
ラムサール条約にはないこと

から、若者世代がオーストラ

リア等の締約国に働きかけ実

現させたものです。湿地と公

教育の決議案は、韓国・中国

からの提案です。

異色だったのは、ロシア侵攻に由

来するウクライナの条約湿地の損害

へのラムサール条約の対応に関する

決議案です。ウクライナの意見表明

を受け事務局長の強い示唆で決議案

とされ、異例の投票（50年の歴史で

3例目）に付され可決されました（日

本を含む50か国の賛成、7か国の反

対、47か国の棄権）。これらCOP14

での主要な決議はラムネットJにお

いて翻訳のうえウェブ上でご覧いた

だく予定です

●
サ
イ
ド
イ
ベ
ン
ト

本会議の間（昼休み、夕方等）に、

NGOや締約国がサイドイベントを

開催して湿地行政に働きかけようと

するのが慣例となっています。ラム

ネットJも他団体と協力して2つサ

イドイベントを開催しました。ひと

つは「田んぼの生物多様性」に関す

るもので、もうひとつは「水の自然

な流れ」に関するものです。後者は、

開発行政へのアンチテーゼとして

「水の自然な流れ」の重要性を訴え、

自然の水循環の中でその障害となる

人工的構造物を極力造らないこと、

あるいは取り除くことを提唱するも

のです。ラムネットJが主唱した
IUCN世界自然保護会議2020

の決議17（http://www.ramnet-j.
org/2021/05/report/4994.html）

につき、IUCN発表者から改めて

その意義を指摘いただきました。ま

た、「水の自然な流れ」をもその内

容とする“湿地の権利に関する世界

宣言”（UniversalDeclarationof
theRightsofWetlands）が討論

部分で紹介されました。湿地の権利

宣言は、次回COPで決議としての

採択を目指しています。これは「水

の自然な流れ」の理論的支柱ともな

りうるもので、今後さらに勉強し、

紹介していきます。

●
ユ
ー
ス

IUCN日本委員会の支援を受け、

ユースとして会議に参加した平野叶

大君と加々
美薫君は、若者世代と条

約とのかかわりについて、新鮮な視

点を提供してくれました。彼らのよ

うな若い世代にCOPへの参加を通

じて国際環境条約の現場を体感して

もらったことがまずは大きな成果だ

と思います。そして、関心を持つ日

本の若い世代にそのことを伝え、ま

た、世界の若い世代との間で環境保

全のため意見交換し、湿地保全の力

となってもらうことをひそかに期待
しております。

●
N
G
O
会
議
、
W
W
N

ラムネットJは、WWN（World
WetlandNetwork

）の一員として、

会議期間を通してNGO間で情報を

交換し、また、会議に向けての情報

の発信に努めてきました。毎朝定例

のNGOミーティングでは有益なサ

イドイベントや、決議案の議論の勘

どころなど、有意義な情報交換がで

きました。今回は議長国の意向もあ

り、NGOとしてオープニングステ

ートメント表明は見送りました。し

かし、地道なネゴシエーションの結

果、WWNとしてクロージングステ

ートメントを本会議で発表し、条約

会議が市民社会や若者と連携強化す

るための具体例を示しました。

●
そ
の
他

ラムネットJの展示ブースは、会

議期間の始めから終わりまで、大に

ぎわいでした。資料を託していただ

いた皆さまによる日本の湿地での取

り組みは、世界の多くの人に伝わっ

たと思います。また、会議期間中に

隣町グランまでIUCN本部を表敬

訪問したメンバーもいて、IUCN

担当者と有意義な面談ができたよう

です。その他、今回のCOP参加を

通じて私自身も今後のラムネットJ

の活動につき多くの示唆を得ました。

最後となりましたが、私たちの

COP14への参加を支えていただい

た、経団連自然保護基金、地球環境

基金そしてクラウドファンディング

に応じていただいた多くの方々
に感

謝いたします。

ラムサール条約第14回締約国会議

（COP14）が、2022年11月5

日から13日までの間、主としてジュ

ネーブで開催されました。「主として」

というのは、当初の2021年に中

国・武漢での開催予定がコロナ禍の

ため変更され、主催（と開会式）は

中国のまま会議本体はスイス・ジュ

ネーブで行われたからです。

ラムネットJから7名、ラムネ

ットJがメンターを引き受けたユ

ース2名の合計9名で参加しまし

た。会議の全体な印象としては、ほ

ぼ同時に行われた気候変動枠組条約

（COP27）や、年末に行われる生

物多様性条約（COP15）との連携

が強く意識されたCOPでした。

●
決
議

本会議では、2025年からの第

5次戦略計画骨子に関係する決議案、

条約への若者世代の参加を促進・支

援する決議案、公教育に湿地を学ぶ

カリキュラムを推奨する決議案、気

候や生物多様性危機に対し湿地を

「自然を活用した解決策」と位置付

ける決議案、など

が議論のうえ順次

採択されました。

若者参加の決議案

は、他の環境関係

条約（生物多様性

条約など）では若

者参加を支援する

仕組みがあるのに
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WWNによるクロージングステートメント
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おかげでいくつかの種は一旦日本

への渡りが途絶えてしまった後に、

再び日本への渡りを復活し始めま

した。彼の最近の研究は、東アジア・

オーストラリア地域・フライウェ

イ沿いの保全活動に焦点を当てて

います。
さらに、呉地氏は、湿地での持

続可能な農業との共生に貢献した

ことで称賛されています。彼は、

2008年に韓国の昌チャンウォン原で開催さ

れた第10回ラムサール条約締約国

会議で決議X.31「湿地システム

としての水田の生物多様性の向上」

の採択において、起草グループの

主要メンバーの一人として尽力し

ました。
この決議は、水田を重要な湿地

生態系として認識し、農業の実践

を通じて、生物多様性保全の主流

化に貢献しています。

呉地氏はまた、水田、特に北日

本のラムサール条約湿地である蕪

栗沼・周辺水田において、水田の

生物多様性の向上に向けた献身的

な努力を通じて、決議X.31の実

施を支援してきました。

募したところ、ラムネットJの

派遣メンバーにご一緒させてい

ただき、メンティーとして学ぶ

機会をいただいた次第です。

現地参加させていただいたと

ころ、多様な刺激を吸収できま

した。やはりというか、当然という

か、会場にいるほとんどの方は

英語で意思疎通のとれる方たち

でした。
これは日本に帰ってから気づ

いたことなのですが、「慣れない」

や「話せない」を理由にして各国、

各地域の事例や個人の意見を交

換しないとなると、現地に行っ

た意味がなかなか見いだせなく

なってしまう、と思いました。

また、条約におけるすべての

側面（例えば湿地の保全活動を

行う人や、学者、専門家など）

での若者世代の参加が議題にも

あるくらい課題となっています

が、会場では若者と話す機会は

ほぼゼロでした。若者世代の新

規参入が課題として

浮き彫りになってい

るのに、なぜ若者か

らの注目を意識しな

いで事が進んでしま

っているのかが矛盾

していると感じ、疑

問として強く残りま

した。

今回はラムサール賞

の中で最もラムサール

らしい、ワイズユース

（賢明な利用）賞を頂

くことができ、大変う

れしく、また驚きました。その一

方で、これまでのラムネットJと

しての活動が国際的に高く評価さ

れたことに対して、とても誇らし

く、皆さんとともにこの喜びを分

かち合いたいと思います。またこ

の過程で多くの方の水面下でのご

尽力がありました。以下に受賞に

ついての評価の要約を掲載し、こ

れらの皆さんに深く感謝したいと

思います。
【受賞評価の要約】ラムサール

賞〔ワイズユース（湿地の賢明な

利用）部門〕は、湿地の長期的か

つ持続可能な利用に大きく貢献し

たことを表彰するものです。

ラムネットJ理事の呉地正行氏

は、アジア・オーストラリア地域

間の渡り経路と渡り鳥の保護に長

期的に取り組み、絶滅危惧種の鳥

類の回復に貢献したことが評価さ

れています。

呉地氏は、40年以上にわたり湿

地に生息・繁殖する渡り鳥の保護

支援に取り組んできました。米国

とロシアの研究者と協力して、彼

は複数の絶滅危惧種の鳥類の復元

を支援してきました。彼の努力の

みなさんこんにちは。2022

年11月、中国の武漢とスイスの

ジュネーブで開催されましたラ

ムサール条約第14回締約国会議

（COP14）のジュネーブに現

地参加させていただきました、

大同大学工学部建築学科土木・

環境専攻2年の加々
美薫と申し

ます。参加に至った経緯といたしま

しては、国際自然保護連合の日

本委員会が行っている「国際体験

継承事業」に応募したためです。

湿地は「生き物のゆりかご」

と呼ばれるくらいに生き物が豊

富に生息している環境です。ま

た、私の地元が名古屋のため、

藤前干潟という貴重なラムサー

ル条約湿地もありました。です

が、生物多様性について勉強す

る中で、国際的な湿地に対する

保全の取り組みや、ラムサール

条約関連の若者世代の動きをほ

とんど知りませんでした。

そこで当事業にめぐりあい応

2022年11月5〜13日に、ラ

ムサール条約第14回締約国会議

（COP14）が開催されました。

主催国は中国でしたが、コロナ政

策の影響でオンライン（中国本国）

と対面（ジュネーブ）を併用し、

実質的な会議は条約事務局がある

スイス・ジュネーブの国際会議場

（CICG）で対面で行われました。

私は釧路でのCOP5以降毎回参

加してきましたが、今回はラムサ

ール賞の授賞式参加という記憶に

残る会議となりました。

ラムサール賞はCOP6（1996

年）で誕生した、世界の湿地の保

全や賢明な利用に貢献した個人、

組織、政府の功績を称える賞です。

COP7（1999年）から、ほ

ぼ3年ごとに行われるCOPの時

に授賞式が行われ、今回が8回目。

日本人はこれまでに中村玲子、辻

井達一のお二人が受賞しています。

この授賞式は、

会議の中で最も

目を引くイベン

トなので必ず参

加し、世界には

すごい人がいる

ものだと感動し

ながら、会場か

ら壇上の受賞者

を見上げていま

した。

生物多様性わかものネットワーク　加々
美薫

ラムネットJ理事　呉地正行
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ラムサール賞授賞式でのスピーチ

今回ラムサール賞を受賞した 5名

ラムサール賞のトロフィーと賞状

メンティーとしてラムネットJに同行した平野叶大さん（左）と私

各国の参加者との交流

ラムサール条約第14回締約国会議に参加して

ラムサール賞ワイズユース部門を

受賞しました
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屋久島は、九州の最南端から60

南にある周囲約132
、面積約

5万
の島です。屋久島永田浜は、

屋久島北西部の「前浜」「いなか

浜」および「四ツ瀬浜」の総称です。

花かこう崗岩が風化した砂からなり、屋

久島では数少ない砂浜の一つです。

この浜には、毎年4月下旬から

8月上旬にかけて多くのウミガメ

が産卵のために上陸し、7月上旬

から9月下旬にかけて、ふ化した

子ガメが海に帰っていきます。ア

カウミガメの上陸数においては、

日本全体の約30〜40％を占めてお

り、北太平洋最大のアカウミガメ

の産卵地となっています。このた

め、ウミガメの保護上、非常に

重要な場所として、2002年

に霧島屋久国立公園に指定され、

2005年にラムサール条約湿地

に登録されています。

しかしながら、日本の砂浜に上

陸しているアカ

ウミガメは減少

しており、近い

将来絶滅の恐れ

があるといわれ

ています。その

原因として、産卵前のウミガメは

とても警戒心が強く、騒音や人工

的な光を嫌うため、海辺に建設さ

れたホテルや車のライトなどで砂

浜が明るく照らされていると、上

陸をやめてしまいます。さらに、

浜に人影があったり騒いだりする

と、産卵をやめてしまうこともあ

ります。また、浜への見学者が増

加したために、大勢の人に巣穴の

上を踏み固められて、孵ふ
か化前の子

ガメや脱出前の子ガメが、砂の中

から出ることができずに死んでし

まっているケースもあります。

ウミガメの減少に歯止めをかけ

るべく、地元住民や関係機関が連

携して、ウミガメの保護に力を入

れています。一例として、道路から

の光を遮光するために、松等の植

林を行う活動、産卵巣が踏まれな

いように保護ロープを浜の上部に

設置する活動、波打ち際や人の出

入りが多い場所の卵を危険の少な

い場所へ移植する活動、ウミガメ

の種類や甲長甲幅を計測し個体識

別を行う調査活動など、さまざま

な保護保全活動を実施しています。

今年度永田浜において、ウミガ

メの観察会を再開する予定として

います。屋久島へ来られた際には、

ぜひ参加していただき、ウミガメ

を通して、環境保全活動の大切さ

を学んでほしいと思います。

屋久島永田浜（鹿児島県）

屋久島町観光まちづくり課　佐々
航平

種子島

鹿児島市

屋久島
永田浜

保護ロープの設置作業

永田浜（いなか浜）

海に戻っていくウミガメ

農業を、これまで以上に推進す

るため、国の進める「みどりの

食料システム戦略」を踏まえ、

オーガニック農業への転換を目

標に掲げています。多様な主体

との連携により、琵琶湖を「守

り、活かし、支える」取り組み

を推進し、SDGsの目標達成

に向け、人と人との絆を大切に

した営み、魅力あふれる琵琶湖

と共に育まれた農林水産業「琵

琶湖システム」を世界へと発信

していきたいと考えています。

私は、昨年4月から東京日本

橋にある首都圏発信拠点「ここ

滋賀」の所長として勤務してい

ますが、この世界に誇るべき「琵

琶湖システム」の魅力と価値を

もっと知っていただき、生産者

だけでなく、それを支える消費

者の皆さんや企業、また次世代

を担う子どもたち、多様な皆さ

まと共に、持続可能なものとし

て、地域活性化につなげていき

たいと思っています。これから

も、皆さまのご支援をお願いし

たいと存じます。ぜひ、また琵琶

湖のある滋賀へお越しください。

する「魚のゆりかご水田」、ま

た水田で取れた米と水田に遡上

してきたニゴロブナを漬け込む

フナズシなどの食文化が人と人

の絆の醸成や祭礼とも深くつな

がってきました。古文書に裏付

けられたそれらに加え、琵琶湖

の環境や生きものを守り、日本

一の取り組み面積を誇る「環境

こだわり農業（減農薬・減化学

肥料農業）」や企業やNPOな

どと共に育む水源林保全など、

滋賀の風土と歴史の中で生み出

されてきた琵琶湖と共生する農

林水産業が「琵琶湖システム」

として「世界農業遺産」に認め

られました。

琵琶湖システムの構成要素の

ひとつである「魚のゆりかご水

田」は、圃ほじょう場整備などの近代化

により、自然に魚が遡上しづら

くなった排水路に農家だけでな

く、地域住民、企業や学生など

と連携して魚道を設置し、昔な

がらの水田環境を再生し、湖魚

の生息環境を支える仕組みです。

この水田では、生物多様性保全

効果に加えて、子どもたちへの

環境学習効果、生き物がにぎわ

うブランド米や6次産業化への

進展など、近江商人の心得であ

る「三方よし」になぞらえて、

このプロジェクトの意義を「五

方よし」と言い、地域活性化の

起爆剤としてPRしてきました。

琵琶湖という京阪神1450万

人の水源として、生命を預かる

本地域では、さらに、琵琶湖の

水質や環境保全など持続可能な

皆さんは、「世界農業遺産」を

ご存知ですか？

「世界農業遺産」とは、世界的

に重要かつ伝統的な農林水産業

を営む地域を国連食糧農業機関

（FAO）が認定する制度です。

これまでの認定数は（2022

年11月現在）世界23か国72地域。

昨年2022年7月に琵琶湖と

共生する農林水産業である「琵

琶湖システム」が世界農業遺産

として認定され、日本では13地

域が認定されています。

「琵琶湖システム」のある滋

賀県琵琶湖地域は、1000m

級の山々
に囲まれ、その山々
が

水源となり、大小約460本あ

まりの河川が琵琶湖のまわりに

ある水田を通って琵琶湖に流入

する、そんな森・里・湖うみに育ま

れる地域です。琵琶湖地域では、

こうした地理的条件のもとで、

1000年以上、中世時代の昔

から、資源保全の考え方で行わ

れてきた琵琶湖の伝統漁業であ

る「エリ漁」や、琵琶湖固有種

のニゴロブナなどの湖魚が琵琶

湖と水田を行き来し産卵・繁殖

滋賀県琵琶湖地域の「世界農業遺産認定」について
森・里・湖うみの循環「琵琶湖システム」� 滋賀県「ここ滋賀」所長　青田朋恵

「魚のゆりかご水田」生きもの観察会

琵琶湖のエリ漁

琵琶湖と周辺の水田



ラムサール・ネットワーク日本（ラムネットJ）の活動は、会員の皆様からの会費や、
カンパ、助成金などでまかなっています。ぜひ、ラムネットJのサポーター（一般賛助
会員）になって会の活動を支援してください。もっと積極的に湿地保護にかかわりたい
方は、会の運営や活動を担う一般正会員としての入会をお待ちしています。そのほか、
団体や企業としての入会も可能です。詳しくは事務局までお問い合わせください。

会員の特典
機関誌「ラムネットＪニュースレター」を送付するほか、会員限定のメーリングリスト
に参加できます。ラムネットJが主催する催しの参加費が割引になる場合もあります。

入会申込方法
●郵便振替　郵便振替用紙（払込取扱票）の通信欄に、ご希望の会員種別、お名前、住
所、電話番号、Eメールアドレスをご記入の上、年会費をお振り込みください。一般銀
行から振り込む場合は（払込取扱票への記入ができませんので）振り込み後に上記の申
込事項をEメール、FAX、郵便等で右記の事務局までお知らせください。
●ウェブサイト　一般賛助会員、一般正会員については、ウェブサイトからオンライン
での入会も可能です。http://www.ramnet-j.org/join/にアクセスし、「入会申込フォー
ム」に記入して送信してください。年会費は郵便振替でご送金いただくか、ペイパルを
使ってオンラインで決済することも可能です（クレジットカードも使用できます）。

振　込　先
ゆうちょ銀行　 振替口座 00140-0-765702　ラムサール・ネットワーク日本

（一般銀行から） ゆうちょ銀行　〇一九（ゼロイチキュウ）店 
 　当座預金 0765702　ラムサール　ネットワークニホン

会員
種別

正会員 賛助会員

総会での議決権が
あります

総会での議決権が
ありません

一　般 1口 5,000円 1口 2,000円

団　体 1口 10,000円 1口 10,000円

特　別 50,000円 以上 30,000円 以上

企　業 − 1口 100,000円

ラムサール・ネットワーク日本  会員募集 !!
会員種別と入会申込金（年会費）

年会費（入会金）
年会費は毎年4月から翌年3月までの1年分です。
入会初年度は、年度途中の入会でも入会金として
1年分の会費をいただきます。2〜3月に入会の場
合、初年度の年会費（入会金）は無料となり、4
月からの次年度の年会費としていただきます。

事　務　局
NPO法人 ラムサール・ネットワーク日本
〒110-0016  東京都台東区台東1−12−11
青木ビル3F　TEL/FAX 03-3834-6566
Eメール info ramnet-j.org
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ラムサール条約COP14のご報告

●
農
業
「
基
本
法
」
改
正
と
〝
多
面
的
機

能
〞
を
考
え
る
集
い　
ラムネットJも

参加する「生物多様性と農業政策研

究会」主催のイベントが、1月21日

（土）午前11時から法政大学市ケ谷

谷キャンパスで開催されます。農林

水産省は「食料・農業・農村基本法」

の改正作業を進めていますが、同法

の理念のひとつ「多面的機能の発揮」

の側面から農業環境政策について考

えます。参加申し込みは左のQRコ

ードから。詳しくは、ラムネットJ

田んぼ2030プロジェ

クトのウェブサイトをご

覧ください。
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

　前 2 国際会議条約COP14 生物多様性条約COP15 参加付 願 決268 117 325 000 合計593 117 協力 目標 52万 達成
　 条約COP14 今報 記事 掲載

●
辺
野
古
新
基
地
建
設
の
断
念
を
求
め
る

国
会
請
願
署
名　
辺野古新基地を造ら

せないオール沖縄会議では、辺野古

新基地建設の断念を求める国会請願

署名と、岸田首相などを宛先にした

オンライン署名を実施しています

（2つの署名は重複可）。締切は3月

17日（金）。国会請願署名はオール

沖縄会議のウェブサイト（https://
all-okinawa.jp/）からダウンロー

ドした署名用紙に自筆で記入して

送付してください。オンライン署名

は同ウェブサイトから署名サイト

「Change.org

」へのリンクがあり

ます。また、請願署名支援集会が1

月27日（金）18時から東京の日比谷

野外音楽堂で開催されます。集会終

了後、銀座へのデモ行進も行います。

　「グリーンウェイブ」は生物多様性条約事務局の呼びかけによってはじ
まった生物多様性を向上させる国際的なキャンペーンです。この取り組み
をあらゆる湿地で拡げるために、ラムネットJでは毎年5月22日の「国際
生物多様性の日」を中心に、「湿地のグリーンウェイブ」として独自に参
加団体を募っています。5〜7月に湿地の保全や賢明な利用を目的に実施
される多様な活動を、「湿地のグリーンウェイブ」にぜひ登録してください。
　湿地のグリーンウェイブでは、参加団体の情報を掲載したリーフレット
を3月下旬に発行します。各団体の具体的なイベント情報はウェブサイト
に掲載します。詳細は下記ウェブサイトをご覧ください。
●�申込方法：「参加団体募集」のページ（http://www.ramnet-j.org/gw/
boshu.html）をご参照のうえ、参加申込書をダウンロードしてメール
でお送りいただくか、ウェブのフォームからお申し込みください。
●リーフレット掲載のための登録締切：2023年2月28日（火）
●申込先・お問い合わせ：ラムネットJ事務局
　担当者宛Eメール��gw ramnet-j.org
●�詳しくは湿地のグリーンウェイブのウェブサイト
　（http://www.ramnet-j.org/gw/）をご覧ください。

湿地のグリーンウェイブ2023 参加団体募集

　ラムネットJでは韓国湿地NGOネットワーク（KWNN）と共催で、毎年、日韓NGO湿地フォーラムを日本または韓国で開催しています。第17回のフォーラムは下記の通り対馬で開催します。今回は日韓のコウノトリに関する交流を続けている日本コウノトリの会との共同開催となります。当日は会場からのオンライン配信も行います。ぜひご参加ください。
●日時：2023年3月25日（土）15：00 〜 18：00●場所：長崎県対馬市上県地区公民館／ Zoomによるオンライン配信●参加申込方法：以下のウェブフォームからお申し込みください。　　　　https://forms.gle/cfQS2P2ZDv9DHfCi8●お問い合わせ：ラムネットJ事務局��Eメール�info ramnet-j.org●�詳しいご案内は1月下旬にラムネットJのウェブサイトに掲載します。

第17回 日韓NGO湿地フォーラム
  with 日本コウノトリの会

国際会議参加のためのご寄付、目標額達成！
　ご協力ありがとうございました！


