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２０１７年度 事業報告 
（2017 年 4 月 1 日から 2018 年 3 月 31 日まで） 

特定非営利活動法人	 ラムサール･ネットワーク日本

１	 会員数の状況（２０１８年３月３１日現在、カッコ内は前年度）	

一般正会員（１口５千円）	 	 	 	 	 １１０（１０７）	

団体正会員（１口１万円）	 	 ２２	 （２１）

特別正会員（５万円以上）	 	 ５	 	 （５）	

一般賛助会員（１口２千円）	 	 	 	 ９７	 （９６）

団体賛助会員（１口１万円）	 ２	 	 （１）	

特別賛助会員（３万円以上）	 １	 	 （１）	

企業賛助会員（１口１０万円） ０	 	 （１）	

２	 会議の開催の状況	

２０１７年	

５月２７日	 理事会（東京・台東区いきいきプラザ）	

６月１７日	 理事会（小田原市	 梅の里センター）	

６月１７日	 	 総会	 （同上）	 	

２０１８年	

３月３１日	 理事会（東京・台東区いきいきプラザ）	

３	 事業の実施の状況	

（１）調査研究事業

２０１７年

４月９日	 シギ・チドリ部会会合（福岡市）

６月２日	 シギ・チドリ部会会合（福岡市）

７月８日	 	 吉野川フォーラム

７月２３日	 シギ・チドリ部会会合（福岡市）

９月２０日	 シギ・チドリ部会会合（福岡市）

１２月４日	 ＥＡＡＦＰ（東アジア・オーストラリア地域フライウェイパートナーシップ

国内連絡会（呉地・柏木・金井参加）

１２月９～１０日	 モニタリングサイト 1000検討会・交流会（広島市）（柏木参加）	

２０１８年	

３月１１～１８日	 渡りの点と線をつなぐ地域フォーラム（博多・中津・八代・東与賀）	

（２）保全再生事業

２０１７年

４月１７日	 第５６回水田決議円卓会議準備会開催	

５月２５日	 第５７回水田決議円卓会議準備会開催	

７月２４日	 第５８回水田決議円卓会議準備会開催	

８月３０日	 第５９回水田決議円卓会議準備会開催	
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１０月２３日	 第６０回水田決議円卓会議準備会開催	

１１月７日	 	 アジア湿地シンポジウム２０１７に向けた日韓ＮＧＯからの提言公表

１２月２０日	 第６１回水田決議円卓会議準備会開催	

２０１８年	

２月１４日	 第６２回水田決議円卓会議準備会開催	

３月２２日	 	 第６３回水田決議円卓会議準備会開催	

（３）普及啓発事業

２０１７年

５月２２日を中心とする４～６月	 湿地のグリーンウェイブ	

６月１８日	 田んぼの生物多様性向上１０年プロジェクト地域交流会（小田原市）	

８月２０日	 田んぼの生物多様性向上１０年プロジェクト全国集会（秋葉原）	

１１月７～１０日	 アジア湿地シンポジウム（佐賀市）	

１１月９日	 	 シンポジウム「諫早湾干拓がもたらした有明海漁業の衰退」

	 	 （有明海漁民・市民ネットワーク、諫早湾開門研究者会議）後援（佐賀市）	

１１月２５、２６日	 田んぼの生物多様性向上１０年プロジェクト地域交流会	in 河北潟	

２０１８年	 	

２月２日	 	 	 世界湿地の日記念シンポジウム「都市の湿地を守ろう」（ＷＩＪ）共催	

	 	 （東京・国連大学）	

２月１７日	 	 にじゅうまるＣＯＰ３	 ラムネット分科会	

２月１７日	 	 海の生き物を守るフォーラム２０１８／海の自然をどう守るか〜取り組みと	

成果〜（海の生き物を守る会）共催（東京・環境情報センター）	

（４）国際協力事業

２０１７年

４月５日	 	 ＷＷＮスカイプ会議（マネジメント委員会、柏木参加以下同じ）	

５月１９日	 ＷＷＮスカイプ会議（マネジメント委員会）	

６月２６日	 第１２回日韓ＮＧＯ湿地フォーラム打合せ（秋葉原）	

７月１３日	 ＷＷＮスカイプ会議（マネジメント委員会）	

８月２４日	 ＷＷＮスカイプ会議（マネジメント委員会）	

９月２３～２５日	 第１２回日韓ＮＧＯ湿地フォーラム・国際湿地ＮＧＯワークショップ	

（韓国・プサン市）	

１０月５日	 	 ＷＷＮスカイプ会議（マネジメント委員会）	

１１月２３日	 ＷＷＮスカイプ会議（マネジメント委員会）	

１１月２３日	 ＷＷＮスカイプ会議（アジア地域代表会議、柏木・永井参加以下同じ）	

２０１８年	

１月１０日	 ＷＷＮスカイプ会議（マネジメント委員会）	

２月３日	 	 決議集翻訳プロジェクト会議	

２月７日	 	 	 ＷＷＮスカイプ会議（マネジメント委員会）	

２月１５日	 ＷＷＮスカイプ会議（アジア地域代表会議）	
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２月２６日～３月２日	 ラムサール条約プレＣＯＰ１３アジア地域会合	

（スリランカ・チラウ、呉地・柏木・永井・丸山参加）

３月７日	 	 	 ＷＷＮスカイプ会議（マネジメント委員会）	

３月２１日	 ＷＷＮスカイプ会議（アジア地域代表会議）	

３月３１日	 決議集翻訳プロジェクト会議	

（５）ネットワーク推進事業

２０１７年

４月５日	 ラムネットＪニュースレター第２７号発行

７月２０日	 ラムネットＪニュースレター第２８号発行

１０月１２日	 田んぼ１０年だより第１０号発行	

１０月２０日	 ラムネットＪニュースレター第２９号発行

２０１８年	

１月１０日	 ラムネットＪニュースレター第３０号発行

２月１０日	 田んぼ１０年だより第１１号発行	

３月１６日	 田んぼ１０年だより第１２号発行	

４	 助成金・受託事業の状況	

（１）地球環境基金	 	 田んぼの生物多様性向上１０年プロジェクト	

２０１７年４月～２０１８年３月	 	 	 		 	 	 ４，３００，０００円	

（２）経団連自然保護基金	 	 シギチ・ヘラシギプロジェクト

２０１７年４月～２０１８年３月	 １，０００，０００円	

５	 共催、後援したイベント等	

２０１７年	

７月８日	 	 吉野川河口「今」「明日」を考えるフォーラム（徳島市）後援	

１１月９日	 	 シンポジウム「諫早湾干拓がもたらした有明海漁業の衰退」

（有明海漁民・市民ネットワーク、諫早湾開門研究者会議）後援（佐賀市）	

	 	 ２０１８年

２月２日	 	 	 世界湿地の日記念シンポジウム「都市の湿地を守ろう」（ＷＩＪ）共催	

	 （東京・国連大学）	

２月１７日	 	 海の生き物を守るフォーラム２０１８／海の自然をどう守るか〜取り組みと

成果〜（海の生き物を守る会）共催（東京・環境情報センター）

２月１７日	 	 田んぼの生きもの調査研修会とシンポジウム（NPO田んぼ）後援 
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2017 年度事業報告（プロジェクト別） 

（1）調査研究事業

●シギ・チドリ部会

2017 年度は経団連自然保護基金助成による、ヘラシギおよびシギ・チドリ類とその生息地保全のため

の国内関係者の連携と啓発のためのプロジェクトの 2年目であった。九州有明海の 3つのラムサール条

約湿地の内、昨年の荒尾干潟に続き、今年度は東よか干潟を持つ佐賀市で開かれたアジア湿地シンポジ

ウム 2017（AWS2017）に参加した。部会としてのポスター発表と共催でサイドイベントにおいて、諫早

干拓など開発とシギ・チドリ類個体数・生息地への影響を考えた。3月には Shorebird	Stepping	Stones

とも協力してヘラシギの繁殖地からロシアの研究者を招き九州 4か所の生息地でシギ・チドリ類、ヘラ

シギの現状の危機について発表を受けた。

●東アジア・オーストラリア地域フライウェイパートナーシップ（EAAFP）

下記の吉野川河口に関するシンポジウムに EAAFP 事務局長の参加を得て、最初のフライウェイサイト

である吉野川河口の重要性を行政とともに確認することができ、国内のフライウェイサイトのつながり

にも貢献することができた。2017年度はパートナー会議がなかったため、国内連絡会のみの会合であっ

た。11 月の AWS2017 サイドイベントは、EAAFP、バードライフインターナショナル東京と共催して、開

発による生息地への影響と、アジアの生息地へのメッセージを伝えた。	

●モニタリングサイト 1000（MS1000）

2017 年度のシギ・チドリ類調査検討会・交流会は広島市で行われた。調査に関する検討会と同時に、

主に瀬戸内海でシギ・チドリ類のモニタリングと保全のための活動の発表が活発に行なわれた。AWS2017

のポスター発表、サイドイベントにおいては、バードリサーチと協力し、MS1000 のデータも組みこんだ

分析を行った。	

（2）保全・再生事業

●沖縄の生物多様性

1）泡瀬干潟では、埋め立て工事着工以来、干潟の劣化（サンゴの被度の低下、海草の消失など）が顕著

であるが、一昨年はカゴメノリの大量発生、昨年と今年はホソエダアオノリの大量発生が起きて貝類

や甲殻類への被害が生じている。今年 3月に沖縄県県港湾課、自然保護課、内閣府沖縄総合事務局に

要請を行ったが、対応するという回答は得られなかった。環境調査の方は前川共同代表が事務局長を

つとめる泡瀬干潟を守る連絡会が沖縄県サンゴ礁保全推進協議会の助成金を得て引き続き進めてい

る。	
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2）泡瀬干潟を沖縄県の鳥獣保護区に指定させ、ラムサール条約 COP13 にて同条約登録地に登録という

ことを働きかけてきたが、県鳥獣保護区指定もかなわなかった。

3）アジア湿地シンポジウム 2017 にて、沖縄関連として泡瀬干潟と辺野古に関する発表を行った。前者

はベストポスター賞を受賞。	

4）ラムサール条約 COP13 にて提案されているブルーカーボン決議案とウミガメ決議案に向けて準備し

た、具体的な保全事例として辺野古を取り上げたプレゼンをもとに、柏木共同代表がプレ COP13 アジ

ア地域会合で、ブルーカーボンの役割を環境アセスメントに組みこむことを強調するよう提言した。	

●田んぼの生物多様性向上 10年プロジェクト

1）国内での活動

同プロジェクト参加団体/個人数が、226となった。企業の協賛も得て地域交流会を 2 回（6月、小田

原・11月、河北潟）開催し、8 月に FAO のマティアス・ハルワート氏を招き、秋葉原で全国集会を開催。

田んぼ 10 年だよりを 3回発行。RNJが主催し、農水・環境・国交省の実務担当者が参加する水田決議円

卓準備会合を計 8 回開催。にじゅうまる COP3（2 月、渋谷）では田んぼ 10 年分科会の中で、田んぼの

恵みをいただく「カフェ田んぼ」も開催し好評を得た。	

2）国際的な活動

CBD 事務局長との意見交換に参加（6 月、NACS-J 事務所）。ウガンダ農業省高官の蕪栗沼視察案内と

意見交換（7月、大崎市）。	

フィリピン北部の 24 か所の田んぼで、生きもの調査を行い、2つの大学で同プロジェクトの特別講義

（10 月）。フィリピン・日本国際シンポジウムに参加、講演（2月、能登町）。	

アジア湿地シンポジウム（11 月、佐賀）で田んぼ 10 年のポスター展示。ラムサール条約プレ COP13

アジア地域会議に参加し、決議案「湿地の農業」に対し、田んぼ 10 年プロジェクトを成功事例として追

加記載すべきとの動議を行った（2 月、スリランカ）。	

●吉野川河口域の保全活動

井口理事が代表を務めるとくしま自然観察の会が自然保護助成基金助成金（PN ファンド）の 2016 年

12 月から 1年間の緊急助成、吉野川河口域保全のための複合的影響評価の手法開発およびフォーラムの

開催プロジェクトを継続。メンバーとして、NACS-J の志村氏らとともに柏木共同代表も参加。吉野川最

河口にある既存および着工された渡河橋の河口生態系に対する複合的な影響を考えるシンポジウムを 7

月 8日に徳島大学で実施した。最初の EAAFP フライウェイサイト吉野川に EAAFP事務局長スパイク・ミ

リントン氏を招き、フライウェイから見た吉野川河口の重要性についての発表と、徳島県、国交省事務

所等行政への働きかけを行った。シンポジウムは地域の自然保護団体の集まるきっかけとなった。	

●条約湿地 50 から 100 へ

2017 年 3 月 24 日、環境省に提出した「ラムサール条約による湿地の登録と管理についての要望書」
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に基づき、条約湿地への新規の登録にむけて各地での登録や湿地保全の活動についての情報を集約し、

10 月に環境省野生生物課と意見交換を行ったほか、宮城県大崎市で開催されたラムサール条約推進国内

連絡会議には呉地共同代表が出席し、条約湿地の管理や条約に基づいた活動への意見を述べた。ラムサ

ール条約 COP13 へ向けての国別報告書に対しては、作成に対するアンケートへの協力とともに意見書を

提出した。また、登録へむけて活動している地域団体への支援として、葛西三枚洲の登録要望書を他団

体と連名で、東京都ほかへ提出し、熊本県八代市では学習会で呉地共同代表と金井理事が講演や資料提

供を行った。	

（3）普及・啓発事業

●湿地のグリーンウェイブ

2017 年度は「湿地が守る人びとの暮らし－湿地生態系と防災・減災」をテーマに活動した。

また、2016 年度に実施したアンケートの結果を踏まえ、キャンペーン期間を延長、ホームページでは

イベント情報だけでなく各団体や湿地の情報も合わせて紹介、全国の取り組みをまとめた報告書を発行

するなどした。その結果、全国 20の都道府県より 39 団体（主催団体）50 タイトルのイベントに参加い

ただくことができた。	

	 このうち、6月 15 日までに開催されるイベントについては、環境省などが主催する「グリーンウェイ

ブ 2017」にも登録し、IUCN-J 日本委員会が主催する「にじゅうまるプロジェクト」への登録も行った。	

また、IUCN-J が主催する「にじゅうまる COP3」で RNJ がコーディネートを行った第 2分科会において、

「水のつながり	命のつながり	湿地のグリーンウェイブ」というテーマで、2017 年度参加団体からの活

動報告と今後の取り組みについてのワークショップも開催した。

（4）国際協力事業

●WWN（世界湿地ネットワーク）の関係

10 月にアジア地域代表の選任（アジア地域代表：柏木共同代表、日本代表：永井理事）があり、その

後、定期的にマネジメント委員会会議、アジア地域代表会議をスカイプで行っている。日韓フォーラム

の際に国際 NGO ワークショップを WWNと協力して行い、また、2018 年度のラムサール条約 COP13（ドバ

イ）の準備も協力して進めている。WWN では市民の科学による世界湿地調査を行い、第 1 次調査結果を

WWN ホームページで発表し、この日本語訳も公開している。	

●日韓フォーラム

9 月 23 日〜25 日に韓国・釜山において、第 12 回日韓 NGO 湿地フォーラム・国際 NGO ワークショップ

を韓国 NGOと共同して行った。水の流れを止めないことの重要性を、日韓の事例報告から確認し、知見

を共有した。一部の有志は、その後上海（黄海沿岸ルドン）に移動し、同月 28日まで黄海の干潟の状況
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を視察し、また、絶滅が危惧されているヘラシギの観察などを行った。	

●ラムサール COP13の準備

2 月 26 日〜3月 2日スリランカ・チラウにおいてラムサール条約締約国会議・アジア地域会合（RARM）

に参加した。2018 年 10 月ドバイでの COP13 に上程される予定の決議案について、ラムサール・ネット

ワーク日本の立場から意見を述べた。

●翻訳プロジェクト

ラムサール条約締約国会議の COP11 以降の決議について日本語に翻訳されているものが極めて少な

い。日本語に翻訳することによりこれらの活用を促進すべく、今年度から翻訳作業を進めることとし、

まず、決議の基本的な構造や、使用される動詞の確認などの学習会を行った。その後、共同で数本の決

議の翻訳を進めた。	

（5）エコトーン事業

	 2017 年度のエコトーン事業は、引き続き一般社団法人環境パートナーシップ会議（EPC）と共同実施

し、WIJ が香港上海銀行東京支店（HSBC）より受けた寄付によって計 4 か所の湿地保全団体の被災地復

興支援活動を支援した。これで 3か年の復興支援事業は終了。	

	 2017 年度からは、プロジェクト WISE がエコトーン事業と並行して開始された。プロジェクト WISE

は、特定非営利活動法人日本国際湿地保全連合（WIJ）と共同実施し、WIJ が香港上海銀行東京支店（HSBC）

より受けた寄付によって計 10か所の湿地保全団体の湿地の賢明な利用活動を支援した。	

（6）ネットワーク推進事業

●ニュースレター

2017 年度はニュースレターを 4 回発行した（27 号〜30 号）。主な記事としては、「諫早湾閉め切り

から 20 年」「葛西三枚洲のラムサール登録を目指して」「有明海をつなぐラムサール条約」「蒲生干潟

と防潮堤」など。毎回、1000部程度印刷し、会員や関連団体に郵送したほか、各種イベントでの配布も

行った。2017 年度の目標としていた、各地の関連団体や施設などの送付先の拡大は十分に達成できなか

った。なお、毎年 3月末〜4 月初旬に発行している号の発行年度の扱いにずれがあったが、今後は 3 月

発行の場合でも 4月号として、新年度の発行物として扱うことに統一する。


