられないでしょう」といぶ

かりました。「あなたは紅白歌合戦の会場で日本野鳥の会が数えて

いる赤組○○点、白組○○点を信用しないのです加と言われ、妙

に納得してしまいました。

モニタリングサイト1000

「モニタノングサイト1000」は全国の様々なタイプの生態系（森

林・草原、里地里山、湖沼・湿地、砂浜、干潟、アマモ場、藻場、サン

ゴ樵、など）に1000か所程度の調査サイトを設置し、100年以上を

目標に長期継続してモニタノングすることにより生態系の異変をい

ち早く捉え、迅速かつ適切な生態系の保全施策につなげることを

目的としています，

では、なぜ干潟ではシギ・チドリ類を調査するのでしょうか。干潟

はシギ・チドノ類以外にもガン・カモ類、サギ類、カモメ類など多様

な鳥類に利用されています。その中でも、シギ・チドリ類の大部分

は干潟を主な生活の場所とし、干潟の微生物・ゴカイ類・貝類・甲

殻類等を採食しています，このようにシギ・チドリ類は、上記鳥類

の中では個体数が比較的多く、干潟生態系の食物網の上位に位置

し、より栄養段階の低い生物群の変化の影響を受けやすいと考え



られていま”丸そのため干潟生態系の健全性を測る指標として渡

来数がモニタノングされているので克

東与賀干潟の価値
干潟の健全性を測るシギ・チドノ類の渡来数が日本一だというこ

とは、言い換えれば日本一生態系の豊かな干潟が東与賀に残って

いるといえます。「豊かな干潟がそこにある」という言い方よりも

「豊かな干潟がそこに残った」という表現が適切でしょう。

干潟は東京湾や伊勢湾、大阪湾などではそのほとんどが埋め立

てられました。かつて、長崎県の諌早湾では日本で最も多くのシ

ギ・チドノ類が観測されましたが、今はその姿を見ることは出来ま

せん。

都市が膨張するにつれて干潟は手頃な土地でした。少しだけ手を

加えれば広大な一等地が簡単に手に入ったのです，

今や、全国の干潟の約40％は有明海にありま”丸いえ、残っていま
‾丸そう考えるとシギ・チドリ類は東与賀干潟を選んだのではなく

そこに追いやられたのかも知れません。

ラムサール条約
日本で起きていることは世界でも起きていまも湿地が失われるこ

とにより地球規模で野鳥の生息地が失われていくことへの世界共

通の危機感がありました。

そこで、1971年にイランのラムサールで「湿地及び水鳥の保全の

ための国際会議」が開催されました。この会議では、湿地は水の

循環調整機能、動植物の生息地としての生態学的機能を有しており

「経済上、文化上、科学上及びレクレーション上大きな機能を有す

る資源」と位置づけられました。

湿地には湿原、湖沼、河川、通水地、藻場、さんご礁、水田、ため池

などが含まれ干潟もその一つで”丸

そして湿地（東与賀で言えば′干潟′′）の破壊、喪失は取り返しがつ

かず「現在及び将来とも阻止する」こととし、特に国境を越えて移

動する水鳥のためにも、国家間で協力して湿地を保全することとし

て条約が採択されました。

それが「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条

約」で”丸同条約は開催地にちなみ「ラムサール条約」と呼ばれてい

ま‾丸日本は1980年に条約に加入し、釧路湿原が第1号湿地とし

て登録されました。現在日本の湿地登録数は46か所で一丸
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ラムサール条約の基本原則
条約の基本原則は「保全」と「賢明な利用」です，湿地は私たちの

身近にあり人間の生活環境や社会活動と深い関わりを持っていま

す。このためラムサール条約では人間の行為を厳しく規制して湿地

を守っていくのではなく、湿地生態系の機能や湿地から得られる漁

業などの恵みを維持しながら、私たちの暮らしと心がより豊かにな

るように湿地を活用するとぎれています；

条約登録の条件
登録するにはどのような条件を満たせばいいのでしょうか

日本は、次の条件を満たしている湿地を登録します，

1国際的に重要な湿地であること

2周の法律により、将来にわたって、自然環境の保全が図られること

3．地元住民などから登録への賛意が得られること

それぞれの条件を詳しく説明しま”丸

条件1　国際的に重要な湿地
国際的に重要な湿地の基準とは、「絶滅のおそれのある種や群集

を支えている湿地」「2万羽以上の水鳥を支える湿地」「種の個体

数の1％以上を定期的に支えている湿地」「世界の生物多様性に貢

献するような湿地」など九つの基準がありま“丸

東与賀干潟は九つの基準のうち六つの基準を満たしていると想定

されています；環境省の調査によると東与賀干潟以外の有明海沿

岸一帯もすべて何らかの登録基準を満たしており、まさに野鳥の宝

庫であるといえます‥

このような状況を受けて、「ラムサール条約湿地潜在候補地の選定

に関する検討委員会」は、「東京湾や有明海等のように湿地の機能

に密接なつながりを有する複数の潜在候補地を有する地域につい

ては一体的な登録を目指すべきとの意見があった事を踏まえ、ラム

サール条約湿地の登録に当たっては、一体的な機能を有する複数

の潜在候補地を統合する必要性についても検討していきます」と
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表明しています，

条件2　回の法律による環境保全
日本では、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（鳥獣保護

法）第29条の国指定の特別鳥獣保護区域に指定することとしてい

ますこ特別鳥獣保護区とは鳥獣保護区の内、鳥獣の保護又は鳥獣

の生息地の保護を図るため、特に必要があると認められる区域を

環境大臣が指定するものです，

この指定により、区域内では鳥獣の捕獲は禁止ざれます，また、水

面の埋立又は干拓、立木竹の伐採、工作物の設置などは許可が必

要になりま一丸

条約登録が想定ざれる海域はノリ養殖業を中lこ高こさまざまな漁業

が営まれています；漁業が規制されるのではないかと心配される声

を聞きますが、ノリの区画漁業権の位置を表す鋼管の設置に許可が

必要な程度で現在の漁労活動にはほとんど支障はありません。

条件3　登録への賛意
地元の自治体や農、漁業関係者などの賛意が得られることとされ

ています：

地元東与賀の市民団体はラムサール条約登録を、シチメンソウと共

に地域づくりのシンボルにしたいと、さまざまな活動を行っていま
”充

ただ、有明海沿岸地域では、大切に育てたノリをカモが食べたり畑

に蒔いたばかりの種子をカラスやハトが食べたりするなどの食害が

多く報告されています，このような、いわゆる有害鳥獣はラムサール

条約に登録されても駆除できることから、農漁業関係者に理解を

求めることも大切で‾丸

登録によって鳥は増えるの
登録しても、鳥を集めるために餌を蒔くようなことはありません。

条約は干潟が埋め立てられたり、構造物が建てられたりして野鳥に

とって暮らしにくい環境になることを規制するものでも従って、野

鳥にとっては何も変わらないので登録したことによって野鳥が増え

ることはありません。

登録のメリットは
では、ラムサール条約に登録ざれると何が変わるのでしよう。

今までは、「有明海って泥の海と思われているかも知れませんが、

本当はとってもユニークで素敵な海ですよ」と説明していました。

でも、登録されると「ラムサール条約登録の海、日本一のシギ・チド

リの海」と説明できま一丸

聞いた人は自ら素敵な海をイメージしてくれま克「泥の海有明海」

のイメージが変わります，

それは、その海で生産される海産物のイメージも変えてくれますも

ラムサール条約に登録した湿地では、例えば宍道湖の「宍道湖しじ

み」や厚岸湖の牡蠣「カキえもん」などラムサールブランドを利用

した特産品作りが行われています‥



日本一の価値
多くの干潟の中でシギ・チドリ類はどうして東与賀干潟を選んだ

のでしょう。ゴカイやカニなどの餌が多いのは間違いないでしょう

が、出来ることなら鳥に「どうして東与賀干潟が気に入ったの」と聞

いてみたいものです；

ある人から羽田空港で飛行機に乗り有明佐賀空港に降りて東与賀海

岸で野鳥を観察し、また飛行機で帰っていく人がいると聞きました。

野鳥が多いだけではなく観察する場所としても最適なのでしょう。

東与賀干潟は有明海の奥にあり、干満の差は有明海でも最も大き

く最大6mにも遷します‥シギ・チドノ類は水際で餌をついばむこ

とが多いため、野鳥を観察するには前もって、その日の潮を確認し

ておかなければなりません。

それだけを押えていれば野鳥観察には絶好の場所です∴訪ねたと

きも多くのカメラマンがレンズを向けていました。

シギ・チドノ類は地球規模で渡りをする種類ですオ「ストラリアや

ニュージーランドから遠くシべリヤに渡る鳥が、羽を休め餌を捕る

のに日本中の土地から有明海東与賀沖を選んだので一丸

つまり、渡り鳥が‘日本一餌がおいしぐて、l旧本一餌が豊富だ′と認

めたことになり京女それだけ自然豊かな干潟だということで“丸

渡り鳥に「来てくれ」と言ってもやって来ません。だからこそ、渡り鳥

の言うことは誰も疑いません。キャッチコピーがすぐに浮かびます

「グルメの渡り鳥が選んだ日本一ご馳走がある干潟。その干潟で

育った日本一の海の幸」

’’日本一〟の所には行ってみたいし、見てみたい。「二番ではダメです

加と言って有名なった人がいましたが、二番を見た人はやはり一

番を見たくなりますbI’日本一〟には人が集まってきます

ラムサール条約と有明海再生
条約前文に「湿地が経済上、文化上、科学上及びレクリエーショシ

上大きな価値を有する資源であること及び湿地を喪失することが

取返しのつかないことであることを確信し、湿地の進行性の侵食

及び湿地の喪失を現在及び将来とも阻止することを希望し」とあり

ます，

このようにラムサール条約は、責重な干潟が失われたり機能が損な

われることが取り返しのつかない国際的な損失であるとの反省か

ら締結されています；

干潟の機能を損ねてきたのは私たち人間で“丸大規模な干拓によっ

て干潟が失われました。残っている干潟も私たちの日々の営みに

よって健全性が損なわれてきました。その反省からラムサール条約

は締結されています；

「良好に管理されていない干潟をちゃんと管理しましょう。そして

健全な干潟を守りましょう」と締約国に言っています；これはまさに

有明海を再生させたいと願う人たちの思いと同じで“丸
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東与賀干潟の
ラムサール条約登録を目指して
東与賀まちづくり協議会事務局長

有明海ぐるりんネット理事　　　粟島　清司

東与賀海岸には、貴重を塩性植物シチメンソウが辞生し、干潟

にはムツゴロウ、ワラスボ、シオマネキといった有明海特有の

生物が生息しており宝の海と言われています。また飛来数日本

一を誇るシギ、チドl）をはじめ、絶滅危惧種に指定されている

ツクシガモや世界に2000羽しかいないと言われているクロツ

ラへラサギなど珍しい野鳥もたくさん飛来していま“丸

このような自然豊かな東与賀海岸・干潟のラムサール条約登録

を目指して、東与賀まちづくり協議会を中心に地域住民、関係

団体などが一体となって活動に取り組んでいます。

2013年12月に東与賀海岸の貴重な生物をもっと知り、自然環

境保護活動を学び、実践しょうという目的で、小中学生25名

からなる東与賀干潟探検隊が発足しました。

この干潟探検隊は、ふるさとの自然を学び、それを広く伝える
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活動で子どもたちの環境保護や地域づくりの意識を高め、さ

らに、ラムサールクラブ員や自然環境保護活動に関わる人たち

と交流をすることで、東与賀海岸、干潟の良さや、生物多様性

を学び、子どもたちが自主的に東与賀海岸・干潟に生息する生

物や生体の保全活動に取り組んでいくようにと言う趣旨のもと

設立されました。

現在は、野鳥の会や、

佐賀県水産振興セン

ター等の協力をいた

だきながら、子どもた

ちは一生懸命にこれ

らの学習に取り組ん

でいますt

謡寵 �∴∴． �議蟻酸闘 
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今年は4月3日、4日に、ラムサール条約登録の先進地であ

る鳥取県米子水鳥公園、宍道湖グリパーク＆ゴビウスを視

察、そこの子どもラムサールクラブ（小学生）ジュニアレン

ジャー（中学生）の子どもたちと交流会を行います。これら

を通して子どもたちは、改めて東与賀海岸・干潟の環境保

全活動の必要性を学び、ラムサール条約登録に向けて子ど

もたちが主体的に活動に取り組んでもらいたいと思ってい

ます。

7月26日～28日には東与賀で開催予定のラムサール条約登

録に向けてのシンポジウムに合わせて、東与賀干潟探検隊と米

子水鳥公園ラムサール子どもクラブ員と東与賀干潟探検隊との

交流会も計画しています。私たちも、次世代の子どもたちとと

もに地域住民が一体となって、研修会の成果を講演会やシン

ポジウム等で発表し、環境保全活動の広報及び啓発の事業を

展開していきたいと思っています。



ラムサール登録の価値と

賢明な利用
認定NPO法人霧多布湿原ナショナルトラスト

事務局長　伊東　俊和
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東与賀干潟

昨年9月未、はじめて東与賀干潟を目にしました。一望しただ

けで「これはラムサールだな」という思いが湧きました。数千

キロを超えて渡ってくるシギ、チドリの日本最大の飛来地であ

りながら、そこに人々の暮らしがある。そのことがさらに、この

干潟の価値を高めているように映りました。

それにしても、この干潟の保全を展望し、ラムサール湿地登録

に向けてこれだけの流れをつくり出してきた「有明海ぐるりん

ネット」の存在はユニークですも代表の荒牧さんをはじめとする

方々が、それぞれに際立った技能や個性の持ち主で楽しさの

中で他を巻き込んでいく形と粘りは見事なものですら有明海と

いうと、すぐに浮かぶのが、干潟、ムツゴロウ、海苔などですが、

これからはその連想に「ぐるりんネット」が加わりそうです÷

おもいやり条約

ラムサール条約は、取り決めによって、そこに暮らす人々の

日々の生活を規制して他の生き物たちを守ろうというもので

はなく、人と生き物の両者が成り立つように湿地の保全に

取り組もうという条約です。いわば「使って残す」という一見

背反することを可能にしようという条約で、利用にも他の生

き物への心配りを持つという精神が要ります。法や決まりで

日々の生産や生活を規制しない分、人のかかわり方に知恵

や工夫をしましょうというわけです。それがワイズユースとい

う言葉を生み出しました。

霧多布湿原が、ラムサール条約の登録を目指していた当時登

録による規制を心配していた方々が大勢いました。その説明

に当たる労を取っていたのが、湿地研究の第「大老であった

辻井達一氏でした。辻井先生は地域の住民や漁師さんへの

説明で、「ラムサール条約はいわば『思いやりの条約』という

ものです」と話をされていました。

人が他の生き物の命に思いを馳せ、その命を支える湿地を残

そうという思想をもって、その意志を世界に向けて宣言し、生

き物たちと約束を交わす。その条約を結ぶことはその地域の

人々の思いやりを示すものだとも言えます七

霧多布湿原のラムサール登録から20年たったいま、人を規制

しないこの条約は、生きものとの共存を人の善に委ねた実に

ユニークなものに思えます。

ラムサール登録湿地一霧多布湿原一

私たちは、北海道東部の海岸線に広がる霧多布湿原の保全

活動を行っている団体です。

霧多布湿原は花の湿原と呼ばれていますが、春の終わりには

湿原一面をワタスゲが覆い、短い夏は見事な花の景観が続き

ます。広さは3000ヘクタール。湿原を流れる川や点在する沼

地は、年間を通して飛来する水鳥や野鳥の繁殖や中継の場と

なっています。

この湿原を残すには大きな課題がありました。それは湿原の

周辺部が民有地になっていることでした。そのため、湿原全体

を残すということは、その民有地をそのままにしておけるかど

うかが大きな鍵になりました。

そこで私たちは、その保全の手法としてイギリスを例にして、

湿原周辺の民有地を買い取る「ナショナルトラスト」を始めま

した。

普段の暮らしのこんな身近に、これだけの規模で原生の自然

を残した湿原を楽しめる所は、国内でもないように思いま“丸

生活の隣り合わせにタンチョウの親子が花畑の中を歩いてい

る景色がある。それは幸せを実感するひとコマです。そうした

ことが日常普通のことだという町であり続けたいという思い

が活動の元になっています。

登録は保全のスタート

1993年、霧多布湿原はラムサール条約湿地として登録されま

した。それから20年経ちあらためて振り返ると、私たちはラム

サール登録について一つの大きな思い違いをしていたことを

認識しました。それは登録後の取り組みと活用計画を欠いた

ことです。
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ラムサール登録に向かっていた当時は、行政や市民も霧多布

湿原の保全に意欲を示していましたが、登録を境にその意識

は潮が引くように薄れてきたように思えます。思いを持ち続け

ることは難しいことですが、いまそれを思い起こすことが保全

に向けての大きな課題だと捉えています。

ラムサール登録は、つい登録そのものに気持ちが行きがちで

すが、それだけでは十分ではありませんでした。ラムサールの

価値は、行政や企業、市民が連携して、「町づくり」に生かして

こそ発揮されるものだという認識を当時の私たちは持てない

でいました。

「ラムサール」は、登録さえすればその真価が生まれてくるも

のではなく、登録と並行して、ラムサールを利用した「まちづく

りの政策」の連動を考えてこそ、その真価が出てくるものでし

た。当時はそこに思いが至りませんでした。

いまになって、ラムサール条約の登録湿地を持っているという

ことが、まちづくりにとっていかに大きな力を秘めているかに

気づきました。しかしそれは使い方次第ということでした。

当時は、ラムサールに登録しさえすれば、霧多布湿原への関心

も高まり、行政の取り組みも活発に在ってくるだろうと思って

いました。しかしそれは私たちの一方的な思い込みで見当違

いなものでした。

乱暴な言い方をすれば、ラムサール登録は単なるお墨付きで
“丸しかしそのお墨付きには大きを威力が隠されているように

思います。

ラムサールは「世界条約」です。登録は、「世界が認めた湿地

を持っている町になった」つまりその看板を得たということで

す。そのことをどのように生かせるか、ラムサールの登録価値

は、世界条約を基盤にした保全と町づくりを行えるスタートラ

インに立てたということにあると思います。ラムサールの価値

はつくるもの。そのプランを描けるかどうか、登録の価値の有

無はそこで決まるもののように思います。

持続可能なプランづくり

東与賀干潟の豊かさはここに飛来する無数のシギ、チドリ

が代弁しているように思います。ここに産まれる恵みもその持

続的な生産も、全てがこの干潟の保全にかかっています七

この豊かさを生み出しているのは自然の成せる業ですが、そ

の全てのつながりが解明できるものではありません。そこで、

人の生活が重なる中でこの干潟の豊かさを維持させるために

は、人の生産と生きものたちの場を区分するゾーニングの手

法も意味を成すように思いました。使わないということも「ワ

イズユース」の一つです。
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またこれだけの自然を地域の憩いや観光に来る人が楽しめ

ないのももったいをい。私たちの湿原との違いはあるでしょう

が、木道などで歩ける場所を限って利用を図ることは、干潟の

保全啓発にも役立つように思いました。

生産や観光また教育への活用もその大元は登録地の保全で

す。それらについて登録後のビジョンや行政の施策が作られ

なければ、ラムサール登録もただの行政手続きの一つとなり



一過性の単なるイベントで終わってしまうかもしれません。そ

れを防ぎたい。登録に向けて行政と市民が一緒にをって、そ

の後のアクションプランを描いておくことが必要だと実感して

います。

課題は広報

保全の要はワイズユースにありますが、それに加えて肝心なの

は、ラムサール登録地であることの価値やその保全の取り組み

を伝える市民への広報にあるように思いますも

「ラムサーjuという優良な商品を得た、次はそれをどのように消

費者に伝えたら関心を持ってもらえるか、手に取ってもらえるか。

ラムサール登録の価値を地域のものと認識し、それを振興につ

なげるためには、商品のプロモーションにも似た取り組みが必要

とされるように思います‥

それは行政だけでもタメ、市民活動だけでもダメ。市民と行政が

共に考え知恵を出す÷それが「ラムサー）山を持つ町の課題だろ

うと思います÷どうやって「世界が認めた価値」を地域の誇りや

まちづくりにつ和げるか、それは広報が大きな課題になりま‘丸

それにしても「ラムサール条約」は一言で説明しずらく、わか

りずらいものだと思います。世界遺産や国宝、天然記念物な

どのように、冠そのものがその意味をイメージできるものと違

い、「ラムサール条約登録湿地」となると、改めての説明が要

ります。それが一般には馴染みにくいハードルになっているよ

うに感じますふ

いま私たちは、「ラムサール条約登録湿地」を別の言葉で表すと

「〇〇〇」というような、標語やミニ解説を学校や地域に呼び

かけて募集しようと計画をしています㌧登録から20年経った今

にして、あらためて「ラムサー）山を地域に浸透させるには、何

が必要かと考えているところで“丸その始まりは、「ラムサー）山

をわかりやすい言葉に変換する広報からで、丸

東与賀では、この干潟のラムサール登録に向かい「ぐるりんネッ

ト」の方々とともに行政の職員が力を尽くしていると聞きまし

た。ラムサール登録を単なる自然保護のだけではなく、町づくり

一つの手段として捉え、市民と行政がこれだけの関わりもって

進められているケースは、これからのラムサール登録を目指す

地域にとって、一つのモデルケ「スになるように思えました。
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荒屋干潟

「荒尾干潟を見て行こう。」同行の竹下さんは車を荒尾海岸の方

向に向けた。住宅地を過ぎると低い松並木。松並木のすぐそばに低

い堤防。それを越えるとすぐそこに潮が満ちた荒尾の海が広がって

いた。

「住宅街のすぐそばに海があるでしょう。漁師さんでなくても海が

身近な存在になりますよね」と竹下さんは言った。広い佐賀平野の向

こうに有明海がある佐賀と違う。

防波堤には「渡り鳥の休息地・荒尾海岸」の看板があった。日本

野鳥の会熊本県支部が設置した物。それには、シベリアからオース

トラリアは12，000km。鳥たちはここで休息し、次の渡りに備えてい

ます。

●散歩をする人は烏から十分距離をとっておとろかさない。

●鳥たちにえさを与えないでください。

●花火などによる騒音には気を付けましょう。

など「マナーを守りましょう」とある。荒尾干潟は、2012年7月3

日にラムサール条約湿地に登録された。南北9．1km、東西最大幅

3．2km、面積約1，656haと国内最大の単一干潟で羽田空港より広

い。

「佐賀の有明海と様子が違うでしょう。」竹下さんが言う。

そういえば海岸には白い砂、そして白い貝殻もある。有明海は、黒灰

色で粘土質の浜と思い込んでいる私は、有明海に白い砂浜があるこ

とに驚く。

ノリ養殖の支柱も見えるがその数は少ない。養殖場の規模は佐賀

ほど広くなく、奥行きもない。「支柱を建てる作業がまだ終わって短、

のかしら」と聞くと「支柱の立て込みは終わっています。佐賀ほど遠浅

でないので沖に支柱は立てられません。また栄養塩も少ないので大

規模な養殖には向かれ、でしょう」とのこと。

「それよりあれを見て」竹下さんの指差す方向を見ると、海岸近く

に農作業に使うようなテーラーやトラックがある。トラクターもある。駐

車場にも同じような車。あれで何をするのだろうか。

荒尾干潟は砂地なので干潟の上をこれらの車に乗って取った物

を運んだり、作業資材を海に運ぶなどの作業をするらしい。有明海に

車が出入りできるとは。作業のための海中道路を作っている佐賀とは

違う。有明海は、多様な姿を私に見せでくれる。

荒尾干潟を少し理解できたところで荒尾干潟保全・賢明利活用協

議会会長の矢野清治さんにお話を聞くために荒尾漁業協同組合へ

向かった。

荒尾漁業協同組合の入り口には、10月26日に行われる「第33回全

国豊かな海づくり大会～熊本～」の旗が立っている。大会は水俣

市で行われ、キャラクターは、ご存知「くまもん」。会議を終えた矢野

清治さんが、にこやかな顔で応接室に入ってきた。

荒尾の海で40年

荒尾漁業協同組合は、ノリ漁に13人、アサリ120人、エビで20隻

そして準会員をいれると930人の組合員がいる。

矢野浩治さんは昭和19年生まれの68歳。ノリとアサリ、車海老の

漁をしなから14年間漁協の組合長を務めている。

漁師は父親の代からでう人兄妹の真ん中の矢野さんは会社勤めを

20年していだが「父の跡は俺が継ぐ」と漁師になった。漁師歴40年。

何歳から海にと尋ねると、「気づいた時には父親と船にいた。会社勤

めをしていた頃も帰宅すると海に行き、近所の漁師さんからクルマエ

ビの取り方などを教わっていた。」

荒尾の海は、矢野さんにとって遊び場であり、夕食のおかずを取る

所、そしで今は働く場でもある。
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ラムサール条約登録

矢野さんは語る。昨年、荒尾干潟がラムサール条約湿原として登録

されたとのニュースを聞いた時は「ラムサール条約登録とはなんだ。」

と思ったのが正直な気持ち。ラムサール登録の話は市役所、野鳥の

会が中心になって進めていでとりわけ市長さんが熱心だった。野鳥

の会の人と特段お付き合いはなく、海で見かけでも「鳥の写真を撮っ

てるんだなあ」と思うくらいだった。なぜ登録しようとしているのか詳し

くは知らなかった。荒尾干潟に多くの鳥がいる景色は小さい頃から見

慣れたもので当たり前のこと。「登録された」と聞いてはじめで多く

の渡り鳥が来る荒尾の海は特別な場所なんだと認識した。多くの組合

員もそうだったと思う。

登録申請の前に公聴会が開かれたが、漁業に関する税制や制約

の話は出なかった。最近も新聞に出でいたが、カモがノリを食べると

言うことは知っていたのでカモが異常に増えた時のことだけは心配

だった。
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しかし、登録することについて組合の理事会と総会にかけだが、誰

「人反対する者はいなかった。おそらく、鳥たちは「ラムサール条約に

登録された」なんてことは知らん加少でこれまで通りの姿で荒尾の

海にやってくると思う。漁業もこれまで通りだろう。

海の変化

しかし、荒尾の海もこの40年間で姿を変えた。

昔はアサリも天然のクルマエビもたくさん取れていたが今は少なく

なった。アサリは徒歩取りでも取っていた。漁師になったころは、アサリ

は「浜売り」で浜に来ている仲買人にその場で売り、漁に適した大潮

前後の期間ごとに支払われる一潮払いでお金を受け取っていた。月に

15日くらいアサリを取っていたと思う。

他の有明海と違い荒尾は現在もアサリが一番取れる海。それは海

に流れ込む川がないので海の塩分が変わられ、ので安定してアサ

リが取れるという。

昨年（2012年）の熊本を襲った大雨の影響もなかった。それで

も、アサリの取れる量は年々減ってきている。そこで組合では家

で食べる自家消費の分は、取る日を月2回、1日3kgと決めてい

る。不思議なことにアサリは沖合で少なく、海岸近くの人工の石積み

や競馬場の護岸付近で立っていることが多い。なぜ沖合で取れか、

のか原因は分かってない。

昭和20年から30年頃は、天然のクルマエビを1日40kgくらい取っ

ていた。今は少なくなってきて稚魚を放流している。

今年はカニの巣穴から稚魚が湧くように出てきたので豊業を期

待している。以前は沖に放流をしていたが、放流した途端、鳥が群

がってさで稚魚が餌になってしまうので現在は海岸に近い所で放流

をしています。「餌がまかれたぞ」って思うんでしょうれ

4月から10月にかけて取れるマジャクを釣る名人がいますが、釣り

を終えて海を帰る道すがら、余った餌を一つずつポーンと後ろに投げ

でいくと、名人の後ろに烏たちの行列ができるそうで一丸

タイラギは全く駄目です。荒尾では潜水でも取っていましたが、ア

サリなどと同じように徒歩取りもしていました。

何とかしなくではと思い、漁協ではトラクターなどで海を耕して漁場

の改善をしていますが、それはどの効果は出ていれ、。先日の22号の

台風の被害がなく良かっだと思う反面、自然のカは大きいので波の力

で海を親しではしかったと言う気持ちもあります。トラクターで耕すの

とでは差は歴然としていますから。



ラムサール条約登録はスタート地点

おそらく多くの市民も荒尾の海が大切なそしで特別な海ということ

を、今回の登録で知ったと思いま「荒最近もこんなことがありました。

「犬と海岸を散歩していたら、石積みの所に自チドリの巣がいっはい

あるのを見つけた。」と組合に電話がかかってきました。これまで気に

も嘗めずにいた鳥たちの姿を市民が注目をする、気にかけだした表れ

だと思いました。

鳥たちに選ばれた餌が豊富な荒尾の海。何よりも渡りで羽を休める

ことができる安全な海。このことをもっと広報し、海をみんなで守って

いき、「ラムサール条約登録の荒尾の海で取れた海苔やクルマ海老」

として売っていきたい。

春には潮干狩り、マジャク釣り体験などの観光をしているが、このこ

とも登録と関連させて広報するなど、荒尾干潟保全・賢明利活用協

議会会長として、あらゆる分野の人たちと登録したことを活属して荒

尾市の活性化に努めたい。

10月20日には干潟のことを知ってもらうため、干潟に対する市民の

想いを表した市民出演による「荒尾干潟物語　～わたしたちの海・

地球の宝もの～」という創作ステージを予定している。

社会の変化とつながる海の変化

10月19日はノリの種付け日。以前は10月1日くらいが種付けの時期

だったが、温暖化の現在だんだん遅くなってきている。今年は気温が

高く、10月の中旬の今でも日中は30度近い日が続く。背振からの冷た

い風が吹き始めると水温が下がってノリが育つためにはちょうど良

い。気温が下がっても、水温が1℃下がるためには10日かかる。

組合長の仕事の合間をぬって、少しの風の具合を見逃さずに

ちょっと海に出てノリ漁の作業をする。北島が、佐賀のノリ漁の女性

たちから海に行くとき夫から「はよ、こんかい」って言われると「洗濯

物を干していでもすぐ事に乗った」海は「後からトラックで行くから」

というわけにはいかないからと聞いたことがある。「矢野さんもそうで

すか」と聞くと、「そうですぬ。潮や風は待ってくれんから。はま、行く

ぞっ！て言いますれ」と笑う。佐賀と違って荒尾の海は、ちょっとの問

に風が強くなり波が荒くなる。

今後はねえ。子とも達はみな会社勤めだから漁師は自分の代で終

わりだ。しかし、やりたいと言う若者がいたら、持っている機械や資材

も譲ってもいいと考えている。ノリは、そこそこまだ儲かるから若い人に

続けでほしい。最近組合にも若手の漁師が出てきた。技術も教えた

い。素人が一人で初めても、網を張って種付けなどはできるかもしれ

んが、綱の管理をすることはできか、と思う。

「そろそろ潮が引いてマジャク釣り名人が出てきていると思うので

海を見て帰らんですか」の言葉に送られて漁協を後にした。

荒尾の海は2時間前と違って潮が引いていた。残念ながらマジャク

釣り名人の姿はなかった。夕日で空が赤く染まってきた。

インタビューは、理事の北島悦子、竹下泰彦が2013年10月10日に行った。
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「有明海の今」ということで毎年、漁業に関することを中IMこ書

き続けて8年がたちました。これまで書いてきたことのほとんど

が、私たちにとって不都合、好ましくないことばかりでした。2013

年も貧酸素水塊が発生し、タイラギ漁も2年続きの休漁になりま

した。サルボウの生産も順調ではなく2000トン（推定）どまりで、

稚貝の販売も、ままならずでした。

今回は、私たちにとってプラス、良いこと、順調であることに目

を向けてノリ養殖と魚介類について述べてみたいと思いま一丸

まず＼ノリ養殖です。2013年の冬の場合、貝類の餌となる珪藻

類・ユーカンピアという大型珪藻がノリ養殖の終了する頃から増

えましたので、色落ちの程度が軽く、栄養塩の添加をせずにすみ

ました。ノリの生産があがったのちに珪藻が発生すると貝類の身

入りも良くなることになりますので、珪藻発生のタイミングがかみ

合えば両者にとって一番良いことになります，

毎年このようになってもらいたいものです。ノリ養殖に関して

は、図1のように生産枚数がこの10年間毎年約20億枚となって

いますので、地区により若干差がありますが、安定しているといえ

るでしょう。

次に魚介類の漁獲状況です吉卯川市にある筑後中部魚市場の

資料をみても、多くの魚種が漁獲量を減らしているのですが、ビゼ

ンクラゲガザミなどは増加しています：

ビゼンクラゲについては、図2に示すように、昨年くらいから漁

獲量が急増しました。2013年は大きい値になっていませんが

実際はたくさん漁獲があっていま克キログラムあたり200円で取

引ざれました。これには裏話があって中国の仲買人が直接、漁業

者から購入したために市場への出荷が減ってしまい、市場の資料

に表れていません。1980年頃も大量に漁獲されたのですが、数年

で取れなくなってしまいました。未成熟の小さいクラゲを短期間

でとってしまうものですから次世代に繋がらなかったのが原因と

考えられます÷今回の場合も同じと思いますが、獲り過ぎですの
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図1佐賀県有明海域の海苔生産状況
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で、きちんと管理していけば長期間にわたり安定した漁獲が見込

まれます。残念です‥

またガザミも全体量としては減っていますが、ここ数年は増加

傾向になって来ました。2013年では5月から10月にピーク（図3）と

なり、その時には1日1隻あたり40kgが漁獲されました。稚ガ二の

放流を有明海全体で数百万尾を実施していますので、放流が功を

奏しているのかもしれません。クルマエビの漁獲量が少ない状況

ですので、ガザ三がこれからの希望の星と言えま”丸

特筆すべきはマイワシです。10月上旬から1か月ほど島原沖合

で投網により漁獲ざれるマイワシが5年ぶりに好調で、1日1隻当た

り1トン程度漁獲ざれ、150円／kgで市場に出荷されました。

さて問題の底物で一丸こちらは有明海の主要漁業の対象種である

タイラギや、クチゾコなどは獲れないのですけど吊るして養殖で

きるカキは増産傾向で、大浦のカキ養殖では2013年の冬は50トン

も獲れています，また2012年頃から「岸寄りのカキ礁が生息域を

拡大している」と話題に上っています，さらにスミノエガキ・地カキ

（シカメ＋マガキ）の身入りが、20年ぶりに良く、2月にランタン祭

りで賑わう長崎中華街の料理に大量に使われたと聞きました。こ

のようにカキは、増加傾向にあり少しずつですが、漁業者の経営

を潤すようになって来ました。太良町のカキ焼き街道がもっと繁

盛すると良いですね。また12月から有明海漁協が「まえうみ」とい

う直営販売店を開店しましたが、そこでも大層売れて上々の評判

です。有明海のものは美味しいと皆さんご存じなので売るところ

と安さを売りにした店舗が繁盛するのでしょう。
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図2　ビゼンクラゲの漁獲量（筑後中部魚市場資料から）
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図3　ガザミの漁獲量（筑後中部魚市場資料から）
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タイラギやサルボウを食べるナルトビ工イについては、人間には忌

み嫌われた生きものですが、こちらは県・国の事業として2004年

頃から駆除されるようになって大型個体が減少し、全体の個体数

も減少しています‥1個体が1日で貝類を食べる量は体重の1割と

いわれていますので、年間にしたらたいそうな量で克しかし、ナ

ルトビ工イも暖海性の生物で環境が変化して有明海に入ってきた

わけですから、駆除して資源量を減らすことが、生態系を壊すと

いう観点からするとどうかなと考えさせられまも

さ・、：

図4－1　ムツゴロウ観点の地点別出現密度（1988年）
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図4－2　ムツゴロウ親魚の地点別出現密度（2012年）

さて、一番増えていると言えば、有明海の人気者、ひょうきんもの

のムツゴロウでしょう。当センターが岸寄りから観察するという方

法で干潟域のムツゴロウの生息状況を調べました。1988年の結果

を図4－1、2012年の結果を図4－2に示しました。

2012年の密度は、東部域（早津江Iiiから嘉瀬川i）で23．2尾／100ni

と最も高く、次いで西都城（鹿島市から多良川）で16．7尾／100r乱

六角川河口域と中部域（旧福富町から塩田Iii河口）でそれぞれ

11．3、10．0尾／100nlとほぼ同等であり、南部域（多良川以南）が5．7

尾／100nfと最も少ない状況でした。全80地点での平均密度は14．6

尾／100nfであり、1988年調査時の平均密度1．8尾／証の8．1倍へと

増えていました。また、みられない地点数も8地点と過去の調査よ

り減少し、みられる地点が増加しました。16年ぶりとなった今回

の調査で、多くの地点で密度が増加し、生息地点数も増加してい

たことが明らかとなりました。また2012年現在の資源量は、この

30数年の中では最も多く、これは保護策、漁業者数の減少による

漁獲圧減少等によるものと考えられます，ムツゴロウにとっての生

息環境も良くなっているのでしょう。

ムツゴロウに続いて、アゲマキの生息環境も良くなってくれると、沿岸域

の貝類は再び日の目をみられ、沿岸漁業者の生計を助けてくれると期待

されます，

アゲマキについては、今までもこのコーナーで取り上げてきましたが、こ

れからも種苗生産を完全な技術にして早く昔の生息状況に戻したいと

思っていま丸

いずれにしても水温が30年前と比べて1。Cほども上がり、貧酸

素水塊が毎年発生するような環境に有明海が変化しているわけ

ですから、当然、それに合わせたように生物相も変化します，そこ

で人間は自分が悪くした環境を元の良い環境に戻そうとするので

すが、環境は「そうは問屋が卸さない」と簡単には元の環境には

なりません。時間が必要です；

戻るまでのしばらくは、人間が変えた環境の中でしか、漁業は営

まれないと覚悟し対策を実行するしかないのではないでしょうか

最後に、今年も他にいろんなことがありましたので、表1に2013年

有明海の主な出来事をまとめてみました。

表12013年有明海の出来事

1月　珪藻アスデノオネラの6年連続の赤潮発生

2月　ユーカンピアの2年連続の赤潮発生

佐賀県の乾海苔の生産10年連続日本一

5月　サルボウ昨年の豊作で在庫が多く、安値不買

佐賀県で初のタイラギ垂下養殖試験を開始。

早い梅雨明け（九州・山口は平年よりも11日早い）

5月28日梅雨入り、7月8日梅雨明け

8月　暑い夏　高知県四万十市で最高気温41．0。Cを記録

ビゼンクラゲ大発生の連続

10月　5年ぶりマイワシ豊漁

12月　2年続きのタイラギ休漁

諌早湾干拓開門調査実施されず
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法人名「有明海ぐるりんネット」は、有明海沿岸域の市民団体をぐ

るっと繋ぎ＼人の交流を通して有明海の魅力を再発見しようとの

思いを込めて名付けたものです，鹿島ガダノンピックの実行委員

長を2度も務めた大隈さん、「柳Iii堀割物語」の主人公・広松伝氏

の流れを受け継ぐ「水の会」代表幹事の山口さん、東脊振の地域

おこしグループ代表の多良さんが、正会員として活動して戴いてい

る事で、少しだけ「ぐるりんネット」の思想は実現できてはいるの

ですが、活動の中心である月に1度の例会は、発足以来9年間、サ

ガテレビ4F会議室から一歩も外に出た事はありませんでした。例

会後の交流会で「今年は佐賀市を飛びだそう」と盛り上がり、鹿

島と東脊振で例会を開く事にしました。

4月13日土曜日、16時02分に鹿島駅に到着した列車から次々にぐ

るりんネット会員が降り立ちます，「やあ、やあ」と声を掛け合っ

て、まるで修学旅行気分で一丸普段より遥かに多い参加者‾氏皆さ

んが待ち望んでいた企画だったのだと理解できました。鹿島商工

会議所会議室で、土井敏行佐賀県議会議員から鹿島の歴史に登

場する偉人たちの話を聞き、それはそれで確かに感動したのです

が、いつもお世話になっている「七輪屋」での交流会の方が気に

なって、ちょっとだけ上の空になっていたかもしれません。

ぎゅうぎゅう詰めの店内は熱気に溢れ、あちこちで大声が飛び交

います，大隈さんが矢野酒造蔵元から運んでくる「蔵′山がなかな

か回ってきません。私も結構飲ませて貰いましたから、相当の酒

が追加されたんだろと思いま“丸会員の皆さん！「飲み過ぎです」

「騒ぎ過ぎです」でも本当に楽しい出張例会でした。

鹿島で味をしめて、7月に東脊振温泉山茶花の湯で第2回目の出張

例会を開催しました。五ケ山ダム建設で水没する古民家を移築し

た「小川内庵」で、会員の多良正裕さんから東脊振を中高、とした

神埼郡の歴史と多良さんたちの活動の報告を聞きました。丁度、

東脊振で合宿研修を行っていた佐賀大学の学生諸君と一緒に聞

いたのですか、多良さんの博識ぶりと地元愛にはただただ驚嘆す

るばかり、少しでも学生諸君が受け継いでくれたらなと思ったも

のです，交流会は館内の利休亭で一般のお客さんと一緒でしたの

で、前回のような大騒ぎにはなりませんでしたが、話に花が咲き、

予定していた温泉入浴までには至りませんでした。

2度の出張例会で、現場で話を聞く臨場感と、地元の食材を地元

の酒で戴く楽しさを発見してしまいました。こんな楽しい企画を

止める事はできません。2014年度は、柳Jli・大川と大牟田・荒尾

のZか所で例会を開催し、地元の方と交流しようと密かに企んで

いま‾丸法人発足9年目にしてやっと「ぐるりんネット」らしくなって

きました。
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2013毎度唐織会

4号13自任）76：75～

鹿島にて出張定例会：鹿島商工会議所

講師：土井敏行氏（佐賀県議会議員）
演題：鹿島の歴史と人物・交流会

5月76日（宋）

講師：古賀義治氏（窓の梅酒造社長）
演題：佐賀の酒について

テーマと鰭紡

70月70日（琉）

講師：鶴澤　護氏（佐賀市環境課）
演題：筑後川昇開橋について

6月6居（木）

講師：牛島洋太郎氏（サガン鳥栖運営会社前社長）

演題：フットボールシュ「ズ
エコ・リペアプロジェクト（FEP）12

乃73日（士）74：00～

吉野ヶ里にて出張定例会：山茶花の湯

講師：多良正裕氏（吉野ヶ里町議会議員）

演題：茶に関わる神埼の歴史・交流会

＆局8日（木）

講師：田中丸雅夫氏（佐賀玉屋代表取締役社長）
演題：玉ちかの戦略

9月4月aO

講師：粟島清司氏（東与賀まちづくり協議会事務局長）

演題：東与賀町での取組み状況

講師：竹下泰彦氏（佐賀市環境部長）

演題：東与賀シンポジウムについて

11万14月（末）

講師：竹下泰彦氏（佐賀市環境部長）

演題：佐賀市のバイオマス産業都市構想

腕白㈲
講師：li止義幸氏（NPO法人有明海再生機構顧問）

演題：有明海問題の現況：諌早干拓開門調査を受けて

7月9居（木）

講師：本間雄治氏（NPO法人大li床来塾理事）

演題：デ・レイケ導流堤をつくりたかったのは誰か
－佐賀財閥と大隈重信の隆一

2月6日（木）

講師：平尾　茂氏（佐賀市社会福祉協議会富士支所長）

演題：佐賀酒ものがたり（西日本新聞社刊）

3月6留（禾）

講師：渡遷啓一氏（佐賀大学農学部長）

演題：流れにまかせて一研究・教育・スポーツ・文化－
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有明海炊思う
糸総　一言了謙二 �∴．ふ∴∴∴∴∴ ���÷∴一∴∴一一：∴∴ ������繋蓬発禁」‾蕊嘉 

「、慕1－1、芯￥も　、雫、1、で　＼－－、 ����� �� � ��・ミニ善㌻竜一悠∴へえ・ 

繋 � �ホ喋遙逮三三「園淫楽浅案桑園浅丘一芸繋，繋議案 ��������� � �� � 

悠書等‾1－笑註雪 ∴∴∴〃事書露∴ ��一㌧∵∴ �鶉 嚢発議‾ � �＼i一 撃喜 � �≒ �、 　／’家 � �薫馨← � ��溢叢・一声宣誓「罵。イモ1・ 

輩 ∴ � � �� ��� � � � � �㌫二義懇轟箋 ���議幾轟1 � 二／圭1．惑 ��議、、 ��駁 ∴∴ � � � �護繋 ieiシー � � ��� � � 

∵∴∴ －∵∴ �∴生∴∴∴ 顕議襲譲曇繋 ��：蒜－、 � �責i撃薫i嚢 ∴∴∴∴∴ �� � ��整発露 � �∴一∴ 襲鬱蒸 �意、 �ー　／＼ �薫熊襲熟縫 目二一、享∴ �∴ ＼、二乗 �襲襲蒸発翳 一一・完ニ∴、一 字i三二∴ 

整讃議態議 �� ��� �� �� �、∴「∴、 �饗醤翠　饗讃議 ��� �鑑真酸墜墾 

戦後の有明海の変化
日本一の干満差を有する有明海。初めて訪れた人にこの有明海の

特徴を説明しても、どうも実感がわきづらいようです。

しかし、有明海に注ぐ筑後川などの河川の河口付近で大潮時の干

潮から満潮に向かう時に居合わせると、アマゾン川のポロロッカを彷

彿させる河川を逆流する姿を見ることができます。これを見ると多くの

方が感銘を受け有明海の大干満差を実感することができるようで－荒

もう一つ有明海の特徴と言えば広大な干潟です。この干潟は、あの

有名なムツゴロウだけでなく多様な生き物の棲家となっていますし、そ

れを求めで多くの水鳥が飛来してきま一丸

戦後の高度経済成長が続く中で陸域での人間の諸活動が長年

にわたって汚濁物の流入等を通して有明海へ負荷を与えてきました。

また生活の豊かさを求めて高潮堤防や筑後大堰、熊本新港等の建

設、諌早湾干拓事業などの大規模公共事業が行われました。独特の

生態系を有する生産性豊かな有明海でしたが、その様相が少しずつ

変わってきました。

これらの事業を通じで有明海の環境に何らかの形で影響を及ぼ

したという愚見があります。特に、あのギロチンと呼ばれる潮受け堤防

の工事映像が強烈でしたので諌早湾干拓事業が実施されてから有

明海環境が大きく変わってきたという現在の指摘に繋がりますそのほ

かにも、日本一のノリの生産場となった有明海ですが、ノリ養殖も人為

的なものとして広く言えば開発ということでしょうか、ノリ養殖の酸処理

が悪いという声も聞こえます。

いずれにしても、穏やかであった有明海に人間の手が入ってきたこと

により、有明海が変化しできたことは事実でしょう。
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有明海再生機構顧問
有明海ぐるりんネット理事

川上　善幸

有明海には管理者不在
有明海には管理者がいません。ですから、有明海を管理するため

に常日頃から流れや水質などの有明海の環境についての預杏がな

されできませんでしたので2000年の有明海異変が起きたとき、関

係者は何が原因でそうなったのか戸惑ったわけです。原因究明が求

められました。その当時までは十分な環境調査が行われでいません

でしたので中立的なデータに基づく科学的知見が示されか、中で

「公共事業による開発行為が悪い」となり、諌早湾干拓事業がやり

玉にあがりました。そのはかの公共事業による開発行為も問題視さ

れますが、諌早湾干拓事業ではあのギロチンが強烈な印象を与えま

したし、複式干拓という有明海でこれまでなされなかった干拓方式

ということで以前から調整池の水質問題が指摘されてきました。こ

の複式干拓とは、堤防を二重につくり堤防と堤防の内側を淡水の貯

水潮（調整池）とする大規模干拓方式でこれまでは単式干拓と呼ば

れるもので水面と干拓地を仕切る堤防が「本で内部がすべて干

拓地となる方法でした。

2000年の有明海異変に対する原因究明の公式見解が示され和、ま

ま、次第に有明海再生や原因究明のためなどに期待を膨らませだ‘潮

受け堤防排水門の開門調査”がクローズアップされていきました

司法での争い
2007年度に諌早澄子拓事業は完了しましたが、この事業が有明

海環競問題に及ぼす影響について司法の場で争われるようになり

ました。潮受け堤防排水門の開門が裁判で確定すると、これを巡っ

て佐賀、長崎両県の関係者間において対立の構図が出来でしま



い、今では司法の場で‘開門すべき、すべきで短、’’の関門実施の是非

だけが議論されるようになりました。そもそも有明海再生がこの地域の

目指すべき目標であり、そのための諌早湾干拓事業も含めた有明海環

境変化の原因究明だったはずで「㌔巨額の税金を使うわけですから、

開門の意義、日的、それを実現する開門方法などをしっかり議論し、開

門がその環競問題の解決にどのようにつながるのか、その見通しをあ

る程度持ち合わせることが必要で丸いま、開門の是非だけに関心が

いっている現状が心配で‾九

これまで有明海異変後に有明海再生につながることを期待して

いろいろな事業が実施されてきました。まずは、これらの総括が必要

で「丸うまくいったのか、いかなかったのか、これまで得られできた科学

的知見をもとに、これからの有明海再生に向けて残された課題として

何をしなければなられ、のか、開門に何を期待するのか、議論するこ

とはたくさんあります。開門を勝ち取る、させないということを争うので

はなく、開門は手段ですから開門をより有意義なものにする努力が必

要ですし、何よりも有明海再生に向けでの具体的な課題に取り組むこ

とが重要で一丸

有明海再生機構の役割
有明海再生機構は、2005年5月に設置され、有明海の調査研究に

ついてその成果を集約し、シンポジウム等を通じて有明海環境変化の

メカニズム、有明海再生方策等について解ってきた科学的知見を「有

明海再生機構の中間まとめ」という形で整理してきました。

また昨年の年末には関門問題をより良い方向に導くために、裁判だ

けに頼らずに関係者の話し合いで進めてはしいということで「“有明海

の未来，’に繋がる緊急提言」を出しました。この提言は、長崎、佐賀両

県や農林水産省、環境省、そして佐賀県議会にも提示しました。

開門問題や有明海再生には、これまでの調査研究から得られて

きた科学的知見は必要不可欠ですし、これからも未解明な事項の

調査研究は必要です。そしで話し合いのテーブルに着くための合

意形成や話し合いがより効果的な進展を見るためにも、関係者の主

張の論点整理が必要となってきま‾丸

有明海再生機構では、第三者機関としてできるだけ中立的な立

場でシンポジウム等を通じてこのことに対して必要な意見を申し上

げていきたいと考えていま‾丸

2014年3月22日には、「今こそ有明海の現状と未来を考えよう（第

3弾）」のテーマでシンポジウムを開催します。その成果はホームペー

ジ等に掲載しますのでご覧いただきたいと思います。有明海再生機

構としてば今後もいろいろな場を通じでこの有明海問題に関心を

よせていただけるような取り組みを行っていきます。ご支援のほとよ

ろしくお願い申し上げま「丸
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追悼菊池　恵美さん

文章中の肩書きは全て2014年2月当時のものです，

干潟に沈む夕陽をバックに、愛矯物のムツゴロウとシオマネキ。それにシ

ギ・チドリなど野鳥も加わり、干潟の上はまるでコンサート会場でお耳を澄ま

して聞くと有明海の交響詩が聞えて来ます。そして七色に変化するシテメンツ

ウが真っ赤に染まり訪れた人々を魅了しています。有明海は楽しく、知れば知

るほど魅力と感動に包まれます

佐賀県・福岡県“長崎県・熊本県に囲まれた有明海は、全国の干潟の約4

割に及ぶ広大な干潟が広がっています。

毎日変化し、色んな表情を見せてくれる有明海に「親しもう」「もっと知ろ

う」「もっと情報発信をしよう」と平成16年にNPO法人有明海ぐるりんネット

を立ち上げました。間もなく10年になろうとしています。

もっと身近に有明海を感じて頂くために、また私達が体感した有明海を

後世に伝えるためもロゴの制作に取り組みました。4県に囲まれた有明海と

愛されるムツゴロウを有明海ぐるりんネットが包み活動することを表現して
いますこ

この制作に当たっては、STSプロジェクトの協力により完成致しました。感

謝致しますこれからは、このロゴマークを先頭に有明海の魅力を発信続け

たいと思っています。

◎NPO法人有明海ぐるりんネット

有明海を楽しむ有明海を知る。
有明海を届ける。
●定例会
毎月第一木曜日18．00～19．30佐賀市城内サガテレビ大会議室

有明海に関係する講座とその後は懇親会

●組織
理　事　荒牧軍治　菊池恵美　北村和秀　河野眞佐徳

北島悦子　川上義幸　亀本昌子　京島清司
監　事　服部二朗

会　員　30名

●入会

TELO90－4774－6611E－mailaramakig＠b3・bunbun・ne・IP

●発行／NPO法人有明海ぐるりんネット
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