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はじめに

　ラムサール・ネットワーク日本（ラムネットＪ）は、共同代表に柏木実、花輪伸一、堀良一、呉地正行の４

名、事務局長に浅野正富が就任して2009年4月に設立した。　2015年6月には花輪が共同代表を退任し、

新たに前川盛治、安藤よしのが共同代表に就任した。

　そして、設立から10周年となる2019年6月に共同代表の柏木、堀、呉地、前川、安藤の5名、事務局長の浅

野が退任することにより、設立時からの共同代表、事務局長は皆無となって執行部体制が一新した。

　2019年6月から新しい執行部体制のスタートを切ったラムサール・ネットワーク日本が、今後、日本の

湿地保全の新しい歴史を刻むことになるが、設立からの10年の活動の成果を改めて振り返ることにより、

今後の活動の糧となるよう、ここに記念誌を刊行する次第である。

　なお、諸事情により刊行の時期が遅れてしまったが、本誌は原則2019年6月時点の内容として編集して

いるので、その点ご了解願いたい。

2020年10月

　　編集責任者　　　　
浅野　正富
後藤　尚味
原野　好正
松本　　悟
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この10年を振り返って　歴代共同代表の挨拶とプロフィール（設立～2019年6月）

堀　良一　(ほり　りょういち)

　私は1984年から、開発行為による湿地破壊の問題に取り

組んできました。　弁護士ですから法的な観点からのアプ

ローチもしますが、それに止まらず住民運動、市民運動の

観点からのアプローチが大切だと考え、その一翼を担おう

とエネルギーを注いできました。　最初は博多湾埋め立て

から博多湾の自然を守る取り組み、最近では有明海の自然

破壊と漁業被害をもたらした諫早湾干拓事業に対して潮

受堤防排水門を開門して宝の海を取り戻すための運動と

訴訟がおもなところです。

　お亡くなりになった山下弘文さんがまだお元気で諫早

湾干拓事業の反対運動に取り組んでいたころ、山下さんは

「負けてもともと、勝ったらおおごと」と言ってみんなを励

ましていました。　

　数十年前は開発行為をストップさせて自然を守るため

のハードルは、限りなく高く感じられました。でも、紆余曲

折を経ながら、いまでは、自然破壊の開発行為にストップ

をかけること、破壊された自然を復元することは、簡単で

はありませんが、決して不可能ではなくなっているように

思います。　長いスパンで見ると。少しずつですが歴史は

確かに動いています。

　湿地保全の歴史の歯車を前進させる人びとの群れのな

かで、私はこれからも微力を尽くしていきたいと思います。

＜プロフィール＞
1953年3月　大分県別府市生まれ。九州大学法学部卒。
現在、福岡市所在の福岡東部法律事務所所属の弁護士。
1984年から博多湾埋め立て反対の住民運動にかかわり、博多湾市民の会事
務局長、博多湾人工島埋立をストップさせる住民訴訟弁護団事務局長など
を経て、現在は、よみがえれ！有明訴訟弁護団事務局長。　弁護士会では、
九州弁護士会連合会の環境委員会委員長などを歴任。

柏木　実　(かしわぎ　みのる)

　私が「湿地の保全」ということを初めて意識したのは、
1994年です。　それまで20年間、環境、障害者や人権を考
えながら公立中学校理科教員としての生徒たちに接して
きましたが、1年間の「安息休暇」が必要と感じて、制度の無
い中1993年に辛くも家族の了解を得て退職する形で教職
を離れました。
　「安息休暇」の時期、オーストラリア西海岸で調査に参加
し、北海道風蓮湖で標識を付けたトウネンが捕獲され、「こ
の鳥たちといっしょに環境を守りたい」と考えました。　
それ以来、シギ・チドリたちとその生息地など、湿地を地域
に根ざして守る人びとや団体のネットワークの中で、仲間
たちと共に活動してきました。
　シギ・チドリ類、とくに絶滅危惧のヘラシギに関する保
全プロジェクトとして生息地踏査や日韓の干潟の調査や、
水鳥のための国内や東アジア・オーストラリア地域フライ
ウェイパートナーシップ（EAAFP）などフライウェイを通
じた保全の枠組に関わってきました。
　また、地域での保全活動が国全体や国際的な湿地保護の
取り組みに生かされ、国際的な約束が地域の湿地の保全に
役立つことを目指してラムサール条約や生物多様性条約等
を通じて活動に携わり、また韓国湿地NGOと共に、世界各
地の湿地で保全活動をするNGOのネットワークである世界
湿地ネットワーク（WWN）の設立に関わり、支えてきました。

＜プロフィール＞
1946年東京都生まれ。
1969年国際基督教大学教養学部卒業、1972年東京工業大学大学院修士課
程（物理学）修了。
1973～1993年東京都公立中学校理科教員、1994年より翻訳業（電子工学、
自然保護）。
1994年～2009年日本湿地ネットワーク（JAWAN）運営委員として、全国シ
ギ・チドリ調査（1996-98）事務局作業、国際湿地シンポジウム開催の事務局
作業に従事。2009年よりラムサール・ネットワーク日本共同代表。
日韓NGO湿地フォーラム（2007～）、ラムサール条約締約国会議参加（第6
～13回）。環境省モニタリング1000シギ・チドリ類調査（2008年度まで事務
局、2009年度以降検討委員）。　EAAFPヘラシギ特別部会日本代表（2005
～）、WWNアジア地域代表（2008～）
［参加した調査］
全国シギチドリ調査（1996～98／JAWANシギチドリ委員会事務局）、アラ
スカ日米ハマシギ調査（1999～2002）、日韓共同干潟調査（1999～2004水
鳥チーム・事務局）、ヘラシギ調査・保全活動（2002以降：ロシア・チュコト、
ミャンマー、韓国ほか）
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歴代共同代表の挨拶とプロフィール（設立～2019年6月）

呉地　正行　(くれち　まさゆき)

　ラムネットＪ共同代表の呉地正行です。

　ラムネットＪのなかでは、内陸湿地をおもな生息地とす

るガンカモ類などの水鳥の保護とその生息地の保全、復元

に関わっています。

　日本へ渡来するガン類の9割近くが越冬する、宮城県北

部のラムサール条約湿地の伊豆沼や蕪栗沼などを拠点に、

活動母体の日本雁を保護する会として1970年からガン類

の生態調査や標識調査などを継続し、その成果を保護・保

全に役立ててきました。　2000年ころからは、水田の湿地

機能を活かした「ふゆみずたんぼ」の取り組みも推進し、水

鳥と農業の共生を目指す取り組みに力を入れ、ラムサール

条約の水田決議（2008年）の採択を支援する取り組みも

行ってきました。

　今後もこのような視点から、日本の湿地の保全と賢明な

利用を普及する活動に関わって行きたいと思っています

ので、今後ともよろしくお願いします。

＜プロフィール＞
1949年神奈川県生まれ。東北大学理学部卒。日本雁を保護する会・会長、ラ
ムネットＪ共同代表などを努める。　ガン類とその生息地の保護保全に取
り組み、市民参画型の自然再生運動や地域興しを実践し、循環型農業や生物
多様性水田として注目される「ふゆみずたんぼ」を広く紹介。
［表彰］ 日本鳥学会鳥学研究賞（1981）／「全国野鳥保護のつどい」日本鳥類
保護連盟総裁賞（1994）、環境大臣賞*(2015)／「みどりの日」自然環境功労者環
境大臣表彰（2001）／愛知万博「愛・地球賞-Global 100 Eco-Tech Awards*」
（2005）／農業農村工学会・環境賞*（2010）／イオン環境財団「生物多様性日
本アワード」グランプリ*（2011）（*＝団体表彰：日本雁を保護する会）
［おもな著書］ 『雁よ渡れ』（どうぶつ社､2006）『いのちにぎわう・ふゆみずた
んぼ』（童心社､2010）『日本動物大百科 ３（鳥類１）』*（平凡社､1996）『鳥類
生態学』*（築地書館､1997）『A THREAT TO LIFE ‒The Impact of Climate 
Change on Japan’s Biodiversity』*（築地書館､2000)『生態学からみた野生
生物の保護と法律』*（講談社､2003）『内湖からのメッセージ』*（サンライズ
出版､2005）『コウノトリの贈り物』*（地人書館､2007）『温暖化と生物多様
性』*（築地書館､2008）『消える日本の自然』*（恒星社厚生閣､2008）『日本の
希少鳥類を守る』*（京都大学学術出版会､2009）『野生動物管理―理論と技術
―』*（文永堂出版､2012）『改訂 生態学からみた野生生物の保護と法律』*（講
談社､2010）『水辺と人の環境学（中）―人々の生活と水辺―』*（朝倉書店､
2014）『鳥との共存をめざして』*（中央法規､2011）『図説 日本の湿地』*（朝
倉書店､2017）など（*=共著）

安藤　よしの　(あんどう　よしの)

　湿地保全に関わるようになって、いつの間にか30年、こ

の間一貫して努力してきたのは、難しい条約の取り決めや

出版物などの内容を、誰にでもわかるように伝えるという

ことです。

　ラムサール条約のCOP6（ブリスベーン）に参加したと

き、湿地を守るための素晴らしい国際条約の決めごとの実

施に向けて世界中が努力していることを知り、感動しまし

た。そして疑問に思ったのが、なぜ地域の湿地を守ること

に、この決議などが活かされていないのだろうということ

でした。「会議に集まる人びとは十分に湿地の価値と保全

の意義を理解し、活動をしている、でも会議場の外で普通

の生活を送っている人には伝わっていない。誰でも理解

し、行動しない限り、地域の湿地は守れないのでは…」

　それ以降、多くの仲間たちと一緒に学習会他さまざまな

活動を組み立て、冊子などを作りCEPA（普及啓発）活動に

取り組んできました。 名古屋で開催されたCBD-COP10

（生物多様性条約第10回締約国会議）以降、さらに地球環境

の危機が高まり、子や孫が自然の恵みを受け続けられるよ

う、もう少し頑張りたいと考えるようになりました。

＜プロフィール＞
福岡県の地域生協の地域活動委員長として、地産地消・リサイクル／産業廃
棄物処理問題・平和・ベラルーシの子どもたちの支援活動などに取り組む。
「博多湾の豊かな自然を未来に伝える市民の会」で、ラムネットＪ共同代表・
堀良一氏らとともに、湿地保全の活動に携わる。
ラムサール条約関係の資料（ラムサールハンドブック・条約マニュアル・決
議集・世界湿地の日のファクトシートなど）の翻訳・出版、子ども向けの学習
ツールづくりなどに取り組む。 
IPCC（気候変動に関する政府間パネル）第3次評価報告書部分翻訳。
CBD市民ネット（事務局IUCN-J）に参加し、湿地部会・水田部会・国連生物多
様性の10年部会などで活動。
GEOC（地球環境パートナーシッププラザ）に、生物多様性関係を担当する
非常勤スタッフとして勤務。湿地の生物多様性を伝えるイベント・展示・
ワークショップ・東日本大震災の復興支援等の企画実施。
2009年ラムネットＪの創設メンバーとなり、2015～2019年共同代表を務める。
2012年よりIUCN-J「にじゅうまるプロジェクト」運営委員
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歴代共同代表の挨拶とプロフィール（設立～2019年6月）

前川　盛治　(まえかわ　せいじ)

　2015年から共同代表になりました。おもに泡瀬干潟関

係、沖縄問題を担当してきました。

　ラムネットＪとの関わりは、2008年韓国・昌原（チャンウ

オン）のラムサール条約COP10に、沖縄から10数名で参加

して以来です。

　泡瀬干潟を守る闘いの裁判闘争は、第一次・二次訴訟を

経て、20017年10月の最高裁の「上告棄却」で終わりました

が、①自然環境を守ることの大切さを訴えることができた

こと、②埋立を当初の187haから95haに半減させたこと、

③残った泡瀬干潟をラムサール条約湿地として登録させ

る展望を勝ち取ったことなどの成果もありました。 条約湿

地の登録については、北中城村のアオサ養殖や沖縄市の同

意などの問題でまだ決着していませんが、実現を目指して

頑張ります。

　いま、沖縄では米軍普天間飛行場の辺野古・大浦湾移設

（辺野古新基地建設）に反対する闘いが、全国の仲間の支援

のもとで取り組まれています。　国家権力（安倍自民党・公

明党政権）との戦いであり非常に厳しい状況ですが、「諦め

ずに、勝利まで戦い抜く」決意で頑張っています。

＜プロフィール＞
出生：1943年1月、サイパン島タロホホ。米軍上陸・戦闘時（1944年6～7月）
は約１歳半。バンザイクリフ近くで米軍捕虜。沖縄に帰る。
学歴：1961年石川高校卒業、1962～1966年新潟大学理学部生物学科・卒業。
職歴：那覇高校、宜野座高校、小禄高校（全日・通信）、泊高校（通信）、石川高
校、中部商業高校（2003年3月31日定年退職）。　南部商業高校非常勤1年。琉
球大学教育学部非常勤講師（2007年4月～2007年10月）。
泡瀬干潟を守る連絡会：2001年1月31日結成、以来今日まで事務局長。
中城湾港（泡瀬地区）環境保全・創造検討委員会所属の海藻草類専門部会委
員（2004年5月～現在）。
泡瀬第一次訴訟・原告団事務局長（2005～2009年）、二次訴訟、原告団長
（2011年～2018年3月5日。
2015年5月～、ラムネットＪ共同代表

花輪　伸一　(はなわ　しんいち)

　自然保護運動は、多くの場合、地域のたいせつな自然を

開発による破壊から守ろうと、その地域の有志によって始

められる。 手探りで活動するうち、各地に同様なテーマの

グループがあることを知り、互いに連絡を取り全国的な組

織が形成されてきた。

　各地で持ち回りの全国集会を開き、関連する国際条約に

気づき、NGOとして締約国会議にオブザーバー参加するよ

うになる。 やがて条約の決議を国内政策に生かすよう政府

や自治体へのロビングを行うようになり、地域から、国内

へ、世界へとネットワークが広がってきた。

　「干潟」の場合、大ざっぱに言うと、各地の個別保護活動

から「全国干潟シンポジウム」が開始され、「日本湿地ネッ

トワーク」が後継し、「ラムサール・ネットワーク日本」が設

立され、干潟だけでなく多様な湿地と生物多様性の保護運

動へと発展してきた。

　地域グループは、ひとつのテーマで長年活動する場合が

多く、同じメンバーが活動を通して経験と知識を蓄積して

いく。 保護活動、普及教育、政策決定過程への参加などで地

域の賢者といえる人材が育つことがある。

　一方、このような地域グループの連合である各種の全国

ネットワークは、将来どうなっていくのだろうか。 これま

で、いろいろな組織があったが、執行部の人事停滞、路線対

立、資金難などを経験しながら、発展あるいは衰退を繰り

返してきたように見える。

　「ラムサール・ネットワーク日本」は10年を経過したが、

今後、何を目指すのか、どう運営するのか、すでに組織を離

れた身ではあるが、ちょっと気になる。

＜プロフィール＞
1949年仙台市生まれ。東北大学、東京農工大学を経て、日本野鳥の会、WWF
ジャパンに勤務。元ラムサール・ネットワーク日本共同代表。現在はフリー
ランスで、おもに沖縄の自然保護、基地問題などにかかわる。
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　国際湿地保全条約̶̶通称ラムサール条約が採択

されたのは1971年です。　その後、環境問題の世界

的な関心の高まりのなかで、生物多様性の保全、気候

変動、持続可能な発展などが地球環境問題をめぐる

共通の課題として認識されるようになりました。　

1992年にブラジルのリオデジャネイロで開催され

た地球環境サミット（環境と開発に関する国際会議）

では気候変動枠組条約とともに生物多様性条約が採

択され、この流れを受けて翌1993年に釧路で開かれ

たラムサール条約第5回締約国会議（ラムサール条約

COP5）では、ラムサール条約の重要性が、改めて国際

的に広く認識されるようになりました。

　それまで、ジメジメした不毛の地であるかのよう

な悪い印象で語られていた湿地は、国内においても

光が当たるようになりました。　その後に制定され

たり改正されたりした法制度においては、湿地保全

は重要な環境問題として位置づけられるようにな

り、環境基本法、同法に基づく環境基本計画、生物多

様性国家戦略などをはじめ、湿地保全はさまざまな

法制度において言及されるようになりました。　ま

た、各地で公共事業などによる湿地破壊と緊張関係

にあった保全運動は、「負けてもともと、勝ったらお

おごと」などと言われた状況から、現実に保全の成果

を上げる例が出てくるようになりました。

　一方、ラムサール条約は、締約国会議を経るごと

に、国際的な経験を踏まえてさまざまな決議や勧告

を通じて、内容をより豊かにしていきました。　潮間帯

湿地の保全に関する決議・勧告、湿地再生に関する決

議・勧告、湿地の管理に関する決議・勧告、CEPAの通

称で呼ばれる湿地保全の広報、教育、啓発・普及に関

する決議・勧告など、成果は多方面にわたっています。

ここではNGOが大きな役割を果たしています。　

2008年の第10回締約国会議で採択された日韓両政

府提案の水田決議（湿地システムとしての水田の生

物多様性向上）は、わたしたちと韓国のNGOが支援

して採択に至ったものです。生物多様性条約の推進

と連携した活動も次第に大きくなっています。

　ラムサール条約の締約国会議を節目とした国際的

なNGOのネットワークも着実な活動を重ねていま

す。　1996年のオーストラリア・ブリズベンでの第6

回締約会議以降、お隣の韓国とは共同行動を重ね、

2007年以降、2018年に至るまで13回にわたって日

韓NGO湿地フォーラムをどちらかの国で開催して

います。2010年の韓国・チャンウォンでの第10回締

約国会議を契機に世界湿地ネットワーク（WWN）が

結成され、国際的な草の根NGOのネットワークも活

動を開始しています。

　ラムサール・ネットワーク日本（ラムネットＪ）は、

ラムサール条約を共通の指針とした内外の湿地保全

活動の前進のなかで、全国の草の根NGOを中心にし

て、2009年4月に結成されました。

　ラムサール条約の成果を国内の現状に活かしてい

くことにより、すべての湿地の保全・再生、賢明な利

用を実現するために、地域の草の根NGOや世界の

NGOと連携しながら活動しています。　水辺で生き

るさまざまな動植物や人の暮らしを守り、豊かな湿

地や干潟を未来の世代に受け渡していくことを目指

す̶̶これがラムネットＪの活動です。

　ラムサール条約が、締約国会議を通じて発展させ

てきた湿地保全の理想や現状改革の課題の達成は、

まだまだ道半ばです。　乱開発による湿地破壊への

対応も後を絶ちません。

　草の根のNGOの活動を基本にしたラムネットＪ

は、全国各地のリアルな具体的状況を反映した湿地

保全の活動ができることが、最大の特徴です。

　互いの経験を尊重し合い、地域課題と全国課題を

結びつけ、海外ともしっかりと連携しながら、次の10

年の活動を行っていきたいと思います。

▲荒尾干潟（熊本県）

▲釧路湿原（北海道）

堀　良一
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年の活動を行っていきたいと思います。

▲蕪栗沼（宮城県）▲ラムサール条約COP10での展示ブース

▲第2回日韓NGO湿地フォーラム（2008年）



3. ラムネットJの設立経緯と組織・活動概要

●韓国で開催されたラムサールCOP10

　ラムサール・ネットワーク日本（ラムネットＪ）は、

「ラムサールCOP10のための日本NGOネットワーク

（ラムネット）」の後継組織として設立されました。

　「ラムネット」が設立されたきっかけは、2005年ウ

ガンダで開催されたラムサール条約第9回締約国会

議（ラムサールCOP9）まで遡ります。ラムサール

COP9では、それまでCOPのたびに開催されていた

NGO会議が開催されませんでした。　世界のNGOが

危機感を抱くなかで、ラムサールCOP10が2008年10

月に韓国・チャンウォン市で開催されることが決ま

りました。　1993年の釧路でのラムサールCOP5か

ら15年ぶりのアジア開催になるラムサールCOP10

では、日韓のNGOが連携して、NGO会議開催の実現

を誓いました。

　2007年10月にはラムサールCOP10までのNGO戦

略を議論するため、韓国から13名のNGO代表を招

き、日本湿地ネットワークとＷＷＦジャパンが「第1回

日韓NGO湿地フォーラム」を東京で開催して、「ラム

サールCOP10を契機として東アジアの『健全な湿地、

健康な人々』の再生をめざす宣言」を採択しました。

（http://www.jawan.jp/libr/lb071230jknwf1012s.html）

　この宣言の趣旨に基づき、2008年2月に韓国で「ラ

ムサールCOP10のための韓国NGOネットワーク」が

設立され、同年3月8日には日本で、ＷＷＦジャパンの
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花輪伸一氏、日本雁を保護する会の呉地正行氏、日本

湿地ネットワークの堀良一氏の3名が共同代表と

なって「ラムネット」が設立されました。

　その後、日韓のラムネットが協力して、ラムサール

COP10に向けて4月にソウルで第2回、8月に東京で

第3回の日韓NGO湿地フォーラムを開催し、また、東

アジアの持続可能なライフスタイルのシンボルであ

る水田の湿地としての重要性に注目した水田決議が

ラムサールCOP10で採択されるよう、決議の草案を

作って日韓両国政府をはじめ各締約国や事務局にロ

ビー活動を重ねました。その結果、ラムサールCOP10

では、世界から約400名（日本から100名以上）が参加

した世界NGO湿地会議の開催、スンチョン宣言の採

択、世界湿地ネットワーク（WWN）の発足、本会議で

の水田決議の採択など、日韓NGOの協力の成果を十

分に示すことができました。

●ラムネットＪの設立

　しかし、当時の日韓両国では、湿地保全が顕著に進

んだとはいえない状況が続いていました。日本では、

諫早の潮受け堤防の開門調査を命じたり、泡瀬干潟

の埋め立てに対する公金支出差し止めを命じる判決

が続いていましたが、被告の国や県が控訴していま

したし、コウノトリの放鳥に成功し、湿地保全の

NGOならば口を揃えて条約湿地の筆頭候補に挙げ

る豊岡市円山川流域について、環境省の対応はまだ

まだ不十分でした。

　韓国では、セマングムの干拓事業が続行され、ナク

トンガンの文化財保護区域が縮小されて開発が進

み、四大河川運河計画は河川整備計画に姿を変えて

生き残っていました。

　理想とする湿地保全を実現していくためには、日

韓NGOがさらに連携を深め、世界のNGOと繋がりな

がら、日韓両国さらに世界各国政府に対し、ラムサー

ル条約に基づいて湿地保全を進め、すべての湿地を

賢明に利用することによってのみ、生物多様性の損

失を止め、持続可能な世界の構築が可能なことを粘

り強く訴え続けて行かなればならないと、ラムサー

ルCOP10後も日韓NGO湿地フォーラムが毎年続け

られてきたのです。

　そして、当初ラムサールCOP10終了6カ月後まで

の時限組織として設立されたラムネットの成果を引

き継ぎ発展させるための後継組織として、2009年4

月29日、ラムネットＪが設立され、花輪氏、呉地氏、堀

氏に加え、元日本湿地ネットワークの柏木実氏の4名

が共同代表に就任しました。

　ラムネットＪが設立されるにあたり、日本湿地

ネットワークとラムサール条約湿地を増やす市民の

会についてラムネットＪに合流する提案があり、ラ

ムサール条約湿地を増やす市民の会は合流しました

が、日本湿地ネットワークは最終的に組織としては

合流せずにラムネットＪとは別組織として存続して

います。

●ラムネットＪの概要

　ラムネットＪの設立趣意書にあるように、ラム

ネットＪは、日本各地で、湿原、河川、湖沼、水田、ため

池、砂浜、干潟、浅海域、サンゴ礁、マングローブ林な

どの湿地にかかわる地域の環境NGOや個人から成

り立っており、その目標は「地域の草の根グループと

連携し、湿地にかかわるNGOのネットワークを運営

し、ラムサール条約にもとづく考え方・方法により、

すべての湿地の保全、再生、賢明な利用を実現する」

ことです。

　会員は、正会員、賛助会員に分かれ、正会員が議決

権を持つ総会と、総会で選出される理事（現在30名）

で構成される理事会が意思決定機関であり、総会で

は監事（現在2名）も選出されています。　また、理事

の中から共同代表（定款上は理事長／現在5名）と副

代表（現在5名）が互選され、共同代表によって事務局

長と事務局次長が指名されています。　日常的な運

営は、理事と事務局で構成される運営会議の議論に

基づき行われています。

　ラムネットＪの具体的な活動としては、WWN／日

韓NGO湿地フォーラム、湿地のグリーンウェイブ、

田んぼ10年プロジェクト、シギ・チドリ保全活動、条

約湿地登録推進、沖縄問題、開発問題を扱う「水の自

然な流れを守るために」など多岐にわたっています。

その詳細は、この冊子の各活動内容報告をご覧くだ

さい。

▲2017年10月に開催された第1回日韓NGO湿地フォーラム

▲ラムサール条約COP10に先駆けて開催された
　世界NGO湿地会議（2008年／韓国・スンチョン）

浅野　正富
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花輪伸一氏、日本雁を保護する会の呉地正行氏、日本
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の中から共同代表（定款上は理事長／現在5名）と副

代表（現在5名）が互選され、共同代表によって事務局

長と事務局次長が指名されています。　日常的な運

営は、理事と事務局で構成される運営会議の議論に

基づき行われています。

　ラムネットＪの具体的な活動としては、WWN／日

韓NGO湿地フォーラム、湿地のグリーンウェイブ、

田んぼ10年プロジェクト、シギ・チドリ保全活動、条

約湿地登録推進、沖縄問題、開発問題を扱う「水の自
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その詳細は、この冊子の各活動内容報告をご覧くだ

さい。

▲ラムネットＪの設立総会（2009年／東京）



4. ラムネットJとラムサール条約・生物多様性条約・SDGS

●ラムサール条約と生物多様性条約をつなぐ

　ラムサール条約は、湿地の保全、賢明な利用および

啓発普及をめざす唯一の国際条約で、170カ国の締約

国が、2,334の湿地を条約湿地として登録・保全して

います（2018年12月現在）。

　生物多様性条約（CBD）は、人類の生存を支え、人類

にさまざまな恵みをもたらす生物多様性に関わる取

り組みを、世界全体で取り組むための条約で、194カ

国と欧州連合（EU）およびパレスチナが締結し（2018

年12月現在）、　１.生物の多様性の保全、　２.生物多

様性の構成要素の持続可能な利用、　３.遺伝資源の

利用から生ずる利益の公正で衡平な配分、を目的と

しています。

　ラムサール・ネットワーク日本（ラムネットJ）は、

湿地の賢明な利用などさまざまな活動を行っていま

すが、その背景となるラムサール条約の考え方と、生

物多様性条約のめざす目的は、重なる点が多くあり

ます。そこで、これらをうまくつなぐことが、私たち

の活動の活性化のためにも重要と考え、具体化に取

り組んできました。ここでは、水田の生物多様性に注

目した活動を例に紹介します。

●農業湿地としての水田の生物多様性に注目

　一般に農地は、環境への負荷の面が問題視されて

きました。一方日本を含めアジアを中心に広がる水

田は、農地と共に湿地の機能も持ち、ラムサール条約

では湿地の一つに分類されています。　水田は適切

な管理により、水辺の生物にとって重要な生息地と

することが可能で、実際にこれらの生きものが数千

年にもわたり、アジアの水田農業を支えてきました。

わたしたちは、この水田の生きものの底力に注目し、

それをアジアから世界に発信し、国際的な理解を深

める運動を始めました。
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●ラムサール条約と生物多様性条約で採択された水田決議

　2008年にラムサール条約COP10が、韓国の昌原

（チャンウォン）で開催されました。　そのときに日

韓のNGOが支援し、両国政府が提案した水田決議

（X.31.湿地システムとしての水田の生物多様性向

上）が採択されました。　その2年後の2010年に名古

屋で開催された、生物多様性条約第10回締約国会議

（CBD-COP10）では、ラムネットJと日本政府が協働

して提案した、ラムサール条約の水田決議の完全実

施をCBDの締約国に求める農業生物多様性の決議

（決定X/34）が採択されました。このことにより、水田

の生物多様性に関する決議でラムサール条約と生物

多様性条約をつなぐことができました。　さらに、損

なわれてしまった生物多様性を回復するために、

2020年までの10年間に行う20の具体目標（「愛知目

標」）が日本政府から提案され、採択されました。

●国連生物多様性の10年と田んぼ10年プロジェクト

　また、この活動を生物多様性条約の枠を超えて

もっと幅広く行うための枠組みとして、ラムネットJ

が発意し、CBD-COP10での議論を経て国連総会で採

択された「国連生物多様性の10年（UNDB）」という枠

組みもできました。　この受け皿として、国連生物多

様性の10年日本委員会（UNDB-J／事務局：環境省）

が立ち上がり、市民ベースでは国際自然保護連合日

本委員会（IUCN-J）による愛知目標の達成と啓発を

兼ねた「にじゅうまるプロジェクト」も立ち上がりま

した。　ラムネットJは「田んぼの生物多様性向上10

年プロジェクト（田んぼ10年プロジェクト）」を立ち

上げ、「にじゅうまるプロジェクト」にも参加登録し、

それが国連生物多様性の10年日本委員会の認定連携

事業第1弾にも選ばれ、その成果が大きく期待されて

います。

●水田決議の理念を現場で具体化めざす

　「田んぼ10年プロジェクト」は、ラムサール条約と

生物多様性条約の締約国会議で採択された田んぼの

生物多様性向上に関する決議の内容を現場で具体化

しながら、2020年にゴールを迎えますが、さらにそ

の後の10年は、国連が提唱する持続可能な開発目標

（SDGs）も加え、それを田んぼで可視化するための受

け皿となることを目指しています。

● SDGsを加えたポスト2020年計画

　なおSDGsは、2016-2030年の目標で、経済、社会、

環境に関するさまざまな項目を含む、「17の目標

（ゴール）」と「169のターゲット（具体目標）」から構成

され、国連加盟国に対し、SDGsをベースに国別の具

体目標の設定と、その実現を呼びかけています。　田

んぼ10年プロジェクトではSDGsの目標のうち、生物

多様性にかかわるものを選び加えていくための作業

を開始しています。

▲ラムサール条約COP10で採択された「水田決議 X.31」を祝う
　各国のNGOメンバー

呉地　正行
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（SDGs）も加え、それを田んぼで可視化するための受

け皿となることを目指しています。
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▲CBD-COP10の準備会合であるSBSTTA14で日本政府提案
   の水田決議案への支持発言を行うラムネットＪのメンバー
　（2010年5月／ケニヤ・ナイロビ）

▲ラムサール条約COP10後に、ラムネットＪからの提案で発足
　した水田決議円卓会議準備会。 NGOと環境省・農水省・国交省
　の政府関係者の非公式、定期会合で、水田決議案の議論などを
　継続して行い、これまで70回開催されている（2019年3月現在）

▲CBD-COP13でラムネットＪが主催した、水田生物多様性主
　流化サイドイベント（2016年12月／メキシコ・カンクン）



5. 世界湿地ネットワークと日韓NGO湿地フォーラム

　ラムサール・ネットワーク日本（ラムネットＪ）は

国際的に、韓国湿地NGOネットワーク（KWNN）と世

界湿地ネットワーク（WWN）という２つのネット

ワークと協力して、活動してきました。

　KWNNは韓国の湿地保全団体のネットワークであ

り、2007年以来ラムネットＪと共同で13回の「日韓

NGO湿地フォーラム」を行ってきました（2019年6月

現在）。

　WWNは、地域に根ざした世界の湿地保護団体の

ネットワークです。湿地条約とも言われるラムサー

ル条約に、オブザーバーとして積極的に関わってき

ました。

　これらの活動の始まりは、どちらも2008年10月に

韓国慶尚南道チャンウォン（昌原）市で開かれたラム

サール条約第10回締約国会議（ラムサールCOP10）

がきっかけでした。

●日韓NGO湿地フォーラムの設立とその役割

　第1回の日韓NGO湿地フォーラムは、ラムサール

COP10にむけて、日韓の地域の湿地保護団体が世界

の非政府団体（NGO）と協力して取り組むための準

備の会議でした。1993年、釧路市でのラムサール

COP5において、日本の湿地保護団体は世界のNGO

と協力して、東アジア中緯度地域の干潟の危機に世

界の注目を集めました。2017年10月、日韓の湿地保

護団体は1年後に韓国で開かれるラムサールCOP10

にむけ第1回日韓NGO湿地フォーラムを開催して、

日本の経験と、両国の湿地の現状についての情報を

共有して実質的な協力を始めました。この協力はま

た、日韓両政府を支え、両政府が提案したラムサール

条約決議X.31「湿地としての水田における生物多様

性を高める」の採択に到りました。また、NGOによる

COPの事前会議のなかで、WWNが発足することに
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もなりました。

　その後日韓NGOフォーラムは、日本・韓国が交互

に主催してほぼ毎年実施し、2018年5月に13回目の

フォーラムを実施しました。

　フォーラムでは、両国の湿地の問題に関する発表

と討議、そして両国または世界に共通する問題に関

する発題と討議が２つの柱です。

　初めの柱は、隣り合う両国の湿地の開発などの共

通性とともに、両国NGOの取り組み方の違いから、

自国の運動に欠けているものを見直し、学びあう機

会となってきました。２番目の柱では、締約国会議の

課題に向け、ときには政府や条約事務局アジア上席

担当官、研究者などを招き、互いの取り組みへの支援

や、共通の取り組みに向けて準備し、効果的な活動に

取り組んできました。2016年度以降は世界湿地ネッ

トワークとともに、ネットワーク体制の整備と、世界

のNGOとしてのCOPへの貢献について議論を積み

あげてきました。

●世界湿地ネットワーク（WWN）の活動

　WWNは、世界の湿地の現場で保全運動に取り組ん

でいる市民団体やNGOのネットワークです。

　地域で活動する世界中の湿地NGOは釧路会議（ラ

ムサールCOP5）以来、COPごとにIOP（国際団体パー

トナー）と呼ばれる国際自然保護連合（IUCN）やバー

ドライフなどと協力して積極的な貢献をしてきまし

たが、チャンウォンのラムサールCOP10を機に、

COPのときだけでなく恒常的な組織を作ろうと準備

した日韓NGO湿地フォーラムの努力が実を結んだ

ものです。

　前述のように、2008年のラムサールCOP10で立ち

上げた恒常的な組織によって湿地グローブ賞、市民

の科学による湿地評価、条約におけるNGOについて

の調査など、継続的な活動を通して、現場からの見

解、賢明な利用のために協力することの大切さを、

COPを通じて働きかけています。

　WWNは、各大陸代表（Regional Representative）6

人による管理委員会と、大陸毎の準地域代表

（Sub-Regional Representative）21人で活動を運営

しており、ほぼ毎月、インターネットによる運営会議

を実施しています。

　ラムネットＪからは、管理委員会に柏木実（ラム

ネットＪ共同代表）がアジア地域代表として、また永

井光弘（ラムネットＪ理事）が日本地域代表として貢

献し、ネットワークを支えています（２０１９年６月

現在）。

　2018年10月ドバイにおけるラムサールCOP13に

も万全の準備をして、以下の活動を行いました。

・NGOと市民団体のためのCOP事前会議の開催

・地域保全団体の代表としてのCOPへの開会メッ

  セージ

・開会式では若者たちのメッセージを支援

・締約国の湿地保全決議案への積極的な関与

・NGOと市民団体の毎朝の打合せ

・サイドイベントの実施（市民科学による湿地調査、

  水田、水の自然な流れなど）

・NGO、市民団体の保全活動の展示

・会員、関係者へのCOP報告

　WWNの目標は、途上国や地域の最も国際的な助け

の必要な湿地とそこで活動する個人・団体を、ネット

ワークを通して保全することです。　しかし既成の

助成金の枠組みにとって、国際的なネットワーク活

動は視野の外にあります。　そのためWWNは活動資

金の調達もままならず、目標達成は必ずしも容易で

ありませんでした。　それでも、国際NGO団体のネッ

トワーク代表の活動時間などの保障、スペイン環境

省関係の助成金による湿地賞実施、ラムネットＪの活

動としての助成金による国際会議開催など、間接的な

形での助成金をもとに上記の活動を続けてきました。

　これらの活動は、全世界の現場の湿地保全運動を

つなぐ、継続的な組織があることで可能となったも

のです。　日本国内、そして世界のすべての湿地の保

全を目指して、私たちは湿地の現場で活動する人び

ととの連携を続けます。

柏木　実

▲岐阜市で開催された日韓NGO湿地フォーラム／WWNワーク
　ショップ（2016年）

▲WWN主催： WWN設立10周年＋ラムサール条約COP13 
　NGOプレ会議 参加者
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　ラムサール・ネットワーク日本（ラムネットＪ）は

国際的に、韓国湿地NGOネットワーク（KWNN）と世

界湿地ネットワーク（WWN）という２つのネット

ワークと協力して、活動してきました。

　KWNNは韓国の湿地保全団体のネットワークであ

り、2007年以来ラムネットＪと共同で13回の「日韓

NGO湿地フォーラム」を行ってきました（2019年6月

現在）。

　WWNは、地域に根ざした世界の湿地保護団体の

ネットワークです。湿地条約とも言われるラムサー

ル条約に、オブザーバーとして積極的に関わってき

ました。

　これらの活動の始まりは、どちらも2008年10月に

韓国慶尚南道チャンウォン（昌原）市で開かれたラム

サール条約第10回締約国会議（ラムサールCOP10）

がきっかけでした。

●日韓NGO湿地フォーラムの設立とその役割

　第1回の日韓NGO湿地フォーラムは、ラムサール

COP10にむけて、日韓の地域の湿地保護団体が世界

の非政府団体（NGO）と協力して取り組むための準

備の会議でした。1993年、釧路市でのラムサール

COP5において、日本の湿地保護団体は世界のNGO

と協力して、東アジア中緯度地域の干潟の危機に世

界の注目を集めました。2017年10月、日韓の湿地保

護団体は1年後に韓国で開かれるラムサールCOP10

にむけ第1回日韓NGO湿地フォーラムを開催して、

日本の経験と、両国の湿地の現状についての情報を

共有して実質的な協力を始めました。この協力はま

た、日韓両政府を支え、両政府が提案したラムサール

条約決議X.31「湿地としての水田における生物多様

性を高める」の採択に到りました。また、NGOによる

COPの事前会議のなかで、WWNが発足することに
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もなりました。
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ものです。
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の調査など、継続的な活動を通して、現場からの見

解、賢明な利用のために協力することの大切さを、

COPを通じて働きかけています。

　WWNは、各大陸代表（Regional Representative）6

人による管理委員会と、大陸毎の準地域代表
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現在）。
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も万全の準備をして、以下の活動を行いました。

・NGOと市民団体のためのCOP事前会議の開催

・地域保全団体の代表としてのCOPへの開会メッ

  セージ

・開会式では若者たちのメッセージを支援

・締約国の湿地保全決議案への積極的な関与
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全を目指して、私たちは湿地の現場で活動する人び
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▲ラムサール条約COP10会場でアピール行動をする
　日韓のNGOメンバー



6. 湿地の生物多様性を守る全国キャンペーン
   「湿地のグリーンウェイブ」  ～水のつながり  命のつながり～

●「湿地のグリーンウェイブ」のねらい

　川や湖、田んぼや干潟・浅海域など、湿地は生命が

生まれ育まれるかけがえのない場所であり、保全し

て賢明に利用することが大切であるにもかかわら

ず、開発や環境汚染などにより湿地の消失・劣化が続

いています。　この傾向を変えようと、湿地の生きも

のの魅力・豊かさ・人とのつながりの大切さをつた

え、湿地の守り人を育てるという参加型の活動が、日

本各地の団体により数多く実施されてきています。

観察会・生きもの調査・田植え・学習会・ワークショッ

プなどです。　しかしこういった地域での素晴らし

い活動も全国には伝わりにくく、環境省も地域の団

体やその活動についての詳しい情報はあまり持って

いないようです。

　身近な湿地に出かけて生きものたちに触れ、その

魅力を知ることが湿地を守るための最初のステップ

だとすると、その貴重な自然体験の機会を提供して

いるのが地域NGOの活動です。　ラムサール・ネット

ワーク日本（ラムネットＪ）は、地域の団体が実施する

多様な活動を「湿地のグリーンウエィブ」として束

ね、全国に広く伝えて参加者を増やし、湿地の生物多

様性の保全と賢明な利用の主流化を図っています。

●国際的なキャンペーン「グリーンウェイブ」などとの関係

　5月22日の「国際生物多様性の日」を中心に、生物多

様性を向上させるキャンペーン「グリーンウェイブ」

が、世界各国で開催されています（主催：生物多様性

条約事務局）。

　日本でも国連生物多様性の10年日本委員会

（UNDB-J／事務局：環境省）などの主催で毎年「グ

リーンウェイブ」が実施されており、ラムネットＪ

は、これに湿地部門から「湿地のグリーンウェイブ」

として独自に参加団体を募り、参加してきています。
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多数の主体の連携事業であることなどが評価され

て、UNDB-Jの連携事業として認定され、さらに「グ

リーンウェイブ・オフィシャル・パートナー」に任命

されています。

●具体的に実施していること

　「湿地のグリーンウェイブ」は毎年1月に、ウェブサ

イトやニュースレターなどで、参加団体の募集を開

始します。参加を希望する団体は2月末日までにラム

ネットＪへ参加企画と実施要領などを知らせ、各地

で自由にそれぞれの活動を実施します。

　ラムネットＪは全国版のチラシや専用ウェブサイ

トで情報を全国に伝え、政府の「グリーンウェイブ」

にも登録します。また、湿地に関する展示物のレンタ

ルなども行っています。キャンペーン終了後には報

告集を作成し、報告会（隔年）を開催します。

　さらに、国際自然保護連合日本委員会（IUCN-J）に

よる「にじゅうまるプロジェクト」とも連携し、「に

じゅうまる」への登録も推進しています。

【関連ウェブサイト】

・湿地のグリーンウェイブ専用ウェブサイト： 　

  http://www.ramnet-j.org/gw/

・湿地のグリーンウェイブ Facebook： 

  https://www.facebook.com/groups/2358414017722340/

・日本のグリーンウェイブ：  

  http://greenwave.undb.jp/

・生物多様性条約グリーンウェイブ（英文）： 

  http://greenwave.cbd.int/ja/node/2

・にじゅうまるプロジェクト： http://bd20.jp/

●これまでの活動について（2010年～2018年）

　2010年、ラムネットＪは「田んぼのグリーンウ

エィブ」として、生物多様性条約（CBD）の国際的なキ

ャンペーンである「グリーンウエィブ」に初参加しました。

　全国各地から約30のイベントが参加し、栃木のメ

イン会場ではエアバス社の協力によりＴシャツなど

が提供されました。また、ナイロビで開催された

CBD-COP10事前準備会合であるSBSTTA（科学技術

助言補助機関会合）期間中、国際協力機構（JICA）の協

力を得て、ムエア地区で「田んぼの生きもの調べ」を

実施、現地の子どもや大人が多数参加しました。

　その後、2011年からは「湿地のグリーンウェイブ」

として参加することを決め、2018年まで毎年30～60

のイベントが参加しています。　この間に,エコプロ

展・地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）・丸の

内さえずり館などで展示・ワークショップ・シンポジ

ウムを開催し、全国のNGOによる湿地保全活動を紹

介しました。

　活動にはセブンイレブンみどりの基金・パタゴニ

ア・（株）アレフなどからの助成があり、さまざまなイ

ベントの開催、冊子・展示ポスターなどの作成もでき

ました。　東日本大震災（2011年3月）関連では、被害

を受けた福島・宮城・栃木のNGOによる緊急報告会

をGEOCで開催し、2012年には「東日本大震災復興活

動支援のための視察ツアー」を湿地のグリーンウェ

イブとして実施しました。

　植樹活動が中心のグリーンウェイブに、ラムネット

Ｊのこれらの活動が、生物多様性関連の多様な活動

を誘い込んだことは評価できます。 2018年からは担

当者が交代し、さらに新たな広がりを見せています。

●これからの活動について

　より多くの団体や市民の参加を得るために自治

体・企業・メディアなどを含め、縦割り／世代を超え

た多様な主体との連携が必要とされています。「湿地

環境だけではなく、たとえば地域湿地から産出され

る名産物などの魅力も伝え、現場に足を運んでもら

うことが大切」と報告しているNGOもあります。

　ラムネットＪは今後、地域との交流・対話の機会を

増やし、ラムサール条約や生物多様性条約のCEPA戦

略やガイドラインなども参考にしながら、多様なセ

クターと連携し、湿地のグリーンウェイブ活動を推

進していきたいと考えています。

安藤　よしの



Ramsar Network Japan

●「湿地のグリーンウェイブ」のねらい

　川や湖、田んぼや干潟・浅海域など、湿地は生命が

生まれ育まれるかけがえのない場所であり、保全し

て賢明に利用することが大切であるにもかかわら

ず、開発や環境汚染などにより湿地の消失・劣化が続

いています。　この傾向を変えようと、湿地の生きも

のの魅力・豊かさ・人とのつながりの大切さをつた

え、湿地の守り人を育てるという参加型の活動が、日

本各地の団体により数多く実施されてきています。

観察会・生きもの調査・田植え・学習会・ワークショッ

プなどです。　しかしこういった地域での素晴らし

い活動も全国には伝わりにくく、環境省も地域の団

体やその活動についての詳しい情報はあまり持って

いないようです。

　身近な湿地に出かけて生きものたちに触れ、その

魅力を知ることが湿地を守るための最初のステップ

だとすると、その貴重な自然体験の機会を提供して

いるのが地域NGOの活動です。　ラムサール・ネット

ワーク日本（ラムネットＪ）は、地域の団体が実施する

多様な活動を「湿地のグリーンウエィブ」として束

ね、全国に広く伝えて参加者を増やし、湿地の生物多

様性の保全と賢明な利用の主流化を図っています。

●国際的なキャンペーン「グリーンウェイブ」などとの関係

　5月22日の「国際生物多様性の日」を中心に、生物多

様性を向上させるキャンペーン「グリーンウェイブ」

が、世界各国で開催されています（主催：生物多様性

条約事務局）。

　日本でも国連生物多様性の10年日本委員会

（UNDB-J／事務局：環境省）などの主催で毎年「グ

リーンウェイブ」が実施されており、ラムネットＪ

は、これに湿地部門から「湿地のグリーンウェイブ」

として独自に参加団体を募り、参加してきています。

15

多数の主体の連携事業であることなどが評価され

て、UNDB-Jの連携事業として認定され、さらに「グ

リーンウェイブ・オフィシャル・パートナー」に任命

されています。

●具体的に実施していること

　「湿地のグリーンウェイブ」は毎年1月に、ウェブサ

イトやニュースレターなどで、参加団体の募集を開

始します。参加を希望する団体は2月末日までにラム

ネットＪへ参加企画と実施要領などを知らせ、各地

で自由にそれぞれの活動を実施します。

　ラムネットＪは全国版のチラシや専用ウェブサイ

トで情報を全国に伝え、政府の「グリーンウェイブ」

にも登録します。また、湿地に関する展示物のレンタ

ルなども行っています。キャンペーン終了後には報
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  https://www.facebook.com/groups/2358414017722340/

・日本のグリーンウェイブ：  

  http://greenwave.undb.jp/

・生物多様性条約グリーンウェイブ（英文）： 

  http://greenwave.cbd.int/ja/node/2

・にじゅうまるプロジェクト： http://bd20.jp/

●これまでの活動について（2010年～2018年）

　2010年、ラムネットＪは「田んぼのグリーンウ

エィブ」として、生物多様性条約（CBD）の国際的なキ

ャンペーンである「グリーンウエィブ」に初参加しました。

　全国各地から約30のイベントが参加し、栃木のメ

イン会場ではエアバス社の協力によりＴシャツなど

が提供されました。また、ナイロビで開催された

CBD-COP10事前準備会合であるSBSTTA（科学技術

助言補助機関会合）期間中、国際協力機構（JICA）の協

力を得て、ムエア地区で「田んぼの生きもの調べ」を

実施、現地の子どもや大人が多数参加しました。

　その後、2011年からは「湿地のグリーンウェイブ」

として参加することを決め、2018年まで毎年30～60

のイベントが参加しています。　この間に、エコプロ

展・地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）・丸の

内さえずり館などで展示・ワークショップ・シンポジ

ウムを開催し、全国のNGOによる湿地保全活動を紹

介しました。

　活動にはセブンイレブンみどりの基金・パタゴニ

ア・（株）アレフなどからの助成があり、さまざまなイ

ベントの開催、冊子・展示ポスターなどの作成もでき

ました。　東日本大震災（2011年3月）関連では、被害

を受けた福島・宮城・栃木のNGOによる緊急報告会

をGEOCで開催し、2012年には「東日本大震災復興活

動支援のための視察ツアー」を湿地のグリーンウェ

イブとして実施しました。

　植樹活動が中心のグリーンウェイブに、ラムネット

Ｊのこれらの活動が、生物多様性関連の多様な活動

を誘い込んだことは評価できます。 2018年からは担

当者が交代し、さらに新たな広がりを見せています。

●これからの活動について

　より多くの団体や市民の参加を得るために自治

体・企業・メディアなどを含め、縦割り／世代を超え

た多様な主体との連携が必要とされています。「湿地

環境だけではなく、たとえば地域湿地から産出され

る名産物などの魅力も伝え、現場に足を運んでもら

うことが大切」と報告しているNGOもあります。

　ラムネットＪは今後、地域との交流・対話の機会を

増やし、ラムサール条約や生物多様性条約のCEPA戦

略やガイドラインなども参考にしながら、多様なセ

クターと連携し、湿地のグリーンウェイブ活動を推

進していきたいと考えています。

▲ナイロビ／田んぼの生きもの調べ

▲（株）アレフ／水路の生きもの調べ

▲ラムサール条約COP13で展示したバナー

▲曽根干潟／カブトガニ発見



7. 「田んぼの生物多様性向上10年プロジェクト」って何？

●みんなの力で田んぼに生きものを取り戻そう

　田んぼの生物多様性向上10年プロジェクト（田んぼ

10年プロジェクト）は、2010年に名古屋市で開かれた

生物多様性条約第10回締約国会議（CBD-COP10）を

契機に誕生しました。　このCBD-COP10では、日本

政府の提案により、劣化した生きものの世界を回復

するために、2020年までの10年間に行う20の具体目

標（「愛知目標」）の実行が決まりました。　またラム

サール・ネットワーク日本（ラムネットＪ）の発意によ

り「国連生物多様性の10年（UNDB）」という幅広い国

際的な枠組みもできました。

　ラムネットＪでは、それまでもラムサール条約や

生物多様性条約の締約国会議で、田んぼの生物多様

性向上の重要性をアピールする活動を行なってきま

したが、それが両条約での水田の生物多様性向上を

めざす決議などの採択に結びつきました。

　ラムネットＪではこれらの決議を追い風とし、20

の愛知目標に対応する18の「水田目標」をつくり、そ

れを現場で実行しやすい具体的な行動計画にまとめ

た、「田んぼ10年プロジェクト」を立ちあげました。　

これは田んぼの生きものに関わるさまざまな分野の

方々に広く呼びかけるもので、関心がある方は誰で

も参加できる活動です。

●どうすれば参加できるのか

　田んぼ10年プロジェクト行動計画18の水田目標

の中から自分ができることを最低１つ選び、登録す

れば、メンバーになることができます。　田んぼ10年

プロジェクトがめざすのは、“一人の百歩よりは百人
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の一歩”で、たくさんの小さな力を束ねて田んぼの生

きものへの関心を大きな力とすることです。

　農家でも非農家でも、個人でも団体でも、すでに活

動を行っている方でも、これから始めようと考えて

いる方でも、自分ができる範囲で参加し、お互いの交

流を深めることができます。　また参加していただ

くことにより、みなさんが現場で行っている一つひ

とつの取り組みが、国際社会がめざす生物多様性の

向上に貢献しているのだということも実感していた

だけます。

　田んぼ10年プロジェクトには、252の個人・団体の

方が参加されていますが（2019年3月31日現在）、ま

だまだ不十分です。　1人でも多くの方のご参加をお

待ちしています。

　詳細は、田んぼ10年プロジェクトのホームページ

を参照してださい。　ホームページから行動計画の

ダウンロードや登録もできます。

・田んぼ10年プロジェクト  https://tambo10.org/

・行動計画　http://www.ramnet-j.org/tambo10/

  tambo/about/tambo10plan-h.pdf

・登録 　http://www.ramnet-j.org/tambo10/

  tambo/participate/paindex.html

●これまでの取り組み

　2011年の3.11大震災のために準備が遅れました

が、田んぼ10年プロジェクトは2013年2月に栃木県

小山市のキックオフ・シンポジウムで正式に誕生し

たました。　その後、参加者みなさんの意見交換や交

流の場としてメーリングリストの立ち上げや、九州

（大分）から東北（秋田）の各地で地域交流会（9回）、全

国集会（4回）を行ってきました（2019年3月現在）。

　また、参加者のみなさんのお互いの顔が見え、交流

に役立つツールとして機関紙『田んぼ10年だより～

田んぼわらしのささやき～』を創刊し、これまで15回

刊行しています（2019年3月現在）。　この『田んぼ10

年だより』には、できるだけ多くの方に紙面に登場し

ていただき、その活動を紹介するよう心がけています。

　このたよりのサブタイトルに登場する「田んぼわ

らし」は、田んぼ10年プロジェクトのために新たに

創ったキャラクターです。　岩手県遠野の民話には、

「座敷童子（ざしきわらし）」という、屋敷に住みつい

た福の神のような子どもの精霊が登場します。　「田

んぼわらし」は、その田んぼ版で、生きものでにぎわ

う田んぼだけに住む福の神です。　田んぼの生きも

のの言葉を理解し、そのメッセージを私たち人間に

耳元でそっと「ささやいて」教えてくれます。　みな

さんもぜひ田んぼわらしのささやきに耳を傾けてく

ださい。そして田んぼわらしが住み続けられる田ん

ぼを増やしていただきたいと思います。　なお、田ん

田んぼ10年プロジェクト
ステッカー「田んぼわらし」
Ⓡ幕田晶子

田んぼの生物多様性
向上10年プロジェクト
行動計画書

ぼ10年プロジェクトに参加されるみなさんには、こ

の田んぼわらしをあしらったステッカーセットを提

供しています。

●国連生物多様性10年日本委員会の認定連携事業と

今後の活動方針

　国際自然保護連合日本委員会（IUDN-J）が愛知目

標達成をめざして主宰する、民間主導の「にじゅうま

るプロジェクト」にも、田んぼ10年プロジェクトは参

加しています。

　その中で国連生物多様性の10年日本委員会

（UNDB-J）が、優れた取り組みを連携事業として認

定する仕組みがあります。　その第１弾の連携事業

に、田んぼ10年プロジェクトが認定されました。また

その後田んぼ10年に参加する多くの団体が続々と連

携事業に認定されています。　さらに国外でも

「RiceBED Project」として、アジア、アフリカ、中南米

でも賛同者が増えつつあります。

　この取り組みは、2020年で節目を迎えますが、

2020年以降も新たな行動計画に基づいて活動を継

続します。新・田んぼ10年プロジェクトでは、これま

での活動を軸とし、新たに国連が提唱している「持続

可能な開発目標（SDGs）」の生物多様性にかかわる項

目を加える予定です。

　田んぼから生物多様性の大きなうねりを生み出す

ために、今後ともより多くのみなさんのご参加、ご協

力をお待ちしています。

呉地　正行　
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●みんなの力で田んぼに生きものを取り戻そう

　田んぼの生物多様性向上10年プロジェクト（田んぼ

10年プロジェクト）は、2010年に名古屋市で開かれた

生物多様性条約第10回締約国会議（CBD-COP10）を

契機に誕生しました。　このCBD-COP10では、日本

政府の提案により、劣化した生きものの世界を回復

するために、2020年までの10年間に行う20の具体目

標（「愛知目標」）の実行が決まりました。　またラム

サール・ネットワーク日本（ラムネットＪ）の発意によ

り「国連生物多様性の10年（UNDB）」という幅広い国

際的な枠組みもできました。

　ラムネットＪでは、それまでもラムサール条約や

生物多様性条約の締約国会議で、田んぼの生物多様

性向上の重要性をアピールする活動を行なってきま

したが、それが両条約での水田の生物多様性向上を

めざす決議などの採択に結びつきました。

　ラムネットＪではこれらの決議を追い風とし、20

の愛知目標に対応する18の「水田目標」をつくり、そ

れを現場で実行しやすい具体的な行動計画にまとめ

た、「田んぼ10年プロジェクト」を立ちあげました。　

これは田んぼの生きものに関わるさまざまな分野の

方々に広く呼びかけるもので、関心がある方は誰で

も参加できる活動です。

●どうすれば参加できるのか

　田んぼ10年プロジェクト行動計画18の水田目標

の中から自分ができることを最低１つ選び、登録す

れば、メンバーになることができます。　田んぼ10年

プロジェクトがめざすのは、“一人の百歩よりは百人
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の一歩”で、たくさんの小さな力を束ねて田んぼの生

きものへの関心を大きな力とすることです。

　農家でも非農家でも、個人でも団体でも、すでに活

動を行っている方でも、これから始めようと考えて

いる方でも、自分ができる範囲で参加し、お互いの交

流を深めることができます。　また参加していただ

くことにより、みなさんが現場で行っている一つひ

とつの取り組みが、国際社会がめざす生物多様性の

向上に貢献しているのだということも実感していた

だけます。

　田んぼ10年プロジェクトには、252の個人・団体の

方が参加されていますが（2019年3月31日現在）、ま

だまだ不十分です。　1人でも多くの方のご参加をお

待ちしています。

　詳細は、田んぼ10年プロジェクトのホームページ

を参照してださい。　ホームページから行動計画の

ダウンロードや登録もできます。

・田んぼ10年プロジェクト  https://tambo10.org/

・行動計画　http://www.ramnet-j.org/tambo10/

  tambo/about/tambo10plan-h.pdf

・登録 　http://www.ramnet-j.org/tambo10/

  tambo/participate/paindex.html

●これまでの取り組み

　2011年の3.11大震災のために準備が遅れました

が、田んぼ10年プロジェクトは2013年2月に栃木県

小山市のキックオフ・シンポジウムで正式に誕生し

ました。　その後、参加者みなさんの意見交換や交流

の場としてメーリングリストの立ち上げや、九州（大

分）から東北（秋田）の各地で地域交流会（9回）、全国

集会（4回）を行ってきました（2019年3月現在）。

　また、参加者のみなさんのお互いの顔が見え、交流

に役立つツールとして機関紙『田んぼ10年だより～

田んぼわらしのささやき～』を創刊し、これまで15回

刊行しています（2019年3月現在）。　この『田んぼ10

年だより』には、できるだけ多くの方に紙面に登場し

ていただき、その活動を紹介するよう心がけています。

　このたよりのサブタイトルに登場する「田んぼわ

らし」は、田んぼ10年プロジェクトのために新たに

創ったキャラクターです。　岩手県遠野の民話には、

「座敷童子（ざしきわらし）」という、屋敷に住みつい

た福の神のような子どもの精霊が登場します。　「田

んぼわらし」は、その田んぼ版で、生きものでにぎわ

う田んぼだけに住む福の神です。　田んぼの生きも

のの言葉を理解し、そのメッセージを私たち人間に

耳元でそっと「ささやいて」教えてくれます。　みな

さんもぜひ田んぼわらしのささやきに耳を傾けてく

ださい。そして田んぼわらしが住み続けられる田ん

ぼを増やしていただきたいと思います。　なお、田ん

▲キックオフシンポジウム（2013年２月／小山市）

ぼ10年プロジェクトに参加されるみなさんには、こ

の田んぼわらしをあしらったステッカーセットを提

供しています。

●国連生物多様性10年日本委員会の認定連携事業と

今後の活動方針

　国際自然保護連合日本委員会（IUCN-J）が愛知目

標達成をめざして主宰する、民間主導の「にじゅうま

るプロジェクト」にも、田んぼ10年プロジェクトは参

加しています。

　その中で国連生物多様性の10年日本委員会

（UNDB-J）が、優れた取り組みを連携事業として認定

する仕組みがあります。 その第１弾の連携事業に、田

んぼ10年プロジェクトが認定されました。 またその

後田んぼ10年に参加する多くの団体が続々と連携事

業に認定されています。 さらに国外でも「RiceBED 

Project」として、アジア、アフリカ、中南米でも賛同者

が増えつつあります。

　この取り組みは、2020年で節目を迎えますが、

2020年以降も新たな行動計画に基づいて活動を継

続します。新・田んぼ10年プロジェクトでは、これま

での活動を軸とし、新たに国連が提唱している「持続

可能な開発目標（SDGs）」の生物多様性にかかわる項

目を加える予定です。

　田んぼから生物多様性の大きなうねりを生み出す

ために、今後ともより多くのみなさんのご参加、ご協

力をお待ちしています。

田んぼ10年プロジェクト
ステッカー（英語版)
Ⓡ幕田晶子



8. 香港上海銀行（HSBC）の支援により実施した湿地保全活動

　2014年より2018年まで香港上海銀行（HSBC）の

支援を受けて、ラムサール・ネットワーク日本（ラム

ネットＪ）が窓口となって、北海道から沖縄まで、日

本各地の湿地保全の取り組みを支援してきました。

●スポンサー企業のHSBC

　HSBCは、持続可能なコミュニティに資するため、

2017年で1億3,600万米ドルを地域やNGOなどの寄

附に充てています。　また、従業員は、合計で272,000

時間を社会貢献のためのボランティア活動に充てて

います。

　HSBCの社会貢献の分野は、3つのテーマ「教育」

「水」「コミュニティ」に分かれています。

（出典：HSBC サスティナビリティwebサイト）

●関連プログラム

　ラムネットＪと関わりのある分野は、まず、2012

年～2016年の5年間継続したウォーター・プログラム

でした。　私たちは、2014年から「エコトーン・プロジェ

クト」と称して参加し、後半の3年間でのべ34カ所の

湿地保全活動の支援を行なうことができました。

　また、2015年～2017年の3年間は、コミュニティ支

援の一環として、特別に被災地復興支援プロジェク

トが導入されました。ラムネットＪの関係する団体

のなかで、とりわけ東北地方にあって、東日本大震災

の影響を強く受けた団体を選出し、3年間でのべ12カ

所の湿地保全活動を支援することができました。

●パートナー団体

　2015年からHSBCと直接契約を締結することがで

きなくなったため、一般社団法人環境パートナー

シップ会議（EPC）にパートナー団体となっていただ

いて、間接的に契約を締結することで、支援活動を継
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続してきました。　また、2017年からは、EPCに代

わって、特定非営利活動法人日本国際湿地保全連合

（WIJ）にパートナー団体となっていただいています。

後藤　尚味

▲箱メガネで川底を観察

▲HSBC関係者とのエコツアー

▲津波で消失した松林の復興作業

▲環境配慮型の田んぼで収穫されたお米
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支援プログラム

2014年
エコトーン・プロジェクトⅠ

〈サイトビジット〉 渡良瀬遊水地（栃木県）

 8 団体

支援団体

2015年

エコトーン・プロジェクトⅡ

被災地復興支援プロジェクトⅠ

〈サイトビジット〉 中池見湿地（福井県）

14団体

 4 団体

12団体

 4 団体2016年

エコトーン・プロジェクトⅢ

被災地復興支援プロジェクトⅡ

〈サイトビジット〉 戸島湿地（兵庫県）

10団体

 4 団体2017年

プロジェクトWISE Ⅰ

被災地復興支援プロジェクトⅢ

〈サイトビジット〉 なし

12団体
2018年

プロジェクトWISE Ⅱ

〈サイトビジット〉 なし

これまでにHSBCの支援を受けて
実施してきた活動一覧表

主な支援団体

福井県　中池見ねっと（中池見湿地）

兵庫県　コウノトリ湿地ネット
　　　　（豊岡市ハチゴロウ戸島湿地）

宮城県　蕪栗ぬまっこくらぶ（蕪栗沼）

福岡県　ふくおか湿地保全研究会（博多湾）

福岡県　ウエットランドフォーラム（和白干潟）

徳島県　とくしま自然観察の会（吉野川河口）

栃木県　NPO法人 民間稲作研究所（上三川町）

福島県　はぜっ子倶楽部（松川浦）

北海道　サクラマスまもり隊！（サンル川）

北海道　タンチョウ保護研究グループ
　　　　（オホーツク沿岸地域）

▲干潟の調査・観察会

▲河口での野鳥観察会

▲葦の刈り取り作業

▲水辺のいきもの観察会

▲かご罠で在来種のカメを捕獲

▲干潟のプランクトンの観察



9. 絶滅危惧種ヘラシギと激減するシギ・チドリ類の保護を目指して

　シギ・チドリ類は、多くが繁殖と越冬のために毎年

地球上を南北に往復する渡り鳥です。 移動距離の長

い種では北極圏と南半球まで片道1万キロ以上を一

気に移動するという記録も特別なものではありませ

ん。 彼らはこの過酷な渡りの途中、餌となる生物の豊

かな干潟を訪れてエネルギーの補給をします。　日

本を含む中緯度地域の干潟は、彼らにとって絶好の

給油所の役割を果たしてきました。

　いまでこそ、日本国内の新たな干潟・河口域の開発

はなくなってきましたが、開発によるさまざまな問

題はあとを絶ちません。　私たちは、目に見えにくい

干潟生態系の豊かさを示してくれる重要な指標生物

として、日本各地の団体とともに、政府の実施する国

内の生きもののモニタリングプロジェクト「モニタ

リングサイト1000」の一つシギ・チドリ類調査への

協力など、シギ・チドリ類と、干潟を含むその生息地

の保全に力を注いできました。

　また、シギ・チドリ類の調査と保全活動の大切さ

は、日本だけにとどまりません。　黄海沿岸の中国・

韓国では開発が大きく進行し、アジアのほかの国で

も開発の進行が予想されています。　国際的な課題

に対して、私たちは東アジア・オーストラリア地域水

鳥保全パートナーシップ（EAAFP）という枠組みと協

力して活動してきました。　EAAFPはシギ・チドリ類

を含む水鳥の渡り経路にある、政府・国際機関・国際
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NGOと私企業が協力して、水鳥の保護・生息地保全・

啓発活動をする枠組です。

　とくに、シギ・チドリ類の減少を象徴する絶滅危惧

種、ヘラシギは日本においても、国際的にも重要で

す。　スズメほどの大きさのシギの仲間で、名前のと

おり嘴がスプーンの形をした魅力的な種です。

　ロシア北極圏東端、チュコト自治区沿岸部で繁殖、

日本を含む大陸東海岸を通り、ミャンマー・バングラ

デシュなど東南アジアで越冬し、ユーラシア大陸東

部だけに生息する種です。　今世紀になって急速に

減少し、2015年現在地球全体で100-200番い、総個体

数は250-600と推計されます。　そしてこの減少傾

向はヘラシギだけでなく、程度の差はあれ、シギ・チ

ドリ類全てに見られます。干潟や水田などの生息地

全般が劣化しているのです。

　ヘラシギについて、私たちは国際的なチームの一

員として経団連自然保護基金他の助成を受けて、

2001年から繁殖地の営巣数の危機的な減少や、越冬

地としてのミャンマーの重要性を明らかにしてきま

した。ラムネットＪはこれを引き継いで、それまでの

国際チームからなるEAAFP特別部会と協力して、同

基金の援助のもと、ミャンマーの現地団体と一緒に

モッタマー湾の底生生物とシギ・チドリ類の調査を

し、また九州のシギ・チドリ類中継地の人びととヘラ

シギ専門家との間の講演と情報交換の機会を作って

きました。

　近年は国際団体による人工繁殖や、孵卵器で繁殖

成功率を高める「ヘッドスタート」のみならず、ラム

ネットＪを含む多くの団体が協力して調査・啓発な

どプロジェクトの保全活動を行っています。世界的

な協力体制を通して危機的な減少の阻止することが

急務です。

　日本では、バードウォッチャー・保護団体・研究者

などがシギ・チドリ類の保護・保全のために長い間活

動してきた歴史と経験の積み重ねがあります。　ア

ジアにはこの経験を必要としているところがたくさ

んあります。　また、地理的位置からも貢献の可能性

があります。国内の保護団体や個人が手を携えた保

全の活動が必要です。　多くの方がたと協力し、ヘラ

シギをはじめとするシギ・チドリ類とその生息地の

保全を進めていきます。

▲ヘラシギ成鳥

▲ヘラシギのヒナ

柏木　実



Ramsar Network Japan

　シギ・チドリ類は、多くが繁殖と越冬のために毎年

地球上を南北に往復する渡り鳥です。 移動距離の長

い種では北極圏と南半球まで片道1万キロ以上を一

気に移動するという記録も特別なものではありませ

ん。 彼らはこの過酷な渡りの途中、餌となる生物の豊
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ドリ類全てに見られます。干潟や水田などの生息地

全般が劣化しているのです。
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シギをはじめとするシギ・チドリ類とその生息地の

保全を進めていきます。

▲ヘラシギのヒナ

▲ノリ網の棒を休息場所として利用するハマシギ／有明海



10. 条約湿地50から100へ

　2007年11月に策定された第3次生物多様性国家戦

略では、2012年のラムサール条約第11回締約国会議

（ラムサールCOP11）までに、国内のラムサール条約

湿地を10カ所追加登録する目標が揚げられていまし

た。2008年のラムサールCOP10で4カ所が追加登録

され、2012年までの間に6カ所が追加登録されなけ

ればならない状況下で、環境省は2010年1月、「ラム

サール条約湿地候補地検討会」を設けました。

　ラムネットＪは2010年1月7日に、環境省に候補地

選定に関する提言書を提出しました。　この提言書

では、COPごとに10カ所以上の追加登録と10万ヘク

タールの登録面積の増加を目標にして、2030年の

COP17までには、日本国内で100カ所以上、75万ヘク

タール以上の登録を実現させていくべきとして、そ

のために保護区の指定の問題や規模の大小の問題な

ど、従来の候補地選定方針の大幅な見直しを提言し

ました。

　同年5月には、環境省と検討会に対し、ラムネット

Ｊと関わりのある16カ所の湿地（2005年に候補地に

なっていた湿地を除く）を新たな候補地に推薦しま

した。

　同年9月に検討会の答申を受けて環境省が選定し

た172カ所の潜在候補地には、三番瀬や和白干潟のほ

か、5月に推薦した16カ所から11カ所（松川浦・渡良
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瀬遊水地・霞ヶ浦・矢並湿地・六条潟・汐川干潟・中池

見湿地・円山川下流域・吉野川河口・曽根干潟・泡瀬干

潟）が選定されました。

　2011年1月には、ラムネットＪは環境省と国土交

通省に対し、河川法を保全の法的担保とする条約湿

地登録等に関する要望書を提出し、その後、環境省

は、渡良瀬遊水地と円山川下流域について、ラムサー

ル条約湿地に登録する場合の保全の法的担保につい

て、鳥獣捕獲規制は鳥獣保護法に基づく一般の鳥獣

保護区と土地利用規制は河川法に基づく河川区域の

組み合わせを可とする方針を決定しました。

　2012年7月のラムサールCOP11年を前に、日本は9

カ所を条約湿地に登録しましたが、そのうちラム

ネットＪに関わりのある湿地のなかでは、渡良瀬遊

水地、円山川下流域・周辺水田、中池見湿地、東海丘陵

湧水湿地群（矢並湿地）が登録されました。

●キャンペーン「条約湿地50から100へ」を提唱

　2012年9月に策定された「生物多様性国家戦略

2012-2020」では、2020年までに新たに10カ所を条

約湿地に登録する目標が掲げられました。

　2015年6月のラムサールCOP12を前に、日本は４

カ所を条約湿地に登録して、日本の条約湿地は50カ

所となりました。ラムネットＪは、中長期目標として

正式に100カ所の登録をめざすべきとして「条約湿地

50から100へ」のキャンペーンを開始し、2016年6月

には葛西臨海公園鳥類園で「条約湿地50から100へ」

のシンポジウムを行いました。

　2017年3月には、ラムネットＪは環境省に対して、

2018年のCOP13に向けて国内の条約湿地の目標を

100カ所とし、湿地の登録と保全・利用・管理を推進さ

れることを要望する要望書を提出し、登録すべき湿

地として、天塩川下流域、旧長都沼および千歳川周辺

湿地、勇払原野（弁天沼周辺）、志津川湾（南三陸町）、

大潟村干拓地、松川浦、葛西・三枚洲、三番瀬と周辺、

盤洲干潟、表浜、吉野川河口域、博多湾東部、中津干

潟、球磨川河口、大瀬海岸、泡瀬干潟、米須海岸の17カ

所を推薦しました。　要望書提出時には、各地で活動

しているNGOも交えて環境省野生生物課と意見交

換を行っています。

　その後、各地の登録推進の活動で必要とされる条

約の運用などの資料などを提供し、地域での研修会

やシンポジウムへ共催や講師の派遣を行っています。

具体的には、葛西三枚洲登録を目指して法政大学で

2017年12月にシンポジウムを共催し、吉野川河口域

では2017年に学習会への講師派遣、球磨川河口では

2018年に勉強会への講師派遣などを行いました。

　2018年10月のドバイでのラムサールCOP13の前

には、日本は、ラムネットＪが推薦していた葛西海浜

公園（葛西三枚洲）と志津川湾の2カ所の条約湿地を

登録し、日本の条約湿地は52カ所となりました。

2019年3月には、地元で条約湿地登録をめざすこと

になった河北潟でのシンポジウムに講師を派遣して

います。

　ラムネットＪとしては、今後、一日も早く日本の条

約湿地100カ所が達成できるよう、登録推進活動を継

続するとともに、登録された条約湿地だけでなく国

内の湿地について、保全と賢明な利用、CEPAが確実

に実践されるために、国別報告書の点検や国内連絡

会など、ラムサール条約に基づいた取り組みにも注

力したいと思います。

▲中池見湿地（福井県敦賀市）

▲渡良瀬遊水地（栃木県・群馬県・埼玉県・茨城県）

金井　裕／浅野　正富
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▲松川浦（福島県相馬市） ▲球磨川河口（熊本県八代市）

▲吉野川河口（徳島県徳島市）



11. 沖縄の湿地保全の取り組み

　「東洋のガラパゴス」といわれる沖縄は、生物多様

性豊かな地です。 なかでも沿岸部に広がるサンゴ礁

は、魚や貝や海草などが採れる場所であり、浜下りな

どの文化的行事を支える場所でもあり、また島を守

る防波堤の役割を果たしています。 まさに沖縄の人

びとの暮らしを支えてきた場所です。 これは、全国で

172カ所あるラムサール条約湿地登録の潜在候補地

のうち23カ所が沖縄にあることにも示されています。 

ところが1972年に沖縄が日本に復帰して以来、沖縄

の自然は急速に失われつつあります。 泡瀬干潟、那覇

空港滑走路の増設などのようにサンゴ礁がどんどん

埋め立てられ、世界に誇る自然環境が失われようと

しています。

●「沖縄・開発問題部会」の活動

　私たちラムネットＪの沖縄・開発問題部会は、沖縄

の自然・湿地を保全するためにさまざまな取り組みを

行っています。 2009年には沖縄が抱える問題を見て

いただくために「沖縄大問題ツアー」を企画し、全国

から参加した13名の方がたを泡瀬干潟、辺野古・大浦

湾、やんばるの森、浦添、大嶺海岸などの現場に案内

し、失われる自然や問題を実感していただきました。

　また沖縄島中部には、サンゴ礁域には珍しい干潟

が広がる泡瀬干潟があります。 ここでは、「土砂捨て

場」という名目で、2002年から埋め立てが進んでい

ます。埋立地の中はすでに土砂の投入が進んでしま
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いましたが、埋立地の周辺に残った干潟を残したいと

思っています。 将来にわたりきちんと保護されるよ

う、ラムサール条約の湿地登録を目指しています。

2018年10月にドバイで開催されたラムサール条約

COP13での登録はかないませんでしたが、現在、私た

ちの数度の要請を踏まえて、沖縄県と沖縄市が話し合

いを進め、早期の実現ができるように取り組んでいま

す。 保護の網をかけることに反対する声もあります

が、生物多様性豊かなこの海を守る方が次世代のため

になることを広く伝え、多くの人びとといっしょに干

潟を守っていくことを望んでいます。

●現在進行形の“生物多様性の危機”

　泡瀬干潟では、2017年より毎年1～3月ごろに海藻

の一種のホソエダアオノリが大量発生し、そのため

海底に生息する貝類、甲殻類、サンゴ類などが死滅し

ています。これは、沖合いの埋め立てにより干潟が閉

鎖海域になり、水質悪化と富栄養化をまねき、水の流

れに支障が生じ、藻類が大量発生したのだと考えら

れます。 2017年はカワラガイ（準絶滅危惧／525個

体）、ニッコウガイ（絶滅危惧ⅠB類／256個体）など、

貝類だけでも合計1,844個体以上の死滅が見られて

います（個体数の調査は山下博由氏による）。

　また現在の私たちの最大の懸念は、名護市辺野古

での米軍新基地建設のために進んでいる埋め立て工

事です。 この海域の生物多様性の豊かさは国内外で

認められており、沖縄防衛局の調査でも5,334種の生

物が記録されており、そのうち262種は絶滅危惧種で

す。 環境省の重要海域（生物多様性の観点から重要度

の高い海域）の１つであり、またラムサール条約潜在

候補地の１つとしても指定されています。 ラムサー

ル条約事務局からは、2014年に状況を懸念する手紙

が日本政府宛に出されましたが、回答すらなされな

いまま現在まで埋め立て計画が進んでいます。 引き

続き国際社会に問題を訴えるため、ラムサール条約

COP13にて採択された、海草藻場を守るためのブルー

カーボンの決議に対し働きかけを行ってきました。

　こうした国内外での働きかけだけでなく、県民投票

や参議院選挙などで多くの沖縄県民が反対の意志を

示しているにもかかわらず、2017年4月より護岸工事

が開始され、2018年末より土砂投入が行われています。

　一方で、沖縄島周辺海域に生息が確認されていた3

頭のジュゴンのうち、この海域を利用していたジュ

ゴンＣが2015年より消息不明になり、隣接する嘉陽

海域を用いていたジュゴンAも2018年末より消息不

明になっています。そして工事とは直接関係がない

西海岸に棲むジュゴンBが2019年3月18日に死亡し、

今帰仁村運天漁港の沖合い（沖縄島西海岸）で打ち上

げられ発見されるということがあり、多くの人が

ショックを受けました。 ジュゴンBの死因はまだ分

からないものの、基地建設も含め私たち人間の行動

が、この海域をジュゴンが棲めない環境にしてし

まったことは確かです。

　辺野古の埋め立て工事が予定されている海底には

活断層がある可能性が高いこと、軟弱地盤があり深

場の工事内容の変更が必要なこと、設計変更には県

知事権限があること、深場を埋めるサンドコンパクショ

ンパイルという方法には大量の海砂が必要であるこ

と、水深90mに及ぶ深海を埋めた前例がないことな

ど、今後の埋立てが困難であることは指摘されてい

ます。 しかしながら、日々失われている海草藻場や消息

不明のジュゴンのことを考えると時間がありません。

　今後とも泡瀬干潟のラムサール条約登録と辺野

古・大浦湾の保全を目標とし、次世代まで残し、人び

との暮らしや観光資源として活かしたいと願ってい

ます。

▲埋め立て前の泡瀬干潟の海草藻場　©小橋川共男

▲泡瀬干潟で遊ぶ子供たち　©小橋川共男

前川　盛治／安部　真理子
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▲打ち上げられたジュゴンB  © 細川太郎

▲2018年までは多くみられたクビレミドロ（絶滅危惧 1A類）　
  © 小橋川共男

▲2019年 4月 26日の辺野古の工事のようす　
　©沖縄ドローンプロジェクト



12. 水の自然な流れを守るために
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身による湿地喪失と同時に、水の滞留によって調整

池の水質悪化を招きます。　その排水による外海へ

の影響もあります。

　こうした湿地破壊の現状は、世界各地でも同様に

みられます。メコン河や三峡ダム（中国）、セマングム

干拓・４大河川事業（韓国）など、多くの開発が湿地破

壊の要因になっており、いずれも水の自然な流れを

阻む人工物建設です。　すなわち、陸・川・海の連続性

の保全（水の自然な流れを守ること）は、世界共通の

課題でもあります。人間の住環境の制約から、必要最

低限の防災対策は止むを得ないとしても、水の自然

な流れは極力守っていかなければなりません。

　ラムサール・ネットワーク日本（ラムネットＪ）で

は、韓国湿地NGOネットワーク（KWNN）や世界湿地

ネットワーク（WWN）と協働して、「水の自然な流れ

を守る」をキーワードに、不要不急の開発による湿地

破壊を食い止めることや破壊されてしまった湿地の

再生に取り組んでいます。

　水の自然な流れを阻む人工物建設によって、一部

の企業などは一時的に潤いますが、私たちの生活を

守ってきた湿地のさまざまな機能を消失させます。

先住民の持続的な営みが奪われ、また無駄な財政負

担によって、長期的には人類全体の持続可能性を失

うこととなります。　私たちは、地域で活動している

人びととつながり、国際的な取り組みも行いながら、

不要不急の開発から湿地を救うプロジェクトを展開

しています。

●これまでの取り組みと課題

　このプロジェクトは、2016年10月に岐阜市内で行

われた第11回日韓NGO湿地フォーラムにおいて提

起され、ラムサール条約COP14での決議採択をめざ

して活動することを確認しました。

　その後、2017年11月に佐賀市内で行われたラム

サール条約の公式行事であるアジア湿地シンポジウ

ム（AWS）に向けて、諫早湾干拓事業をはじめとする

水の流れを阻む人工物建設が湿地破壊をもたらす大

きな要因であることを問題提起する提言を、ラム

ネットＪとWWN、KWNNとの連名で条約事務局に

提出しました。AWS期間中には、公式エクスカーショ

ンに参加して諫早の問題を世界からの来訪者に説明

したり、公式ステートメント採択の場で修正意見を

出したりしました。

　2018年5月に金沢市内で行われた第13回日韓

NGO湿地フォーラムでは、具体的な決議案の討議や

行動計画などを検討しました。　そして、既存の条約

決議やガイドラインを洗い出す作業を行っていくな

かで、水の自然な流れの重要性を指摘した条約・ガイ

ドラインが多くあることが確認されました。　決議

Ⅹ.19の付属書「湿地の保全と賢明な利用を河川流域

管理に組み込むための統合的手引き」、決議Ⅷ.4「統

合的沿岸域管理（ICZM）に湿地の問題を組み込むた

めの原則およびガイドライン」付属書、決議Ⅷ.16「湿

地再生の原則とガイドライン」などです。

　結局、決議・ガイドラインがあっても、有効に活用

されていないことが問題でした。　そこで、新たな決

議採択をめざすよりも、既存の決議・ガイドラインを

有効に活用するための課題を解決する方向にシフト

し、ドバイで開催されたラムサール条約COP13では

そのことをサイドイベントなどで問題提起しました。

　世界では、ダムや堰を撤去・開放して、水の自然な

流れを回復させる事例が増えており、これを参考に

プロジェクトを深化させ、持続可能な社会へ近づき

たいと考えています。

●私たちはなぜ水の自然な流れを守るのか

　日本のラムサール条約登録湿地は52カ所（2018年

／ラムサール条約COP13時点）と、着実に増えていま

す。しかし、重要湿地の減少・劣化には歯止めがか

かっていません。環境省が実施した「重要湿地500」の

見直しと同時に行われた現状把握調査（2016年4月

に公表）によれば、134湿地（調査対象の36％）が減少

傾向にあります。同じ調査の分析によれば、劣化要因

の半数以上（54％）が「開発」などの人間活動です。

　湿地破壊に影響する開発の内訳は、おもに以下の

６つです。

①埋め立て事業

②護岸整備や防潮堤などによる海岸改変

③ダム、堰事業

④複式干拓などの土地改良事業

⑤リニア新幹線などの大トンネル事業

⑥道路事業、橋脚建設

　これらのほとんどは、「水の自然な流れ」を阻む人

工物建設です。　湿地保全には、陸・川・海の連続性、

水の自然な流れが必須です。

　たとえば、埋め立てによる人工島建設によって潮

流が妨げられて海水交換が悪くなると、富栄養化が

進み、アオサなど藻類の大量発生とその腐敗により

干潟がヘドロ化します。　また、複式干拓は、それ自

▲諫早湾干拓事業による調整池のアオコ　（写真：時津良治）

▲韓国NGOとの協働～韓国４大河川事業 
   日韓市民調査団（第３回）ネソンチョンにて

陣内　隆之
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身による湿地喪失と同時に、水の滞留によって調整

池の水質悪化を招きます。　その排水による外海へ

の影響もあります。

　こうした湿地破壊の現状は、世界各地でも同様に

みられます。メコン河や三峡ダム（中国）、セマングム

干拓・４大河川事業（韓国）など、多くの開発が湿地破

壊の要因になっており、いずれも水の自然な流れを

阻む人工物建設です。　すなわち、陸・川・海の連続性

の保全（水の自然な流れを守ること）は、世界共通の

課題でもあります。人間の住環境の制約から、必要最

低限の防災対策は止むを得ないとしても、水の自然

な流れは極力守っていかなければなりません。

　ラムサール・ネットワーク日本（ラムネットＪ）で

は、韓国湿地ネットワーク（KWNN）や世界湿地ネッ

トワーク（WWN）と協働して、「水の自然な流れを守

る」をキーワードに、不要不急の開発による湿地破壊

を食い止めることや破壊されてしまった湿地の再生

に取り組んでいます。

　水の自然な流れを阻む人工物建設によって、一部

の企業などは一時的に潤いますが、私たちの生活を

守ってきた湿地のさまざまな機能を消失させます。

先住民の持続的な営みが奪われ、また無駄な財政負

担によって、長期的には人類全体の持続可能性を失

うこととなります。　私たちは、地域で活動している

人びととつながり、国際的な取り組みも行いながら、

不要不急の開発から湿地を救うプロジェクトを展開

しています。

●これまでの取り組みと課題

　このプロジェクトは、2016年10月に岐阜市内で行

われた第11回日韓NGO湿地フォーラムにおいて提

起され、ラムサール条約COP14での決議採択をめざ

して活動することを確認しました。

　その後、2017年11月に佐賀市内で行われたラム

サール条約の公式行事であるアジア湿地シンポジウ

ム（AWS）に向けて、諫早湾干拓事業をはじめとする

水の流れを阻む人工物建設が湿地破壊をもたらす大

きな要因であることを問題提起する提言を、ラム

ネットＪとWWN、KWNNとの連名で条約事務局に

提出しました。AWS期間中には、公式エクスカーショ

ンに参加して諫早の問題を世界からの来訪者に説明

したり、公式ステートメント採択の場で修正意見を

出したりしました。

　2018年5月に金沢市内で行われた第13回日韓

NGO湿地フォーラムでは、具体的な決議案の討議や

行動計画などを検討しました。　そして、既存の条約

決議やガイドラインを洗い出す作業を行っていくな

かで、水の自然な流れの重要性を指摘した条約・ガイ

ドラインが多くあることが確認されました。　決議

Ⅹ.19の付属書「湿地の保全と賢明な利用を河川流域

管理に組み込むための統合的手引き」、決議Ⅷ.4「統

合的沿岸域管理（ICZM）に湿地の問題を組み込むた

めの原則およびガイドライン」付属書、決議Ⅷ.16「湿

地再生の原則とガイドライン」などです。

　結局、決議・ガイドラインがあっても、有効に活用

されていないことが問題でした。　そこで、新たな決

議採択をめざすよりも、既存の決議・ガイドラインを

有効に活用するための課題を解決する方向にシフト

し、ドバイで開催されたラムサール条約COP13では

そのことをサイドイベントなどで問題提起しました。

　世界では、ダムや堰を撤去・開放して、水の自然な

流れを回復させる事例が増えており、これを参考に

プロジェクトを深化させ、持続可能な社会へ近づき

たいと考えています。

●私たちはなぜ水の自然な流れを守るのか

　日本のラムサール条約登録湿地は52カ所（2018年

／ラムサール条約COP13時点）と、着実に増えていま

す。しかし、重要湿地の減少・劣化には歯止めがか

かっていません。環境省が実施した「重要湿地500」の

見直しと同時に行われた現状把握調査（2016年4月

に公表）によれば、134湿地（調査対象の36％）が減少

傾向にあります。同じ調査の分析によれば、劣化要因

の半数以上（54％）が「開発」などの人間活動です。

　湿地破壊に影響する開発の内訳は、おもに以下の

６つです。

①埋め立て事業

②護岸整備や防潮堤などによる海岸改変

③ダム、堰事業

④複式干拓などの土地改良事業

⑤リニア新幹線などの大トンネル事業

⑥道路事業、橋脚建設

　これらのほとんどは、「水の自然な流れ」を阻む人

工物建設です。　湿地保全には、陸・川・海の連続性、

水の自然な流れが必須です。

　たとえば、埋め立てによる人工島建設によって潮

流が妨げられて海水交換が悪くなると、富栄養化が

進み、アオサなど藻類の大量発生とその腐敗により

干潟がヘドロ化します。　また、複式干拓は、それ自

《水の自然な流れを回復させた事例～
　　　　　　　　　　　　熊本県・荒瀬ダムの撤去》

▲荒瀬ダム撤去開始後、汚いダムだったところは本来の流れが
　戻り、瀬や淵が形成された。  （写真：つる詳子）

▲荒瀬ダム湖の水位が下がると、流れが戻った支流は水も澄み、
　魚も子どもも戻ってきた　（写真：つる詳子）



13. ラムネットＪがこれからめざすこと

　ラムサール・ネットワーク日本（ラムネットＪ）は

10年前に、「地域の草の根グループと連携し、湿地に

かかわるNGOのネットワークを運営し、ラムサール

条約にもとづく考え方・方法により、すべての湿地の

保全、再生、賢明な利用を実現する」という目標を、設

立趣意書に掲げてスタートしました。その目標や決

意の重要性は、いまも変わりありません。

　ラムサール条約は湿地保全への強力な枠組みです

が、それを実際に保全に活かすには、現地での調査や

行政への働きかけなど、NGOの力が欠かすことがで

きません。ラムネットＪはその役割の一翼を担う団

体であり、ラムネットＪが果たすべき役割はこれか

らも重要です。

　この10年間、開発による湿地破壊は止まらず、地域

との連携や国際機関との協働がますます大切となっ

ています。しかし現状は、地域との結びつきに偏りが

あり、10年前と比べて開発問題を抱える地域との繋

がりが弱くなっているように感じています。各地の

湿地に開発の危機が訪れるたびに一緒に考え動く心

強い存在であるように心にとめて活動してきました

が、結びつきの強い地域に活動が偏り、そのほかの地

域の湿地を守る人たちのニーズが掴めなくなってい

るのも事実です。

　ラムネットＪの活動の１つとして、韓国のNGOや

世界湿地ネットワーク（ＷＷＮ）など世界のNGOと

の協力関係を育て、水田決議の採択に尽力するなど

大きな成果を上げてきました。しかし、いま、国際条

約やネットワーク組織への期待が薄れているのだと

したら、改めて地域のニーズを把握し、これに対応し

た活動をしていかなければなりません。

　ラムネットＪが取り組んでいる「湿地のグリーン

ウェイブ」やシギ・チドリ保全事業、「田んぼの生物多

様性向上10年プロジェクト（田んぼの10年プロジェ

28

クト）」、「条約湿地50から100へ」キャンペーン活動、

「沖縄・開発問題部会」の活動を連携させ、CEPAとし

ての機能を強化することも課題です。この10年間の

成果を活かして、地域との連帯をさらに深め、草の根

グループの心強い存在として信頼される組織をめざ

します。

　そして、こうした活動を持続的に行う組織とする

ためには、組織基盤の強化が大きな課題となってい

ます。

　事務局専従２名体制が理想ですが、財政基盤が極

めて脆弱なため、現状ではパート勤務の1名と役員ら

のボランティアに頼って組織を運営している状態で

す。財務計画がないことも致命的です。一時的な資金

に依存した財政運営となっており、客観的な組織診

断を行ったうえでの改革が必須です。

　湿地のグリーンウェイブや田んぼの10年プロジェ

クトの活動を足がかりとした収益事業の起業、支援

企業・団体からの持続的な寄付、会費収入を増やす活

動など、財政基盤の強化に一体で取り組む必要があ

ります。

　負担が一部に集中する効率の悪さも気になりま

す。「やりたいこと」と「やれること」に大きな乖離が

あります。マンパワーには限りがあることを認識し、

共に活動する仲間を増やして、身の丈に応じた活動

を心掛けたいと思います。

▲地域から救援の声が寄せられた「奇跡の谷戸」北川湿地だったが、
　残土処分場へと代わり果ててしまった。（2015年12月6日撮影）

陣内　隆之
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・浅野　正富

　

・安部真理子 

　

・安藤よしの

　

・飯島　　博　

・井口利枝子　

・市野　和夫　

・稲葉　光國　

・岩渕　成紀　

・上野山雅子

　

・大塚　泰介　

・柏木　　実

　

・勝野　陽子　

・金井　　裕

　

・亀井　浩次　

・呉地　正行

　

・後藤　尚味

　

・小南　幸弘　

・佐竹　節夫　

・陣内　隆之

　

・杉澤　拓男

・菅波　　完　

歴代役員名簿 （2020年10月現在）

・砂川かおり

・高野　茂樹　

・高橋　　久

　

・高松健比古　

・立花　一晃　

・田中　　博　

・田中　雄二　

・土谷　光憲　

・永井　光弘

　

・新妻　香織　

・服部　卓朗　

・花輪　伸一

　

・原野　好正　

・原　　耕造　

・舩橋　玲二　

・堀　　良一

　

・前川　盛治

　

・松本　　悟　

・丸山　明子　

・矢嶋　　悟　

・大村　　茂

・小沢　秀造

・嶋田　久夫　

（2009年4月～現在／

 2019年6月～2019年6月事務局長）

（2017年7月～／

 2018年7月～現在事務局次長）

（2009年4月～現在／

 2015年7月～2019年6月共同代表）

（2010年7月～2019年6月）

（2010年7月～現在）

（2010年7月～2016年6月）

（2014年7月～現在）

（2009年4月～2014年6月）

（2015年7月～現在／

 2018年7月～2019年6月副代表／

 2019年7月～現在共同代表）

（2019年7月～現在）

（2009年4月～現在／

 2009年4月～2019年6月共同代表）

（2019年7月～現在）

（2015年7月～現在／

 2018年7月～2019年6月副代表／

 2019年7月～現在共同代表）

（2015年7月～現在）

（2009年4月～現在／

 2009年4月～2019年6月共同代表）

（2018年7月～現在／

 2018年7月～2019年6月事務局次長／ 

2019年7月～現在事務局長）

（2019年7月～現在）

（2015年7月～現在）

（2012年7月～現在／

 2018年7月～2019年6月副代表／

 2019年7月～現在共同代表）

（2009年4月～2019年6月）

（2012年7月～現在）

（2019年7月～現在）

（2010年7月～現在）

（2018年7月～現在／

 2018年7月～2019年6月副代表／

 2019年7月～現在共同代表）

（2010年7月～2014年6月）

（2010年7月～2017年6月）

（2017年7月～現在）

（2015年7月～2019年6月）

（2009年4月～2019年6月）

（2017年7月～現在／

 2018年7月～2019年6月副代表／

 2019年7月～現在共同代表）

（2009年4月～2018年6月）

（2016年7月～現在）

（2009年4月～2018年6月／

 2009年4月～2015年6月共同代表）

（2009年4月～現在）

（2009年4月～2012年6月）

（2015年7月～現在）

（2009年4月～現在／

 2009年4月～2019年6月共同代表）

（2009年4月～現在／

 2015年7月～2019年6月共同代表）

（2015年7月～現在）

（2015年7月～現在）

（2014年7月～現在／

 2018年7月～現在事務局次長）

（2009年4月～現在）

（2009年4月～2019年6月）

（2019年7月～現在）

【理　事】　（五十音順）

【監　事】　（五十音順）
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『ラムネットJニュースレター』発行一覧（ 1号～36号 ）

"すべての湿地の保全と賢明な利用の実現を目指して

「ラムサール・ネットワーク日本」発足"

「ラムサール・ネットワーク日本」の発足にあたって

ラムサール・ネットワーク日本─水辺の生命と暮らしのネットワーク─設立趣意書

ラムネットＪワークショップ／湿地の生物多様性─ラムサール条約から見る

"生物多様性と湿地保全　─ドイツで感じた日本の豊かさ─

（1）ドナウ・モース泥炭地で感じたこと"

泡瀬・辺野古・やんばる／沖縄大問題ツアーを実施しました

市民ミュージカル・ムツゴロウラプソディ

「ラムサール条約入門」発売中

"第4回日韓湿地フォーラムを開催

ラムサール条約COP10の成果と今後の課題を確認"

"シンポジウム「湿地の生物多様性」のお知らせ

─ラムサールCOP10からCBD─COP10へ─ 10 月17日、名古屋で開催"

"生物多様性と湿地保全   ─ドイツで感じた日本の豊かさ─

（2）風土が生み出す自然観とその違い"

松川浦を簡易気球で空から撮影

霞ヶ浦再生に向けた人々の夢を踏みにじる国交省と研究者

博多湾人工島のクロツラヘラサギ保全に関して意見書を提出

北川湿地問題で公開質問書を提出

三番瀬のラムサール条約登録に向けて、

シンポジウム「ラムサール条約って何だろう？」

第4回生物多様性シンポジウム「里山の恵み＝食糧と水と木材」

危機に瀕する長島の自然

2月2日は世界湿地の日

報告・シンポジウム「湿地と生物多様性」～ラムサールCOP10からCBD-COP10へ～

湿地巡り／宮島沼（北海道）

ラムサール条約COP11に向けた条約湿地候補地選定とラムネットＪの取り組み

第5回日韓ＮＧＯ湿地フォーラム

ガイドブック「危機に瀕する長島の自然」

"生物多様性と湿地保全   

（３）生物多様性条約COP10と水田関連決議

水田関連決議を通して見たCBD SBSTTA会合"

「三番瀬」の船橋海域のラムサール条約先行登録とは？

湿地巡り／球磨川河口干潟（熊本県）

有機栽培による水田農業と湿地保護・生物多様性保全の可能性

暴走する韓国4大河川整備事業

ラムサール・ネットワーク日本 2010年総会報告

国際シンポジウムを10 月24 日に名古屋で開催

CBD/COP10でのラムネットJ活動報告

"生物多様性と湿地保全

（４）生物多様性条約COP10での水田関連の取り組みとその成果"

霞ヶ浦の水位・逆水門の柔軟運用をめぐる動き

湿地巡り／東海丘陵湧水湿地群（矢並湿地等／愛知県）

001

002

003

004

005

2009年5月

2009年9月

2010年1月

2010年7月

2011年2月

花輪伸一（ラムネットＪ共同代表）

呉地正行（ラムネットＪ共同代表）

呉地正行（ラムネットＪ共同代表）

新妻香織（はぜっ子倶楽部／ラムネットＪ理事）

飯島博（NPO法人アサザ基金 代表理事）

高島美登里（長島の自然を守る会 代表）

伊藤よしの（ラムネットJ 理事）

牛山克巳（宮島沼水鳥・湿地センター）

浅野正富（ラムネットJ 事務局長）

呉地正行（ラムネットＪ共同代表）

立花一晃（三番瀬のラムサール条約登録を実現する会）

高野茂樹（八代野鳥愛好会）

稲葉光國（NPO法人民間稲作研究所 代表）

陣内隆之（ラムネットJ事務局）

安藤よしの・柏木実・矢嶋悟

呉地正行（ラムネットＪ共同代表）

NPO 法人アサザ基金 事務局

大畑孝二（（財）日本野鳥の会／
豊田市自然観察の森 指定管理者）

号 発行日 タイトル 執筆者

005

006

007

008

009

2011年2月

2011年6月

2011年11月

2012年1月

2012年4月

"環境省が172か所の条約湿地潜在候補地を選定！

2012年春の登録をめざして絞り込み作業本格化へ"

ラムネットJ湿地パネル展開催中

全国キャンペーン「湿地のグリーンウェイブ」参加団体募集中です

有明海訴訟で「開門」判決が確定

泡瀬干潟は、世界の宝。何としても守りたい。

"湿地のグリーンウェイブ・イベント

東日本大震災現地NGOによる緊急報告会 ─地域の復興と湿地─"

湿地巡り／吉野川河口干潟と汽水域（徳島県）

諫早湾の開門実現に向けて

ラムサール条約COP11までのスケジュール

沖縄でシンポジウムとエコツアー

ラムネットJ総会のお知らせ

松川浦の美しい自然と人々の暮らしを取り戻すために

"報告：ラムネットJ シンポジウム in 沖縄　湿地保全と私たちの社会"

"「湿地のグリーンウェイブ2011」報告　冊子「湿地の生物多様性を守る」も完成！"

湿地巡り／蕪栗沼・周辺水田（宮城県）

円山川下流域及び周辺水田のラムサール条約湿地登録に向けて

ラムサール・ネットワーク日本　2011年総会報告

来年のCOP11、WCCでの日韓湿地NGOの取り組み

東日本大震災義援金ご協力ありがとうございました

諫早湾開門と、よみがえれ！有明訴訟の今

泡瀬干潟埋め立て再開と泡瀬（沖縄）のサンゴ群集の現状

ラムサール条約COP11とWWN地球湿地賞

湿地巡り／中津干潟（大分県）

長良川河口堰の開門をめぐって

海を守る方法～海洋保護区って何？

日本の海をまるごと紹介～海辺の地域戦略・日本に海がなかったら？

ミゾゴイの森を守る署名

第7 回 日韓NGO湿地フォーラム

"湿地のグリーンウェイブ／プレ「ラムサール条約COP11」イベント

世界湿地の日シンポジウムin 渡良瀬遊水地"

湿地のグリーンウェイブ2012 参加団体募集！

渡良瀬遊水地のラムサール登録に際して治水と湿地保全・再生を両立する誓い

被災地の湿地を訪ねるツアーで見たガンカモ類と震災の影響

湿地のグリーウェイブ2012開催中！

湿地巡り／六条潟（愛知県）

辺野古アセス評価書をめぐる動き

谷当里山計画「田植え」

渡良瀬遊水池自然観察会

ラムネットJ 総会

COP11に向けて…日韓NGO湿地フォーラム開催

浅野正富（ラムネットJ 事務局長）

前川盛治（泡瀬干潟を守る連絡会・事務局長／ラムネットJ理事）

井口利枝子（とくしま自然観察の会）

陣内隆之（諫早干潟緊急救済東京事務所／ラムネットJ）

柏木実

新妻香織（はぜっ子倶楽部代表／ラムネットJ 理事）

矢嶋悟

安藤よしの

蕪栗ぬまっこくらぶ（戸島潤）

豊岡市コウノトリ共生課

堀良一（よみがえれ! 有明訴訟弁護団事務局長／ラムネットJ共同代表）

安部真理子（日本自然保護協会　保護プロジェクト部）

柏木実（ラムネットJ 共同代表）

足利由紀子（水辺に遊ぶ会）

武藤仁（長良川市民学習会）

浅野正富（渡良瀬遊水池をラムサール条約登録地にする

会事務局長／ラムネットJ 事務局長）

平泉秀樹（日本雁を保護する会）

市野和夫（六条潟と三河湾を守る会）

花輪伸一（ラムネットJ 共同代表）
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"すべての湿地の保全と賢明な利用の実現を目指して

「ラムサール・ネットワーク日本」発足"

「ラムサール・ネットワーク日本」の発足にあたって

ラムサール・ネットワーク日本─水辺の生命と暮らしのネットワーク─設立趣意書

ラムネットＪワークショップ／湿地の生物多様性─ラムサール条約から見る

"生物多様性と湿地保全　─ドイツで感じた日本の豊かさ─

（1）ドナウ・モース泥炭地で感じたこと"

泡瀬・辺野古・やんばる／沖縄大問題ツアーを実施しました

市民ミュージカル・ムツゴロウラプソディ

「ラムサール条約入門」発売中

"第4回日韓湿地フォーラムを開催

ラムサール条約COP10の成果と今後の課題を確認"

"シンポジウム「湿地の生物多様性」のお知らせ

─ラムサールCOP10からCBD─COP10へ─ 10 月17日、名古屋で開催"

"生物多様性と湿地保全   ─ドイツで感じた日本の豊かさ─

（2）風土が生み出す自然観とその違い"

松川浦を簡易気球で空から撮影

霞ヶ浦再生に向けた人々の夢を踏みにじる国交省と研究者

博多湾人工島のクロツラヘラサギ保全に関して意見書を提出

北川湿地問題で公開質問書を提出

三番瀬のラムサール条約登録に向けて、

シンポジウム「ラムサール条約って何だろう？」

第4回生物多様性シンポジウム「里山の恵み＝食糧と水と木材」

危機に瀕する長島の自然

2月2日は世界湿地の日

報告・シンポジウム「湿地と生物多様性」～ラムサールCOP10からCBD-COP10へ～

湿地巡り／宮島沼（北海道）

ラムサール条約COP11に向けた条約湿地候補地選定とラムネットＪの取り組み

第5回日韓ＮＧＯ湿地フォーラム

ガイドブック「危機に瀕する長島の自然」

"生物多様性と湿地保全   

（３）生物多様性条約COP10と水田関連決議

水田関連決議を通して見たCBD SBSTTA会合"

「三番瀬」の船橋海域のラムサール条約先行登録とは？

湿地巡り／球磨川河口干潟（熊本県）

有機栽培による水田農業と湿地保護・生物多様性保全の可能性

暴走する韓国4大河川整備事業

ラムサール・ネットワーク日本 2010年総会報告

国際シンポジウムを10 月24 日に名古屋で開催

CBD/COP10でのラムネットJ活動報告

"生物多様性と湿地保全

（４）生物多様性条約COP10での水田関連の取り組みとその成果"

霞ヶ浦の水位・逆水門の柔軟運用をめぐる動き

湿地巡り／東海丘陵湧水湿地群（矢並湿地等／愛知県）

001

002

003

004

005

2009年5月

2009年9月

2010年1月

2010年7月

2011年2月

花輪伸一（ラムネットＪ共同代表）

呉地正行（ラムネットＪ共同代表）

呉地正行（ラムネットＪ共同代表）

新妻香織（はぜっ子倶楽部／ラムネットＪ理事）

飯島博（NPO法人アサザ基金 代表理事）

高島美登里（長島の自然を守る会 代表）

伊藤よしの（ラムネットJ 理事）

牛山克巳（宮島沼水鳥・湿地センター）

浅野正富（ラムネットJ 事務局長）

呉地正行（ラムネットＪ共同代表）

立花一晃（三番瀬のラムサール条約登録を実現する会）

高野茂樹（八代野鳥愛好会）

稲葉光國（NPO法人民間稲作研究所 代表）

陣内隆之（ラムネットJ事務局）

安藤よしの・柏木実・矢嶋悟

呉地正行（ラムネットＪ共同代表）

NPO 法人アサザ基金 事務局

大畑孝二（（財）日本野鳥の会／
豊田市自然観察の森 指定管理者）

号 発行日 タイトル 執筆者

005

006

007

008

009

2011年2月

2011年6月

2011年11月

2012年1月

2012年4月

"環境省が172か所の条約湿地潜在候補地を選定！

2012年春の登録をめざして絞り込み作業本格化へ"

ラムネットJ湿地パネル展開催中

全国キャンペーン「湿地のグリーンウェイブ」参加団体募集中です

有明海訴訟で「開門」判決が確定

泡瀬干潟は、世界の宝。何としても守りたい。

"湿地のグリーンウェイブ・イベント

東日本大震災現地NGOによる緊急報告会 ─地域の復興と湿地─"

湿地巡り／吉野川河口干潟と汽水域（徳島県）

諫早湾の開門実現に向けて

ラムサール条約COP11までのスケジュール

沖縄でシンポジウムとエコツアー

ラムネットJ総会のお知らせ

松川浦の美しい自然と人々の暮らしを取り戻すために

"報告：ラムネットJ シンポジウム in 沖縄　湿地保全と私たちの社会"

"「湿地のグリーンウェイブ2011」報告　冊子「湿地の生物多様性を守る」も完成！"

湿地巡り／蕪栗沼・周辺水田（宮城県）

円山川下流域及び周辺水田のラムサール条約湿地登録に向けて

ラムサール・ネットワーク日本　2011年総会報告

来年のCOP11、WCCでの日韓湿地NGOの取り組み

東日本大震災義援金ご協力ありがとうございました

諫早湾開門と、よみがえれ！有明訴訟の今

泡瀬干潟埋め立て再開と泡瀬（沖縄）のサンゴ群集の現状

ラムサール条約COP11とWWN地球湿地賞

湿地巡り／中津干潟（大分県）

長良川河口堰の開門をめぐって

海を守る方法～海洋保護区って何？

日本の海をまるごと紹介～海辺の地域戦略・日本に海がなかったら？

ミゾゴイの森を守る署名

第7 回 日韓NGO湿地フォーラム

"湿地のグリーンウェイブ／プレ「ラムサール条約COP11」イベント

世界湿地の日シンポジウムin 渡良瀬遊水地"

湿地のグリーンウェイブ2012 参加団体募集！

渡良瀬遊水地のラムサール登録に際して治水と湿地保全・再生を両立する誓い

被災地の湿地を訪ねるツアーで見たガンカモ類と震災の影響

湿地のグリーウェイブ2012開催中！

湿地巡り／六条潟（愛知県）

辺野古アセス評価書をめぐる動き

谷当里山計画「田植え」

渡良瀬遊水池自然観察会

ラムネットJ 総会

COP11に向けて…日韓NGO湿地フォーラム開催

浅野正富（ラムネットJ 事務局長）

前川盛治（泡瀬干潟を守る連絡会・事務局長／ラムネットJ理事）

井口利枝子（とくしま自然観察の会）

陣内隆之（諫早干潟緊急救済東京事務所／ラムネットJ）

柏木実

新妻香織（はぜっ子倶楽部代表／ラムネットJ 理事）

矢嶋悟

安藤よしの

蕪栗ぬまっこくらぶ（戸島潤）

豊岡市コウノトリ共生課

堀良一（よみがえれ! 有明訴訟弁護団事務局長／ラムネットJ共同代表）

安部真理子（日本自然保護協会　保護プロジェクト部）

柏木実（ラムネットJ 共同代表）

足利由紀子（水辺に遊ぶ会）

武藤仁（長良川市民学習会）

浅野正富（渡良瀬遊水池をラムサール条約登録地にする

会事務局長／ラムネットJ 事務局長）

平泉秀樹（日本雁を保護する会）

市野和夫（六条潟と三河湾を守る会）

花輪伸一（ラムネットJ 共同代表）
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［ラムサールCOP11特集］ルーマニアでラムサール条約会議開催全体報告

"［ラムサールCOP11特集］ラムサールCOP11での水田関連の活動　ラムネットＪ水田部会"

［ラムサールCOP11特集］ドナウデルタの旅

"［ラムサールCOP11特集］COP11で新たに登録された日本の条約湿地"

ラムサール・ネットワーク日本2012年総会報告

"湿地のグリーンウェイブ2012 & ラムサールCOP11報告会

スポットから流域へ～湿地がつなぐ自然と人々～吉野川をラムサール登録地に!!"

中池見湿地のラムサール条約登録と新幹線問題

2013年への期待～泡瀬をはじめとした沖縄の環境問題～

荒尾海岸がラムサール条約に登録されるまで

湿地巡り／表浜海岸（遠州灘・渥美半島沿岸）

ミャンマーでの水鳥調査

2月2日は世界湿地の日

湿地のグリーンウェイブ2013参加団体募集

徳島で報告会を開催しました

田んぼの生物多様性向上10年プロジェクトキックオフ集会

沖縄大問題シンポ／STOP! 高江・辺野古・泡瀬・大嶺～米軍基地、公共事業から

沖縄の自然と暮らしを守る～

"日本の自然を守ってきた田んぼを見直し、取り戻すために

田んぼの生物多様性向上10年プロジェクトの発進"

ラムサール登録から20周年を迎えた谷津干潟

ラムサール条約湿地「渡良瀬遊水地」で3年ぶりのヨシ焼き再開

「ラムサール議連」の活動と成果

湿地巡り／釧路湿原（北海道）

湿地のグリーンウェイブ2013

6月29日、敦賀でシンポジウムとラムネットJの総会を開催します

セミナー「水を育む湿地の賢明な利用とは」

辺野古の海に米軍基地はいらない

清流の里を脅かす石木ダム

"「田んぼの10年プロジェクト」に参加して─人と自然へのやさしさをもとめて─"

湿地巡り／荒尾干潟（熊本県）

福岡市の人工島の野鳥公園は、「公共事業の見直し」と「湿地の再生」です

ラムサール・ネットワーク日本2013年 総会報告

「湿地の賢明な利用」シンポを開催

里山と湿地を守るレンジャー奮闘記

第5回 人と野生動植物の共生を考えるつどい

泡瀬干潟の埋め立て問題で新たな「勝訴」

諫早湾開門をめぐる近況と開門後の課題

［報告］第8回 日韓NGO湿地フォーラム

大きく育て 田んぼ10年プロジェクト

湿地巡り／行徳鳥獣保護区（千葉県）

渡良瀬遊水地の写真集と記録集

東京で諫早湾開門緊急大集会

010

011

012

013

014

2012年10月

2013年1月

2013年4月

2013年8月

2013年11月

富田宏（ラムネットJ事務局）／柏木実（ラムネットJ 共同代表）

呉地正行（ラムネットJ共同代表）

高際澄雄（渡良瀬遊水池をラムサール条約登録地にする会）

花輪伸一（ラムネットJ共同代表）

浅野正富（ラムネットJ 事務局長）

前川盛治（泡瀬干潟を守る連絡会）

前川聡（WWFジャパン）

田中雄二（表浜ネットワーク）

富田宏（ラムネットJ）

安藤よしの（ラムネットJ水田部会／にじゅうまるプロ

ジェクト運営メンバー）

芝原達也（谷津干潟自然観察センター指定管理者（社）アーバンネイ

チャーマネジメントサービス・CEPA活動コーディネーター）

浅野正富（渡良瀬遊水池をラムサール条約登録地にする会 事務局長）

谷博之（参議院議員）

杉澤拓男（トラストサルン釧路）

花輪伸一（ラムネットJ 共同代表）

石丸勇（川原人会）

佐藤耕城（（有）伊豆沼農産）

安尾征三郎（日本野鳥の会熊本県支部）

松本悟（ウエットランドフォーラム）

前川盛治（泡瀬干潟を守る連絡会事務局長／ラムネットJ 理事）

堀良一（よみがえれ！有明訴訟弁護団事務局長／ラムネットJ 共同代表）

後藤尚味（ラムネットJ事務局）

安藤よしの／呉地正行（ラムネットJ 水田部会）

野長瀬雅樹（行徳野鳥観察舎友の会）

号 発行日 タイトル 執筆者

014

015

016

017

018

2013年11月

2014年2月

　

2014年5月

2014年8月

2014年12月

スタッフ自己紹介／後藤尚味

"大地震・大津波から3年　三陸の渚と干潟：これまでとこれから"

美しい諫早の町の未来を思う

［新刊紹介］海をよみがえらせる

湿地のグリーンウェイブ2014参加団体募集中です！

湿地巡り／風蓮湖・春国岱（北海道）

"2014年世界湿地の日のテーマは「湿地と農業」

世界湿地の日の冊子で、蕪栗沼のふゆみずたんぼが紹介されました"

国東半島宇佐地域　世界農業遺産　生物多様性シンポジウム

世界一田めになる学校・フィールデイズin豊岡

CBD/COP12に向けた日韓NGOミーティング（第9 回 日韓NGO湿地フォーラム）

にじゅうまるCOP1での分科会

熊本県のダム問題の光と影 ～順調に進む全国初のダム撤去と強引に進むダム建設～

"東日本大震災から3年　松川浦の生態系の回復と地域の復興"

［報告］CBD／COP12に向けた日韓NGOミーティング

湿地巡り／米子水鳥公園（鳥取県）

にじゅうまるCOP1でのラムネットJの活動報告……2つの分科会を開催

共同声明への賛同のお願い

東京と大阪でCBD／COP12に向けたイベント

条約事務局長にラムネットJのメンバーが面会

2014年世界湿地の日のリーフレット

湿地のグリーンウェイブ2014

国に確定判決を守らせ、一日も早い諫早湾の開門を実現するために

諫早湾開門署名全国キャンペーンキックオフ長崎集会

ダムのない最上小国川の清流を未来に！

ふゆみずたんぼが呼び寄せる人と生きもの／蕪栗沼・周辺水田での雁と雑草との共存をめざす取り組み

湿地巡り／三方五湖（福井県）

「ひょうご豊岡モデル」が発表された第5 回コウノトリ未来国際かいぎ

ラムサール・ネットワーク日本2014年 総会報告

「トンボをテーマに生物多様性を伝える観察会をしよう!!」フォローアップ研修

会

干潟合宿2014─ 干潟のプロと過ごす3日間─

中池見湿地新幹線開発問題チャリティー・トンボ観察会

千葉谷当里山収穫祭

CBD／COP 12 （韓国・ピョンチャン）でのラムネットJの活動報告

有明海の漁業崩壊と諫早湾干拓事業の因果関係

湿地巡り／宍道湖（島根県）

水質・防災・財政負担……深刻な問題が噴出する韓国四大河川開発事業

ラムネットJが日韓国際環境賞を受賞！

谷当里山・餅つき大会

ラムサール条約湿地でひらく地域の未来～10万年の湿地・中池見から考える～

万全の対策でただちに開門を！確定判決不履行1周年抗議全国集会in長崎
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［ラムサールCOP11特集］ルーマニアでラムサール条約会議開催全体報告

"［ラムサールCOP11特集］ラムサールCOP11での水田関連の活動　ラムネットＪ水田部会"

［ラムサールCOP11特集］ドナウデルタの旅

"［ラムサールCOP11特集］COP11で新たに登録された日本の条約湿地"

ラムサール・ネットワーク日本2012年総会報告

"湿地のグリーンウェイブ2012 & ラムサールCOP11報告会

スポットから流域へ～湿地がつなぐ自然と人々～吉野川をラムサール登録地に!!"

中池見湿地のラムサール条約登録と新幹線問題

2013年への期待～泡瀬をはじめとした沖縄の環境問題～

荒尾海岸がラムサール条約に登録されるまで

湿地巡り／表浜海岸（遠州灘・渥美半島沿岸）

ミャンマーでの水鳥調査

2月2日は世界湿地の日

湿地のグリーンウェイブ2013参加団体募集

徳島で報告会を開催しました

田んぼの生物多様性向上10年プロジェクトキックオフ集会

沖縄大問題シンポ／STOP! 高江・辺野古・泡瀬・大嶺～米軍基地、公共事業から

沖縄の自然と暮らしを守る～

"日本の自然を守ってきた田んぼを見直し、取り戻すために

田んぼの生物多様性向上10年プロジェクトの発進"

ラムサール登録から20周年を迎えた谷津干潟

ラムサール条約湿地「渡良瀬遊水地」で3年ぶりのヨシ焼き再開

「ラムサール議連」の活動と成果

湿地巡り／釧路湿原（北海道）

湿地のグリーンウェイブ2013

6月29日、敦賀でシンポジウムとラムネットJの総会を開催します

セミナー「水を育む湿地の賢明な利用とは」

辺野古の海に米軍基地はいらない

清流の里を脅かす石木ダム

"「田んぼの10年プロジェクト」に参加して─人と自然へのやさしさをもとめて─"

湿地巡り／荒尾干潟（熊本県）

福岡市の人工島の野鳥公園は、「公共事業の見直し」と「湿地の再生」です

ラムサール・ネットワーク日本2013年 総会報告

「湿地の賢明な利用」シンポを開催

里山と湿地を守るレンジャー奮闘記

第5回 人と野生動植物の共生を考えるつどい

泡瀬干潟の埋め立て問題で新たな「勝訴」

諫早湾開門をめぐる近況と開門後の課題

［報告］第8回 日韓NGO湿地フォーラム

大きく育て 田んぼ10年プロジェクト

湿地巡り／行徳鳥獣保護区（千葉県）

渡良瀬遊水地の写真集と記録集

東京で諫早湾開門緊急大集会

010

011

012

013

014

2012年10月

2013年1月

2013年4月

2013年8月

2013年11月

富田宏（ラムネットJ事務局）／柏木実（ラムネットJ 共同代表）

呉地正行（ラムネットJ共同代表）

高際澄雄（渡良瀬遊水池をラムサール条約登録地にする会）

花輪伸一（ラムネットJ共同代表）

浅野正富（ラムネットJ 事務局長）

前川盛治（泡瀬干潟を守る連絡会）

前川聡（WWFジャパン）

田中雄二（表浜ネットワーク）

富田宏（ラムネットJ）

安藤よしの（ラムネットJ水田部会／にじゅうまるプロ

ジェクト運営メンバー）

芝原達也（谷津干潟自然観察センター指定管理者（社）アーバンネイ

チャーマネジメントサービス・CEPA活動コーディネーター）

浅野正富（渡良瀬遊水池をラムサール条約登録地にする会 事務局長）

谷博之（参議院議員）

杉澤拓男（トラストサルン釧路）

花輪伸一（ラムネットJ 共同代表）

石丸勇（川原人会）

佐藤耕城（（有）伊豆沼農産）

安尾征三郎（日本野鳥の会熊本県支部）

松本悟（ウエットランドフォーラム）

前川盛治（泡瀬干潟を守る連絡会事務局長／ラムネットJ 理事）

堀良一（よみがえれ！有明訴訟弁護団事務局長／ラムネットJ 共同代表）

後藤尚味（ラムネットJ事務局）

安藤よしの／呉地正行（ラムネットJ 水田部会）

野長瀬雅樹（行徳野鳥観察舎友の会）

号 発行日 タイトル 執筆者

014

015

016

017

018

2013年11月

2014年2月

　

2014年5月

2014年8月

2014年12月

スタッフ自己紹介／後藤尚味

"大地震・大津波から3年　三陸の渚と干潟：これまでとこれから"

美しい諫早の町の未来を思う

［新刊紹介］海をよみがえらせる

湿地のグリーンウェイブ2014参加団体募集中です！

湿地巡り／風蓮湖・春国岱（北海道）

"2014年世界湿地の日のテーマは「湿地と農業」

世界湿地の日の冊子で、蕪栗沼のふゆみずたんぼが紹介されました"

国東半島宇佐地域　世界農業遺産　生物多様性シンポジウム

世界一田めになる学校・フィールデイズin豊岡

CBD/COP12に向けた日韓NGOミーティング（第9 回 日韓NGO湿地フォーラム）

にじゅうまるCOP1での分科会

熊本県のダム問題の光と影 ～順調に進む全国初のダム撤去と強引に進むダム建設～

"東日本大震災から3年　松川浦の生態系の回復と地域の復興"

［報告］CBD／COP12に向けた日韓NGOミーティング

湿地巡り／米子水鳥公園（鳥取県）

にじゅうまるCOP1でのラムネットJの活動報告……2つの分科会を開催

共同声明への賛同のお願い

東京と大阪でCBD／COP12に向けたイベント

条約事務局長にラムネットJのメンバーが面会

2014年世界湿地の日のリーフレット

湿地のグリーンウェイブ2014

国に確定判決を守らせ、一日も早い諫早湾の開門を実現するために

諫早湾開門署名全国キャンペーンキックオフ長崎集会

ダムのない最上小国川の清流を未来に！

ふゆみずたんぼが呼び寄せる人と生きもの／蕪栗沼・周辺水田での雁と雑草との共存をめざす取り組み

湿地巡り／三方五湖（福井県）

「ひょうご豊岡モデル」が発表された第5 回コウノトリ未来国際かいぎ

ラムサール・ネットワーク日本2014年 総会報告

「トンボをテーマに生物多様性を伝える観察会をしよう!!」フォローアップ研修

会

干潟合宿2014─ 干潟のプロと過ごす3日間─

中池見湿地新幹線開発問題チャリティー・トンボ観察会

千葉谷当里山収穫祭

CBD／COP 12 （韓国・ピョンチャン）でのラムネットJの活動報告

有明海の漁業崩壊と諫早湾干拓事業の因果関係

湿地巡り／宍道湖（島根県）

水質・防災・財政負担……深刻な問題が噴出する韓国四大河川開発事業

ラムネットJが日韓国際環境賞を受賞！

谷当里山・餅つき大会

ラムサール条約湿地でひらく地域の未来～10万年の湿地・中池見から考える～

万全の対策でただちに開門を！確定判決不履行1周年抗議全国集会in長崎

松政正俊（岩手医科大学・共通教育センター生物学科教授）

佐藤正典（鹿児島大学理学部教授）

松尾武芳

安藤よしの／呉地正行（ラムネットJ 水田部会）

つる詳子（豊かな球磨川をとりもどす会）

新妻香織（はぜっ子倶楽部代表／ラムネットJ理事）

後藤尚味（ラムネットJ事務局）

神谷要（米子水鳥公園主任指導員）

安藤よしの

堀良一（ラムネットJ 共同代表／よみがえれ! 有明訴訟弁護団事務局長）

草島進一（最上小国川の清流を守る会／山形県議会議員）

斎藤肇（蕪栗グリーンファーム）

松村俊幸（福井県海浜自然センター次長）

浅野正富（ラムネットJ 理事・事務局長）

佐々木克之（北海道自然保護協会副会長／元水産庁水産研究所室長）

横尾誠（公益財団法人ホシザキグリーン財団事業課　

宍道湖グリーンパーク　観察指導員）

菅波完（ラムネットJ 理事）
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019

020

021

022

023

2015年3月

2015年7月

2015年11月

2016年1月

2016年4月

中池見湿地の新幹線問題をめぐる最近の動き

中津干潟と中津の水辺環境の保全のために──水辺に遊ぶ会近況報告

［報告］第10回 日韓NGO湿地フォーラム

湿地巡り／加茂川河口干潟（愛媛県）

緊迫する辺野古･大浦湾

湿地のグリーンウェイブ2015

井戸端会議・諫早の未来を考える

シンポジウム「干潟・湿地の重要性と生物多様性」

ラムサール条約COP12（ウルグアイ）での活動報告

新たに条約湿地として登録された芳ヶ平湿地群

ラムネットJ のラムサールCOP12 でのアピール／日本の条約湿地50から100へ

─50か所となった日本の条約湿地をさらに増やして100か所をめざす─

湿地巡り／高松干潟（三重県）

ラムサール・ネットワーク日本 2015年 総会報告

鬼怒川堤防決壊を教訓に流域治水への転換を

辺野古土砂搬出反対運動の広がり

湿地巡り／多摩川河口干潟（東京都・神奈川県）

泡瀬干潟・浅海域埋め立ては法的に瑕疵がある

台風18号による水田被害の報告とお見舞いへのお礼

緊急シンポジウム「救え！沖縄・泡瀬干潟～辺野古埋立ての一方で進行するもう

ひとつの自然破壊～」

シンポジウム「温暖化時代の治水政策～国と地方の取り組みから」

エコプロダクツ2015

緊急シンポジウム「開門調査から見える有明海の未来」

八ッ場ダム最高裁決定抗議集会「ダム依存から真の河川行政への転換を求めて」

［本の紹介］水から出た魚たち

［本の紹介］時を刻む湖

田んぼ10年プロジェクト地域交流会のご案内

コウノトリ野生復帰の今、そして今後の展望

高速道路の渡河橋建設を巡る吉野川河口の現状

湿地巡り／片野鴨池（石川県）

危機にあるヘラシギの現状と新たな保護グループの活動について

失われた北川湿地の教訓を今後に生かすために

エコトーン・プロジェクトの活動について

田んぼの生物多様性向上10年プロジェクト交流会・琵琶湖

田んぼの生物多様性向上10年プロジェクトin豊後大野市

2016田んぼフォーラム～“生きものを育む田んぼプロジェクト”キックオフ宣言！

知らずに食べていませんか？　ネオニコチノイド

湿地のグリーンウェイブ2016 参加団体募集中!!

諫早湾開門をめぐる新たな動き／有明海再生策のまやかしを突破し、本当の和解を

緩衝域としての砂浜と海岸線

オオタカの傘と種の保存法

湿地巡り／タデ原湿原（大分県）

［報告］生きものあふれる田んぼと地域づくりシンポジウム～大分県豊後大野～

上野山雅子（NPO法人 中池見ねっと）

足利由紀子（NPO 法人水辺に遊ぶ会理事長）

後藤尚味（ラムネットJ 事務局）

光澤安衣子（特定非営利活動法人西条自然学校）

花輪伸一（ラムネットJ 共同代表）

柏木実、呉地正行、後藤尚味（ラムネットJ 事務局）

嶋田久夫（群馬弁護士会）

水谷いずみ（高松干潟を守ろう会）

まさのあつこ（ジャーナリスト）

阿部悦子（「辺野古土砂搬出反対」全国連絡協議会　共同代表）

山口義明（NACS-J自然観察指導員東京連絡会）

前川盛治（ラムネットJ 共同代表／第二次泡瀬訴訟原告団長）

稲葉光國（ラムネットJ理事／NPO法人民間稲作研究所）

佐竹節夫（コウノトリ湿地ネット代表／ラムネットＪ理事）

井口利枝子（とくしま自然観察の会／ラムネットＪ理事）

田米希久代（加賀市鴨池観察館）

服部卓朗（ふくおか湿地保全研究会）

横山一郎（三浦・三戸自然環境保全連絡会代表）

陣内隆之（有明海漁民・市民ネットワーク／ラムネットＪ理事）

田中雄二（表浜ネットワーク／ラムネットＪ理事）

金井裕（日本野鳥の会参与／ラムネットＪ理事）

阿部秀幸（九重ふるさと自然学校）

舩橋玲二（NPO 法人田んぼ／ラムネットＪ理事）
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号 発行日 タイトル 執筆者

023

024

025

026

027

028

2016年4月

2016年7月

2016年10月

2017年1月

2017年4月

2017年7月

田んぼ10年プロジェクトの全国集会を東京で開催

湿地のグリーンウェイブ2016／参加・行動して取り戻そう！ 私たちの健康な暮らしと自然

ラムネットＪのSNSのご案内

見直された日本の「重要湿地」と湿地の現状

「沖縄問題へのメッセージ」と辺野古新基地建設問題の近況

湿地巡り／藤前干潟（愛知県）

子どもたちのためにサンル川とサクラマスを残そう！

球磨川河口干潟と野鳥たち

ラムサール・ネットワーク日本2016年総会報告

［本の紹介］諫早湾の水門開放から有明海の再生へ

辺野古問題をめぐる最近の動向と国際社会の動き

第4回 生物の多様性を育む農業国際会議（ICEBA2016）と「おやま宣言」

タンチョウの現状と保護活動

湿地巡り／曽根干潟（福岡県）

上関SLAPP訴訟（恫喝訴訟）が終結しました

第11回 日韓NGO湿地フォーラム・国際湿地NGOワークショップ

うなぎと語る。

シンポジウム「うなぎ未来会議2016 ～ニホンウナギの絶滅リスク評価～」

雑誌「有明海の環境と漁業」創刊

［報告］第11回日韓NGO湿地フォーラム・国際湿地NGOワークショップ

CBD COP13でのラムネットJの活動報告

中池見生き物カードを制作

第二次泡瀬訴訟での不当な高裁判決について

湿地巡り／コムケ湖（北海道）

湿地のグリーンウェイブ2017参加団体募集中!!

田んぼの生物多様性向上10年プロジェクト「全国集会 in 川越」と「地域交流会 in いすみ」のご案内

2017年世界湿地の日記念シンポジウム

講演・報告会「シギ ・チドリ類の渡りの今─荒尾干潟で希少種ヘラシギと普通種ハマシギを守る─」

三番瀬生き物・カレンダー展

諫早湾閉め切りから20年

田んぼ10年プロジェクト全国集会・地域交流会の報告

狭山丘陵の湿地を守るために墓地開発計画の中止を

湿地巡り／三番瀬（千葉県）

「世界湿地の日」記念行事～荒尾での集会の報告～

湿地のグリーンウェイブ2017／湿地が守る人びとの暮らし─湿地生態系と防災・減災

プロジェクトWISEの実施について

葛西三枚洲のラムサール登録を目指して

泡瀬干潟、辺野古からの緊急報告

湿地巡り／黒沢湿原（徳島県）

湿地のグリーンウェイブ2017イベント報告／和白干潟で潮干狩り

［報告］第7 回 田んぼ10 年プロジェクト地域交流会～田んぼで育つ、ひと・稲・生きもの交流会 in 小田原～

横井謙一（日本国際湿地保全連合所長）

前川盛治（泡瀬干潟を守る連絡会事務局長／ラムネットJ共同代表）

亀井浩次（藤前干潟を守る会理事長／ラムネットJ理事）

小野有五（北海道の森と川を語る会／サクラマスまもり隊！代表）

高野茂樹（日本野鳥の会熊本県支部／八代野鳥愛好会／ラムネットＪ理事）

安部真理子（日本自然保護協会）

浅野正富（ラムネットＪ事務局長）

百瀬邦和（タンチョウ保護研究グループ理事長）

髙橋俊吾（曽根干潟の案内人・潟守）

丸山明子（弁護士／ラムネットＪ理事）

柏木実（ラムネットＪ共同代表）

後藤尚味（ラムネットＪ事務局）

上野山雅子（中池見ねっと事務局長／ラムネットJ理事）

前川盛治（泡瀬干潟を守る連絡会事務局長／原告団長

／ラムネットＪ共同代表）

大館和広（もんべつかいはつくらぶ代表）

陣内隆之（有明海漁民・市民ネットワーク／ラムネットＪ理事）

舩橋玲二（ラムネットJ理事／水田部会）

北浦恵美（トトロのふるさと基金事務局長）

立花一晃（三番瀬のラムサール条約登録を実現す

る会／ラムネットＪ理事）

河野紀美子（ふくおか湿地保全研究会）

飯田陳也（日本野鳥の会東京幹事）

前川盛治（泡瀬干潟を守る連絡会事務局長／原告団長

／ラムネットＪ共同代表）

内田忠宏（黒沢湿原を守ろう会会長）

松本悟（ウエットランドフォーラム代表／ラムネットＪ理事）

金井裕（ラムネットＪ理事／水田部会）

2017年10月

2018年1月

2018年4月

2018年7月

2018年11月

2019年1月

2019年1月
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029

030

031

032

033

034

ラムサール・ネットワーク日本2017年 総会報告

第3回 田んぼ10年プロジェクト全国集会のご案内

有明海をつなぐラムサール条約

第3回田んぼ10年プロジェクト全国集会報告

日本の亜熱帯地域最後の自然海岸・嘉徳について

湿地巡り／河北潟（石川県）

第12回日韓NGO湿地フォーラム報告

中国江蘇省ルドン鳥見ツアー報

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 河北潟のご案内

市民集会「赤潮の発生原因」

アジア湿地シンポジウム

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」

蒲生干潟と防潮堤

アジア湿地シンポジウム参加報告／失われた諫早湾干潟の重要性を問い直す

湿地巡り／渡良瀬遊水地（栃木県・群馬県・茨城県・埼玉県）

沖縄・泡瀬干潟埋め立て第二次訴訟、上告棄却報告／および泡瀬干潟のラムサール条約湿地登録の課題

田んぼ10 年地域交流会 in 河北潟の報告

水のつながり、命のつながり。湿地のグリーンウェイブ2018参加団体募集！

2月2日は世界湿地の日！

〈都市の湿地〉2018年世界湿地の日記念シンポジウム

にじゅうまるCOP3

いまこそ「開門」の声を大きく

曽根干潟と風力発電計画

まず食べること──野生で生き抜くために

サロベツ周辺の風車建設計画

ラムサール・アジア地域会合に参加してきました

水のつながり、命のつながり。湿地のグリーンウェイブ2018

第13回 日韓NGO湿地フォーラム　国際湿地NGOワークショップ

［告知］第9回 田んぼ10年プロジェクト地域交流会 in 愛知（豊田市）─サシバのすめる水田作り─

辺野古の新基地建設工事による環境への影響

［報告］第13回日韓NGO湿地フォーラム／国際NGOワークショップ2018

湿地巡り／中池見湿地（福井県）

湿地のグリーンウェイブ2018イベント報告／大正川カメ類調査

［報告］第9回 田んぼ10年プロジェクト地域交流会in愛知（豊田市）―サシバのすめる水田作り―

ラムサール・ネットワーク日本2018年 総会報告

［報告］ラムサール条約COP13（UAE・ドバイ）

湿地巡り／宍塚の里山（茨城県）

中津干潟の保全に向けた活動の近況とアカニシ染め

狭山丘陵の墓地開発計画が中止に！

食べる人から田んぼが見えるように／「生きもの元気米」のご案内

豊岡の条約湿地拡大とコウノトリの現状について

志津川湾がラムサール条約湿地に登録されました

和白干潟のプロモーションビデオと、クロツラヘラサギの絵本

湿地巡り／都立東京港野鳥公園（東京都）

中村さやか（日本野鳥の会佐賀県支部事務局長）

安藤よしの（ラムネットＪ共同代表）

安部真理子（ラムネットＪ理事）

高橋久（河北潟湖沼研究所理事長）

陣内隆之（ラムネットＪ理事）

後藤尚味（ラムネットJ事務局）

中嶋順一（蒲生を守る会）

菅波完（有明海漁民・市民ネットワーク（漁民ネット）／ラムネットＪ理事）

浅野正富（ラムサール湿地ネットわたらせ／ラムネットＪ事務局長）

前川盛治（泡瀬干潟を守る連絡会／ラムネットＪ共同代表）

安藤よしの（ラムネットＪ共同代表）

堀良一（よみがえれ！有明訴訟弁護団／ラムネットＪ共同代表）

高橋俊吾（曽根干潟の案内人・潟守）

田米希久代（加賀市鴨池観察館）

長谷部真（サロベツ・エコ・ネットワーク）

永井光弘（ラムネットＪ理事）

安部真理子（日本自然保護協会／ラムネットＪ理事）

陣内隆之（ラムネットＪ理事）

上野山雅子（中池見ねっと事務局長／ラムネットＪ理事）

西堀智子（和亀保護の会代表）

金井裕（ラムネットＪ理事）

柏木実／安部真理子／高橋久／亀井浩次／上野山雅子

佐々木哲美（宍塚の自然と歴史の会）

足利由紀子（水辺に遊ぶ会理事長）

北浦恵美（トトロのふるさと基金事務局長）

佐竹節夫（コウノトリ湿地ネット代表/ ラムネットＪ理事）

阿部拓三（南三陸町農林水産課任期付研究員）

松本悟（ウエットランドフォーラム代表／ラムネットＪ理事）

森初恵（（公財）日本野鳥の会　チーフレンジャー）

「地球湿地概況（GWO）」が公表されました

第4回田んぼの生物多様性向上10年プロジェクト全国集会のご案内

湿地のグリーンウェイブ2019　参加団体募集！

シンポジウム「九州から湿地・ヘラシギ・シギ・チドリたちを守る」

2019年世界湿地の日のテーマは「湿地と気候変動」

藤前干潟保全から20年

辺野古の埋め立て工事の現状

シンポジウムレポート／九州から世界の湿地を考えた日

三番瀬の保全と第二湾岸道路

第4回田んぼの生物多様性向上10年プロジェクト全国集会報告

水のつながり、命のつながり。　湿地のグリーンウェイブ2019

ラムネットJ 2019年通常総会と10周年記念シンポジウムのお知らせ

［訃報］ルー・ヤンさん

［報告］ラムネットJ 設立10 周年シンポジウム〈第1弾〉ラムサール・ネットワーク日本10年成果と課題

石木ダム建設問題の近況

湿地のグリーンウェイブ2019イベント報告／トビハゼの日

湿地巡り／池ヶ原湿原（福井県）

諫早湾干拓・開門問題／最高裁の事件が動き始めました

ラムサール・ネットワーク日本2019年 総会報告

［告知］水の自然な流れを守るために ～ラムサール条約の実施とNGOの役割～

／ラムネットJ設立10周年シンポジウム第2弾
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035

036

2019年4月

2019年7月

永井光弘（ラムネットＪ理事）

亀井浩次（藤前干潟を守る会理事長／ラムネットＪ理事）

安部真理子（日本自然保護協会／ラムネットＪ理事）

富山雄太（ふくおか湿地保全研究会）

立花一晃（三番瀬のラムサール条約登録を実現する会）

安藤よしの（ラムネットＪ共同代表）

ラムネットＪ事務局

石丸勇（川原人会）

野長瀬雅樹（行徳野鳥観察舎友の会）

池ヶ原湿原保全・活用協議会事務局（福井県自然保護センター）

堀良一（よみがえれ！有明訴訟弁護団／ラムネットＪ理事）



019

020

021

022

023

2015年3月

2015年7月

2015年11月

2016年1月

2016年4月

中池見湿地の新幹線問題をめぐる最近の動き

中津干潟と中津の水辺環境の保全のために──水辺に遊ぶ会近況報告

［報告］第10回 日韓NGO湿地フォーラム

湿地巡り／加茂川河口干潟（愛媛県）

緊迫する辺野古･大浦湾

湿地のグリーンウェイブ2015

井戸端会議・諫早の未来を考える

シンポジウム「干潟・湿地の重要性と生物多様性」

ラムサール条約COP12（ウルグアイ）での活動報告

新たに条約湿地として登録された芳ヶ平湿地群

ラムネットJ のラムサールCOP12 でのアピール／日本の条約湿地50から100へ

─50か所となった日本の条約湿地をさらに増やして100か所をめざす─

湿地巡り／高松干潟（三重県）

ラムサール・ネットワーク日本 2015年 総会報告

鬼怒川堤防決壊を教訓に流域治水への転換を

辺野古土砂搬出反対運動の広がり

湿地巡り／多摩川河口干潟（東京都・神奈川県）

泡瀬干潟・浅海域埋め立ては法的に瑕疵がある

台風18号による水田被害の報告とお見舞いへのお礼

緊急シンポジウム「救え！沖縄・泡瀬干潟～辺野古埋立ての一方で進行するもう

ひとつの自然破壊～」

シンポジウム「温暖化時代の治水政策～国と地方の取り組みから」

エコプロダクツ2015

緊急シンポジウム「開門調査から見える有明海の未来」

八ッ場ダム最高裁決定抗議集会「ダム依存から真の河川行政への転換を求めて」

［本の紹介］水から出た魚たち

［本の紹介］時を刻む湖

田んぼ10年プロジェクト地域交流会のご案内

コウノトリ野生復帰の今、そして今後の展望

高速道路の渡河橋建設を巡る吉野川河口の現状

湿地巡り／片野鴨池（石川県）

危機にあるヘラシギの現状と新たな保護グループの活動について

失われた北川湿地の教訓を今後に生かすために

エコトーン・プロジェクトの活動について

田んぼの生物多様性向上10年プロジェクト交流会・琵琶湖

田んぼの生物多様性向上10年プロジェクトin豊後大野市

2016田んぼフォーラム～“生きものを育む田んぼプロジェクト”キックオフ宣言！

知らずに食べていませんか？　ネオニコチノイド

湿地のグリーンウェイブ2016 参加団体募集中!!

諫早湾開門をめぐる新たな動き／有明海再生策のまやかしを突破し、本当の和解を

緩衝域としての砂浜と海岸線

オオタカの傘と種の保存法

湿地巡り／タデ原湿原（大分県）

［報告］生きものあふれる田んぼと地域づくりシンポジウム～大分県豊後大野～

上野山雅子（NPO法人 中池見ねっと）

足利由紀子（NPO 法人水辺に遊ぶ会理事長）

後藤尚味（ラムネットJ 事務局）

光澤安衣子（特定非営利活動法人西条自然学校）

花輪伸一（ラムネットJ 共同代表）

柏木実、呉地正行、後藤尚味（ラムネットJ 事務局）

嶋田久夫（群馬弁護士会）

水谷いずみ（高松干潟を守ろう会）

まさのあつこ（ジャーナリスト）

阿部悦子（「辺野古土砂搬出反対」全国連絡協議会　共同代表）

山口義明（NACS-J自然観察指導員東京連絡会）

前川盛治（ラムネットJ 共同代表／第二次泡瀬訴訟原告団長）

稲葉光國（ラムネットJ理事／NPO法人民間稲作研究所）

佐竹節夫（コウノトリ湿地ネット代表／ラムネットＪ理事）

井口利枝子（とくしま自然観察の会／ラムネットＪ理事）

田米希久代（加賀市鴨池観察館）

服部卓朗（ふくおか湿地保全研究会）

横山一郎（三浦・三戸自然環境保全連絡会代表）

陣内隆之（有明海漁民・市民ネットワーク／ラムネットＪ理事）

田中雄二（表浜ネットワーク／ラムネットＪ理事）

金井裕（日本野鳥の会参与／ラムネットＪ理事）

阿部秀幸（九重ふるさと自然学校）

舩橋玲二（NPO 法人田んぼ／ラムネットＪ理事）
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023

024

025

026

027

028

2016年4月

2016年7月

2016年10月

2017年1月

2017年4月

2017年7月

田んぼ10年プロジェクトの全国集会を東京で開催

湿地のグリーンウェイブ2016／参加・行動して取り戻そう！ 私たちの健康な暮らしと自然

ラムネットＪのSNSのご案内

見直された日本の「重要湿地」と湿地の現状

「沖縄問題へのメッセージ」と辺野古新基地建設問題の近況

湿地巡り／藤前干潟（愛知県）

子どもたちのためにサンル川とサクラマスを残そう！

球磨川河口干潟と野鳥たち

ラムサール・ネットワーク日本2016年総会報告

［本の紹介］諫早湾の水門開放から有明海の再生へ

辺野古問題をめぐる最近の動向と国際社会の動き

第4回 生物の多様性を育む農業国際会議（ICEBA2016）と「おやま宣言」

タンチョウの現状と保護活動

湿地巡り／曽根干潟（福岡県）

上関SLAPP訴訟（恫喝訴訟）が終結しました

第11回 日韓NGO湿地フォーラム・国際湿地NGOワークショップ

うなぎと語る。

シンポジウム「うなぎ未来会議2016 ～ニホンウナギの絶滅リスク評価～」

雑誌「有明海の環境と漁業」創刊

［報告］第11回日韓NGO湿地フォーラム・国際湿地NGOワークショップ

CBD COP13でのラムネットJの活動報告

中池見生き物カードを制作

第二次泡瀬訴訟での不当な高裁判決について

湿地巡り／コムケ湖（北海道）

湿地のグリーンウェイブ2017参加団体募集中!!

田んぼの生物多様性向上10年プロジェクト「全国集会 in 川越」と「地域交流会 in いすみ」のご案内

2017年世界湿地の日記念シンポジウム

講演・報告会「シギ ・チドリ類の渡りの今─荒尾干潟で希少種ヘラシギと普通種ハマシギを守る─」

三番瀬生き物・カレンダー展

諫早湾閉め切りから20年

田んぼ10年プロジェクト全国集会・地域交流会の報告

狭山丘陵の湿地を守るために墓地開発計画の中止を

湿地巡り／三番瀬（千葉県）

「世界湿地の日」記念行事～荒尾での集会の報告～

湿地のグリーンウェイブ2017／湿地が守る人びとの暮らし─湿地生態系と防災・減災

プロジェクトWISEの実施について

葛西三枚洲のラムサール登録を目指して

泡瀬干潟、辺野古からの緊急報告

湿地巡り／黒沢湿原（徳島県）

湿地のグリーンウェイブ2017イベント報告／和白干潟で潮干狩り

［報告］第7 回 田んぼ10 年プロジェクト地域交流会～田んぼで育つ、ひと・稲・生きもの交流会 in 小田原～

横井謙一（日本国際湿地保全連合所長）

前川盛治（泡瀬干潟を守る連絡会事務局長／ラムネットJ共同代表）

亀井浩次（藤前干潟を守る会理事長／ラムネットJ理事）

小野有五（北海道の森と川を語る会／サクラマスまもり隊！代表）

高野茂樹（日本野鳥の会熊本県支部／八代野鳥愛好会／ラムネットＪ理事）

安部真理子（日本自然保護協会）

浅野正富（ラムネットＪ事務局長）

百瀬邦和（タンチョウ保護研究グループ理事長）

髙橋俊吾（曽根干潟の案内人・潟守）

丸山明子（弁護士／ラムネットＪ理事）

柏木実（ラムネットＪ共同代表）

後藤尚味（ラムネットＪ事務局）

上野山雅子（中池見ねっと事務局長／ラムネットJ理事）

前川盛治（泡瀬干潟を守る連絡会事務局長／原告団長

／ラムネットＪ共同代表）

大館和広（もんべつかいはつくらぶ代表）

陣内隆之（有明海漁民・市民ネットワーク／ラムネットＪ理事）

舩橋玲二（ラムネットJ理事／水田部会）

北浦恵美（トトロのふるさと基金事務局長）

立花一晃（三番瀬のラムサール条約登録を実現す

る会／ラムネットＪ理事）

河野紀美子（ふくおか湿地保全研究会）

飯田陳也（日本野鳥の会東京幹事）

前川盛治（泡瀬干潟を守る連絡会事務局長／原告団長

／ラムネットＪ共同代表）

内田忠宏（黒沢湿原を守ろう会会長）

松本悟（ウエットランドフォーラム代表／ラムネットＪ理事）

金井裕（ラムネットＪ理事／水田部会）

2017年10月

2018年1月

2018年4月

2018年7月

2018年11月

2019年1月

2019年1月
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032

033
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ラムサール・ネットワーク日本2017年 総会報告

第3回 田んぼ10年プロジェクト全国集会のご案内

有明海をつなぐラムサール条約

第3回田んぼ10年プロジェクト全国集会報告

日本の亜熱帯地域最後の自然海岸・嘉徳について

湿地巡り／河北潟（石川県）

第12回日韓NGO湿地フォーラム報告

中国江蘇省ルドン鳥見ツアー報

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 河北潟のご案内

市民集会「赤潮の発生原因」

アジア湿地シンポジウム

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」

蒲生干潟と防潮堤

アジア湿地シンポジウム参加報告／失われた諫早湾干潟の重要性を問い直す

湿地巡り／渡良瀬遊水地（栃木県・群馬県・茨城県・埼玉県）

沖縄・泡瀬干潟埋め立て第二次訴訟、上告棄却報告／および泡瀬干潟のラムサール条約湿地登録の課題

田んぼ10 年地域交流会 in 河北潟の報告

水のつながり、命のつながり。湿地のグリーンウェイブ2018参加団体募集！

2月2日は世界湿地の日！

〈都市の湿地〉2018年世界湿地の日記念シンポジウム

にじゅうまるCOP3

いまこそ「開門」の声を大きく

曽根干潟と風力発電計画

まず食べること──野生で生き抜くために

サロベツ周辺の風車建設計画

ラムサール・アジア地域会合に参加してきました

水のつながり、命のつながり。湿地のグリーンウェイブ2018

第13回 日韓NGO湿地フォーラム　国際湿地NGOワークショップ

［告知］第9回 田んぼ10年プロジェクト地域交流会 in 愛知（豊田市）─サシバのすめる水田作り─

辺野古の新基地建設工事による環境への影響

［報告］第13回日韓NGO湿地フォーラム／国際NGOワークショップ2018

湿地巡り／中池見湿地（福井県）

湿地のグリーンウェイブ2018イベント報告／大正川カメ類調査

［報告］第9回 田んぼ10年プロジェクト地域交流会in愛知（豊田市）―サシバのすめる水田作り―

ラムサール・ネットワーク日本2018年 総会報告

［報告］ラムサール条約COP13（UAE・ドバイ）

湿地巡り／宍塚の里山（茨城県）

中津干潟の保全に向けた活動の近況とアカニシ染め

狭山丘陵の墓地開発計画が中止に！

食べる人から田んぼが見えるように／「生きもの元気米」のご案内

豊岡の条約湿地拡大とコウノトリの現状について

志津川湾がラムサール条約湿地に登録されました

和白干潟のプロモーションビデオと、クロツラヘラサギの絵本

湿地巡り／都立東京港野鳥公園（東京都）

中村さやか（日本野鳥の会佐賀県支部事務局長）

安藤よしの（ラムネットＪ共同代表）

安部真理子（ラムネットＪ理事）

高橋久（河北潟湖沼研究所理事長）

陣内隆之（ラムネットＪ理事）

後藤尚味（ラムネットJ事務局）

中嶋順一（蒲生を守る会）

菅波完（有明海漁民・市民ネットワーク（漁民ネット）／ラムネットＪ理事）

浅野正富（ラムサール湿地ネットわたらせ／ラムネットＪ事務局長）

前川盛治（泡瀬干潟を守る連絡会／ラムネットＪ共同代表）

安藤よしの（ラムネットＪ共同代表）

堀良一（よみがえれ！有明訴訟弁護団／ラムネットＪ共同代表）

高橋俊吾（曽根干潟の案内人・潟守）

田米希久代（加賀市鴨池観察館）

長谷部真（サロベツ・エコ・ネットワーク）

永井光弘（ラムネットＪ理事）

安部真理子（日本自然保護協会／ラムネットＪ理事）

陣内隆之（ラムネットＪ理事）

上野山雅子（中池見ねっと事務局長／ラムネットＪ理事）

西堀智子（和亀保護の会代表）

金井裕（ラムネットＪ理事）

柏木実／安部真理子／高橋久／亀井浩次／上野山雅子

佐々木哲美（宍塚の自然と歴史の会）

足利由紀子（水辺に遊ぶ会理事長）

北浦恵美（トトロのふるさと基金事務局長）

佐竹節夫（コウノトリ湿地ネット代表/ ラムネットＪ理事）

阿部拓三（南三陸町農林水産課任期付研究員）

松本悟（ウエットランドフォーラム代表／ラムネットＪ理事）

森初恵（（公財）日本野鳥の会　チーフレンジャー）

「地球湿地概況（GWO）」が公表されました

第4回田んぼの生物多様性向上10年プロジェクト全国集会のご案内

湿地のグリーンウェイブ2019　参加団体募集！

シンポジウム「九州から湿地・ヘラシギ・シギ・チドリたちを守る」

2019年世界湿地の日のテーマは「湿地と気候変動」

藤前干潟保全から20年

辺野古の埋め立て工事の現状

シンポジウムレポート／九州から世界の湿地を考えた日

三番瀬の保全と第二湾岸道路

第4回田んぼの生物多様性向上10年プロジェクト全国集会報告

水のつながり、命のつながり。　湿地のグリーンウェイブ2019

ラムネットJ 2019年通常総会と10周年記念シンポジウムのお知らせ

［訃報］ルー・ヤンさん

［報告］ラムネットJ 設立10 周年シンポジウム〈第1弾〉ラムサール・ネットワーク日本10年成果と課題

石木ダム建設問題の近況

湿地のグリーンウェイブ2019イベント報告／トビハゼの日

湿地巡り／池ヶ原湿原（福井県）

諫早湾干拓・開門問題／最高裁の事件が動き始めました

ラムサール・ネットワーク日本2019年 総会報告

［告知］水の自然な流れを守るために ～ラムサール条約の実施とNGOの役割～

／ラムネットJ設立10周年シンポジウム第2弾
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2019年4月

2019年7月

永井光弘（ラムネットＪ理事）

亀井浩次（藤前干潟を守る会理事長／ラムネットＪ理事）

安部真理子（日本自然保護協会／ラムネットＪ理事）

富山雄太（ふくおか湿地保全研究会）

立花一晃（三番瀬のラムサール条約登録を実現する会）

安藤よしの（ラムネットＪ共同代表）

ラムネットＪ事務局

石丸勇（川原人会）

野長瀬雅樹（行徳野鳥観察舎友の会）

池ヶ原湿原保全・活用協議会事務局（福井県自然保護センター）

堀良一（よみがえれ！有明訴訟弁護団／ラムネットＪ理事）
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022

023

2015年3月

2015年7月

2015年11月

2016年1月

2016年4月

中池見湿地の新幹線問題をめぐる最近の動き

中津干潟と中津の水辺環境の保全のために──水辺に遊ぶ会近況報告

［報告］第10回 日韓NGO湿地フォーラム

湿地巡り／加茂川河口干潟（愛媛県）

緊迫する辺野古･大浦湾

湿地のグリーンウェイブ2015

井戸端会議・諫早の未来を考える

シンポジウム「干潟・湿地の重要性と生物多様性」

ラムサール条約COP12（ウルグアイ）での活動報告

新たに条約湿地として登録された芳ヶ平湿地群

ラムネットJ のラムサールCOP12 でのアピール／日本の条約湿地50から100へ

─50か所となった日本の条約湿地をさらに増やして100か所をめざす─

湿地巡り／高松干潟（三重県）

ラムサール・ネットワーク日本 2015年 総会報告

鬼怒川堤防決壊を教訓に流域治水への転換を

辺野古土砂搬出反対運動の広がり

湿地巡り／多摩川河口干潟（東京都・神奈川県）

泡瀬干潟・浅海域埋め立ては法的に瑕疵がある

台風18号による水田被害の報告とお見舞いへのお礼

緊急シンポジウム「救え！沖縄・泡瀬干潟～辺野古埋立ての一方で進行するもう

ひとつの自然破壊～」

シンポジウム「温暖化時代の治水政策～国と地方の取り組みから」

エコプロダクツ2015

緊急シンポジウム「開門調査から見える有明海の未来」

八ッ場ダム最高裁決定抗議集会「ダム依存から真の河川行政への転換を求めて」

［本の紹介］水から出た魚たち

［本の紹介］時を刻む湖

田んぼ10年プロジェクト地域交流会のご案内

コウノトリ野生復帰の今、そして今後の展望

高速道路の渡河橋建設を巡る吉野川河口の現状

湿地巡り／片野鴨池（石川県）

危機にあるヘラシギの現状と新たな保護グループの活動について

失われた北川湿地の教訓を今後に生かすために

エコトーン・プロジェクトの活動について

田んぼの生物多様性向上10年プロジェクト交流会・琵琶湖

田んぼの生物多様性向上10年プロジェクトin豊後大野市

2016田んぼフォーラム～“生きものを育む田んぼプロジェクト”キックオフ宣言！

知らずに食べていませんか？　ネオニコチノイド

湿地のグリーンウェイブ2016 参加団体募集中!!

諫早湾開門をめぐる新たな動き／有明海再生策のまやかしを突破し、本当の和解を

緩衝域としての砂浜と海岸線

オオタカの傘と種の保存法

湿地巡り／タデ原湿原（大分県）

［報告］生きものあふれる田んぼと地域づくりシンポジウム～大分県豊後大野～

上野山雅子（NPO法人 中池見ねっと）

足利由紀子（NPO 法人水辺に遊ぶ会理事長）

後藤尚味（ラムネットJ 事務局）

光澤安衣子（特定非営利活動法人西条自然学校）

花輪伸一（ラムネットJ 共同代表）

柏木実、呉地正行、後藤尚味（ラムネットJ 事務局）

嶋田久夫（群馬弁護士会）

水谷いずみ（高松干潟を守ろう会）

まさのあつこ（ジャーナリスト）

阿部悦子（「辺野古土砂搬出反対」全国連絡協議会　共同代表）

山口義明（NACS-J自然観察指導員東京連絡会）

前川盛治（ラムネットJ 共同代表／第二次泡瀬訴訟原告団長）

稲葉光國（ラムネットJ理事／NPO法人民間稲作研究所）

佐竹節夫（コウノトリ湿地ネット代表／ラムネットＪ理事）

井口利枝子（とくしま自然観察の会／ラムネットＪ理事）

田米希久代（加賀市鴨池観察館）

服部卓朗（ふくおか湿地保全研究会）

横山一郎（三浦・三戸自然環境保全連絡会代表）

陣内隆之（有明海漁民・市民ネットワーク／ラムネットＪ理事）

田中雄二（表浜ネットワーク／ラムネットＪ理事）

金井裕（日本野鳥の会参与／ラムネットＪ理事）

阿部秀幸（九重ふるさと自然学校）

舩橋玲二（NPO 法人田んぼ／ラムネットＪ理事）
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2016年4月

2016年7月

2016年10月

2017年1月

2017年4月

2017年7月

田んぼ10年プロジェクトの全国集会を東京で開催

湿地のグリーンウェイブ2016／参加・行動して取り戻そう！ 私たちの健康な暮らしと自然

ラムネットＪのSNSのご案内

見直された日本の「重要湿地」と湿地の現状

「沖縄問題へのメッセージ」と辺野古新基地建設問題の近況

湿地巡り／藤前干潟（愛知県）

子どもたちのためにサンル川とサクラマスを残そう！

球磨川河口干潟と野鳥たち

ラムサール・ネットワーク日本2016年総会報告

［本の紹介］諫早湾の水門開放から有明海の再生へ

辺野古問題をめぐる最近の動向と国際社会の動き

第4回 生物の多様性を育む農業国際会議（ICEBA2016）と「おやま宣言」

タンチョウの現状と保護活動

湿地巡り／曽根干潟（福岡県）

上関SLAPP訴訟（恫喝訴訟）が終結しました

第11回 日韓NGO湿地フォーラム・国際湿地NGOワークショップ

うなぎと語る。

シンポジウム「うなぎ未来会議2016 ～ニホンウナギの絶滅リスク評価～」

雑誌「有明海の環境と漁業」創刊

［報告］第11回日韓NGO湿地フォーラム・国際湿地NGOワークショップ

CBD COP13でのラムネットJの活動報告

中池見生き物カードを制作

第二次泡瀬訴訟での不当な高裁判決について

湿地巡り／コムケ湖（北海道）

湿地のグリーンウェイブ2017参加団体募集中!!

田んぼの生物多様性向上10年プロジェクト「全国集会 in 川越」と「地域交流会 in いすみ」のご案内

2017年世界湿地の日記念シンポジウム

講演・報告会「シギ ・チドリ類の渡りの今─荒尾干潟で希少種ヘラシギと普通種ハマシギを守る─」

三番瀬生き物・カレンダー展

諫早湾閉め切りから20年

田んぼ10年プロジェクト全国集会・地域交流会の報告

狭山丘陵の湿地を守るために墓地開発計画の中止を

湿地巡り／三番瀬（千葉県）

「世界湿地の日」記念行事～荒尾での集会の報告～

湿地のグリーンウェイブ2017／湿地が守る人びとの暮らし─湿地生態系と防災・減災

プロジェクトWISEの実施について

葛西三枚洲のラムサール登録を目指して

泡瀬干潟、辺野古からの緊急報告

湿地巡り／黒沢湿原（徳島県）

湿地のグリーンウェイブ2017イベント報告／和白干潟で潮干狩り

［報告］第7 回 田んぼ10 年プロジェクト地域交流会～田んぼで育つ、ひと・稲・生きもの交流会 in 小田原～

横井謙一（日本国際湿地保全連合所長）

前川盛治（泡瀬干潟を守る連絡会事務局長／ラムネットJ共同代表）

亀井浩次（藤前干潟を守る会理事長／ラムネットJ理事）

小野有五（北海道の森と川を語る会／サクラマスまもり隊！代表）

高野茂樹（日本野鳥の会熊本県支部／八代野鳥愛好会／ラムネットＪ理事）

安部真理子（日本自然保護協会）

浅野正富（ラムネットＪ事務局長）

百瀬邦和（タンチョウ保護研究グループ理事長）

髙橋俊吾（曽根干潟の案内人・潟守）

丸山明子（弁護士／ラムネットＪ理事）

柏木実（ラムネットＪ共同代表）

後藤尚味（ラムネットＪ事務局）

上野山雅子（中池見ねっと事務局長／ラムネットJ理事）

前川盛治（泡瀬干潟を守る連絡会事務局長／原告団長

／ラムネットＪ共同代表）

大館和広（もんべつかいはつくらぶ代表）

陣内隆之（有明海漁民・市民ネットワーク／ラムネットＪ理事）

舩橋玲二（ラムネットJ理事／水田部会）

北浦恵美（トトロのふるさと基金事務局長）

立花一晃（三番瀬のラムサール条約登録を実現す

る会／ラムネットＪ理事）

河野紀美子（ふくおか湿地保全研究会）

飯田陳也（日本野鳥の会東京幹事）

前川盛治（泡瀬干潟を守る連絡会事務局長／原告団長

／ラムネットＪ共同代表）

内田忠宏（黒沢湿原を守ろう会会長）

松本悟（ウエットランドフォーラム代表／ラムネットＪ理事）

金井裕（ラムネットＪ理事／水田部会）
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号 発行日 タイトル 執筆者

2017年7月

2017年10月

2018年1月

2018年4月

2018年7月

2018年11月

2019年1月

028

029

030

031

032

033

034

ラムサール・ネットワーク日本2017年 総会報告

第3回 田んぼ10年プロジェクト全国集会のご案内

有明海をつなぐラムサール条約

第3回田んぼ10年プロジェクト全国集会報告

日本の亜熱帯地域最後の自然海岸・嘉徳について

湿地巡り／河北潟（石川県）

第12回日韓NGO湿地フォーラム報告

中国江蘇省ルドン鳥見ツアー報

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 河北潟のご案内

市民集会「赤潮の発生原因」

アジア湿地シンポジウム

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」

蒲生干潟と防潮堤

アジア湿地シンポジウム参加報告／失われた諫早湾干潟の重要性を問い直す

湿地巡り／渡良瀬遊水地（栃木県・群馬県・茨城県・埼玉県）

沖縄・泡瀬干潟埋め立て第二次訴訟、上告棄却報告／および泡瀬干潟のラムサール条約湿地登録の課題

田んぼ10 年地域交流会 in 河北潟の報告

水のつながり、命のつながり。湿地のグリーンウェイブ2018参加団体募集！

2月2日は世界湿地の日！

〈都市の湿地〉2018年世界湿地の日記念シンポジウム

にじゅうまるCOP3

いまこそ「開門」の声を大きく

曽根干潟と風力発電計画

まず食べること──野生で生き抜くために

サロベツ周辺の風車建設計画

ラムサール・アジア地域会合に参加してきました

水のつながり、命のつながり。湿地のグリーンウェイブ2018

第13回 日韓NGO湿地フォーラム　国際湿地NGOワークショップ

［告知］第9回 田んぼ10年プロジェクト地域交流会 in 愛知（豊田市）─サシバのすめる水田作り─

辺野古の新基地建設工事による環境への影響

［報告］第13回日韓NGO湿地フォーラム／国際NGOワークショップ2018

湿地巡り／中池見湿地（福井県）

湿地のグリーンウェイブ2018イベント報告／大正川カメ類調査

［報告］第9回 田んぼ10年プロジェクト地域交流会in愛知（豊田市）―サシバのすめる水田作り―

ラムサール・ネットワーク日本2018年 総会報告

［報告］ラムサール条約COP13（UAE・ドバイ）

湿地巡り／宍塚の里山（茨城県）

中津干潟の保全に向けた活動の近況とアカニシ染め

狭山丘陵の墓地開発計画が中止に！

食べる人から田んぼが見えるように／「生きもの元気米」のご案内

豊岡の条約湿地拡大とコウノトリの現状について

志津川湾がラムサール条約湿地に登録されました

和白干潟のプロモーションビデオと、クロツラヘラサギの絵本

湿地巡り／都立東京港野鳥公園（東京都）

中村さやか（日本野鳥の会佐賀県支部事務局長）

安藤よしの（ラムネットＪ共同代表）

安部真理子（ラムネットＪ理事）

高橋久（河北潟湖沼研究所理事長）

陣内隆之（ラムネットＪ理事）

後藤尚味（ラムネットJ事務局）

中嶋順一（蒲生を守る会）

菅波完（有明海漁民・市民ネットワーク（漁民ネット）／ラムネットＪ理事）

浅野正富（ラムサール湿地ネットわたらせ／ラムネットＪ事務局長）

前川盛治（泡瀬干潟を守る連絡会／ラムネットＪ共同代表）

安藤よしの（ラムネットＪ共同代表）

堀良一（よみがえれ！有明訴訟弁護団／ラムネットＪ共同代表）

高橋俊吾（曽根干潟の案内人・潟守）

田米希久代（加賀市鴨池観察館）

長谷部真（サロベツ・エコ・ネットワーク）

永井光弘（ラムネットＪ理事）

安部真理子（日本自然保護協会／ラムネットＪ理事）

陣内隆之（ラムネットＪ理事）

上野山雅子（中池見ねっと事務局長／ラムネットＪ理事）

西堀智子（和亀保護の会代表）

金井裕（ラムネットＪ理事）

柏木実／安部真理子／高橋久／亀井浩次／上野山雅子

佐々木哲美（宍塚の自然と歴史の会）

足利由紀子（水辺に遊ぶ会理事長）

北浦恵美（トトロのふるさと基金事務局長）

佐竹節夫（コウノトリ湿地ネット代表/ ラムネットＪ理事）

阿部拓三（南三陸町農林水産課任期付研究員）

松本悟（ウエットランドフォーラム代表／ラムネットＪ理事）

森初恵（（公財）日本野鳥の会　チーフレンジャー）

「地球湿地概況（GWO）」が公表されました

第4回田んぼの生物多様性向上10年プロジェクト全国集会のご案内

湿地のグリーンウェイブ2019　参加団体募集！

シンポジウム「九州から湿地・ヘラシギ・シギ・チドリたちを守る」

2019年世界湿地の日のテーマは「湿地と気候変動」

藤前干潟保全から20年

辺野古の埋め立て工事の現状

シンポジウムレポート／九州から世界の湿地を考えた日

三番瀬の保全と第二湾岸道路

第4回田んぼの生物多様性向上10年プロジェクト全国集会報告

水のつながり、命のつながり。　湿地のグリーンウェイブ2019

ラムネットJ 2019年通常総会と10周年記念シンポジウムのお知らせ

［訃報］ルー・ヤンさん

［報告］ラムネットJ 設立10 周年シンポジウム〈第1弾〉ラムサール・ネットワーク日本10年成果と課題

石木ダム建設問題の近況

湿地のグリーンウェイブ2019イベント報告／トビハゼの日

湿地巡り／池ヶ原湿原（福井県）

諫早湾干拓・開門問題／最高裁の事件が動き始めました

ラムサール・ネットワーク日本2019年 総会報告

［告知］水の自然な流れを守るために ～ラムサール条約の実施とNGOの役割～

／ラムネットJ設立10周年シンポジウム第2弾

［報告］ラムネットＪ設立10周年シンポジウム〈第2弾〉ラムサール条約の実施と

034

035

036

2019年1月

2019年4月

2019年7月

永井光弘（ラムネットＪ理事）

亀井浩次（藤前干潟を守る会理事長／ラムネットＪ理事）

安部真理子（日本自然保護協会／ラムネットＪ理事）

富山雄太（ふくおか湿地保全研究会）

立花一晃（三番瀬のラムサール条約登録を実現する会）

安藤よしの（ラムネットＪ共同代表）

ラムネットＪ事務局

石丸勇（川原人会）

野長瀬雅樹（行徳野鳥観察舎友の会）

池ヶ原湿原保全・活用協議会事務局（福井県自然保護センター）

堀良一（よみがえれ！有明訴訟弁護団／ラムネットＪ理事）

ラムネットＪ事務局



019

020

021

022

023

2015年3月

2015年7月

2015年11月

2016年1月

2016年4月

中池見湿地の新幹線問題をめぐる最近の動き

中津干潟と中津の水辺環境の保全のために──水辺に遊ぶ会近況報告

［報告］第10回 日韓NGO湿地フォーラム

湿地巡り／加茂川河口干潟（愛媛県）

緊迫する辺野古･大浦湾

湿地のグリーンウェイブ2015

井戸端会議・諫早の未来を考える

シンポジウム「干潟・湿地の重要性と生物多様性」

ラムサール条約COP12（ウルグアイ）での活動報告

新たに条約湿地として登録された芳ヶ平湿地群

ラムネットJ のラムサールCOP12 でのアピール／日本の条約湿地50から100へ

─50か所となった日本の条約湿地をさらに増やして100か所をめざす─

湿地巡り／高松干潟（三重県）

ラムサール・ネットワーク日本 2015年 総会報告

鬼怒川堤防決壊を教訓に流域治水への転換を

辺野古土砂搬出反対運動の広がり

湿地巡り／多摩川河口干潟（東京都・神奈川県）

泡瀬干潟・浅海域埋め立ては法的に瑕疵がある

台風18号による水田被害の報告とお見舞いへのお礼

緊急シンポジウム「救え！沖縄・泡瀬干潟～辺野古埋立ての一方で進行するもう

ひとつの自然破壊～」

シンポジウム「温暖化時代の治水政策～国と地方の取り組みから」

エコプロダクツ2015

緊急シンポジウム「開門調査から見える有明海の未来」

八ッ場ダム最高裁決定抗議集会「ダム依存から真の河川行政への転換を求めて」

［本の紹介］水から出た魚たち

［本の紹介］時を刻む湖

田んぼ10年プロジェクト地域交流会のご案内

コウノトリ野生復帰の今、そして今後の展望

高速道路の渡河橋建設を巡る吉野川河口の現状

湿地巡り／片野鴨池（石川県）

危機にあるヘラシギの現状と新たな保護グループの活動について

失われた北川湿地の教訓を今後に生かすために

エコトーン・プロジェクトの活動について

田んぼの生物多様性向上10年プロジェクト交流会・琵琶湖

田んぼの生物多様性向上10年プロジェクトin豊後大野市

2016田んぼフォーラム～“生きものを育む田んぼプロジェクト”キックオフ宣言！

知らずに食べていませんか？　ネオニコチノイド

湿地のグリーンウェイブ2016 参加団体募集中!!

諫早湾開門をめぐる新たな動き／有明海再生策のまやかしを突破し、本当の和解を

緩衝域としての砂浜と海岸線

オオタカの傘と種の保存法

湿地巡り／タデ原湿原（大分県）

［報告］生きものあふれる田んぼと地域づくりシンポジウム～大分県豊後大野～

上野山雅子（NPO法人 中池見ねっと）

足利由紀子（NPO 法人水辺に遊ぶ会理事長）

後藤尚味（ラムネットJ 事務局）

光澤安衣子（特定非営利活動法人西条自然学校）

花輪伸一（ラムネットJ 共同代表）

柏木実、呉地正行、後藤尚味（ラムネットJ 事務局）

嶋田久夫（群馬弁護士会）

水谷いずみ（高松干潟を守ろう会）

まさのあつこ（ジャーナリスト）

阿部悦子（「辺野古土砂搬出反対」全国連絡協議会　共同代表）

山口義明（NACS-J自然観察指導員東京連絡会）

前川盛治（ラムネットJ 共同代表／第二次泡瀬訴訟原告団長）

稲葉光國（ラムネットJ理事／NPO法人民間稲作研究所）

佐竹節夫（コウノトリ湿地ネット代表／ラムネットＪ理事）

井口利枝子（とくしま自然観察の会／ラムネットＪ理事）

田米希久代（加賀市鴨池観察館）

服部卓朗（ふくおか湿地保全研究会）

横山一郎（三浦・三戸自然環境保全連絡会代表）

陣内隆之（有明海漁民・市民ネットワーク／ラムネットＪ理事）

田中雄二（表浜ネットワーク／ラムネットＪ理事）

金井裕（日本野鳥の会参与／ラムネットＪ理事）

阿部秀幸（九重ふるさと自然学校）

舩橋玲二（NPO 法人田んぼ／ラムネットＪ理事）

023

024

025

026

027

028

2016年4月

2016年7月

2016年10月

2017年1月

2017年4月

2017年7月

田んぼ10年プロジェクトの全国集会を東京で開催

湿地のグリーンウェイブ2016／参加・行動して取り戻そう！ 私たちの健康な暮らしと自然

ラムネットＪのSNSのご案内

見直された日本の「重要湿地」と湿地の現状

「沖縄問題へのメッセージ」と辺野古新基地建設問題の近況

湿地巡り／藤前干潟（愛知県）

子どもたちのためにサンル川とサクラマスを残そう！

球磨川河口干潟と野鳥たち

ラムサール・ネットワーク日本2016年総会報告

［本の紹介］諫早湾の水門開放から有明海の再生へ

辺野古問題をめぐる最近の動向と国際社会の動き

第4回 生物の多様性を育む農業国際会議（ICEBA2016）と「おやま宣言」

タンチョウの現状と保護活動

湿地巡り／曽根干潟（福岡県）

上関SLAPP訴訟（恫喝訴訟）が終結しました

第11回 日韓NGO湿地フォーラム・国際湿地NGOワークショップ

うなぎと語る。

シンポジウム「うなぎ未来会議2016 ～ニホンウナギの絶滅リスク評価～」

雑誌「有明海の環境と漁業」創刊

［報告］第11回日韓NGO湿地フォーラム・国際湿地NGOワークショップ

CBD COP13でのラムネットJの活動報告

中池見生き物カードを制作

第二次泡瀬訴訟での不当な高裁判決について

湿地巡り／コムケ湖（北海道）

湿地のグリーンウェイブ2017参加団体募集中!!

田んぼの生物多様性向上10年プロジェクト「全国集会 in 川越」と「地域交流会 in いすみ」のご案内

2017年世界湿地の日記念シンポジウム

講演・報告会「シギ ・チドリ類の渡りの今─荒尾干潟で希少種ヘラシギと普通種ハマシギを守る─」

三番瀬生き物・カレンダー展

諫早湾閉め切りから20年

田んぼ10年プロジェクト全国集会・地域交流会の報告

狭山丘陵の湿地を守るために墓地開発計画の中止を

湿地巡り／三番瀬（千葉県）

「世界湿地の日」記念行事～荒尾での集会の報告～

湿地のグリーンウェイブ2017／湿地が守る人びとの暮らし─湿地生態系と防災・減災

プロジェクトWISEの実施について

葛西三枚洲のラムサール登録を目指して

泡瀬干潟、辺野古からの緊急報告

湿地巡り／黒沢湿原（徳島県）

湿地のグリーンウェイブ2017イベント報告／和白干潟で潮干狩り

［報告］第7 回 田んぼ10 年プロジェクト地域交流会～田んぼで育つ、ひと・稲・生きもの交流会 in 小田原～

横井謙一（日本国際湿地保全連合所長）

前川盛治（泡瀬干潟を守る連絡会事務局長／ラムネットJ共同代表）

亀井浩次（藤前干潟を守る会理事長／ラムネットJ理事）

小野有五（北海道の森と川を語る会／サクラマスまもり隊！代表）

高野茂樹（日本野鳥の会熊本県支部／八代野鳥愛好会／ラムネットＪ理事）

安部真理子（日本自然保護協会）

浅野正富（ラムネットＪ事務局長）

百瀬邦和（タンチョウ保護研究グループ理事長）

髙橋俊吾（曽根干潟の案内人・潟守）

丸山明子（弁護士／ラムネットＪ理事）

柏木実（ラムネットＪ共同代表）

後藤尚味（ラムネットＪ事務局）

上野山雅子（中池見ねっと事務局長／ラムネットJ理事）

前川盛治（泡瀬干潟を守る連絡会事務局長／原告団長

／ラムネットＪ共同代表）

大館和広（もんべつかいはつくらぶ代表）

陣内隆之（有明海漁民・市民ネットワーク／ラムネットＪ理事）

舩橋玲二（ラムネットJ理事／水田部会）

北浦恵美（トトロのふるさと基金事務局長）

立花一晃（三番瀬のラムサール条約登録を実現す

る会／ラムネットＪ理事）

河野紀美子（ふくおか湿地保全研究会）

飯田陳也（日本野鳥の会東京幹事）

前川盛治（泡瀬干潟を守る連絡会事務局長／原告団長

／ラムネットＪ共同代表）

内田忠宏（黒沢湿原を守ろう会会長）

松本悟（ウエットランドフォーラム代表／ラムネットＪ理事）

金井裕（ラムネットＪ理事／水田部会）
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号 発行日 タイトル 執筆者

2017年7月

2017年10月

2018年1月

2018年4月

2018年7月

2018年11月

2019年1月

028

029

030

031

032

033

034

ラムサール・ネットワーク日本2017年 総会報告

第3回 田んぼ10年プロジェクト全国集会のご案内

有明海をつなぐラムサール条約

第3回田んぼ10年プロジェクト全国集会報告

日本の亜熱帯地域最後の自然海岸・嘉徳について

湿地巡り／河北潟（石川県）

第12回日韓NGO湿地フォーラム報告

中国江蘇省ルドン鳥見ツアー報

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 河北潟のご案内

市民集会「赤潮の発生原因」

アジア湿地シンポジウム

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」

蒲生干潟と防潮堤

アジア湿地シンポジウム参加報告／失われた諫早湾干潟の重要性を問い直す

湿地巡り／渡良瀬遊水地（栃木県・群馬県・茨城県・埼玉県）

沖縄・泡瀬干潟埋め立て第二次訴訟、上告棄却報告／および泡瀬干潟のラムサール条約湿地登録の課題

田んぼ10 年地域交流会 in 河北潟の報告

水のつながり、命のつながり。湿地のグリーンウェイブ2018参加団体募集！

2月2日は世界湿地の日！

〈都市の湿地〉2018年世界湿地の日記念シンポジウム

にじゅうまるCOP3

いまこそ「開門」の声を大きく

曽根干潟と風力発電計画

まず食べること──野生で生き抜くために

サロベツ周辺の風車建設計画

ラムサール・アジア地域会合に参加してきました

水のつながり、命のつながり。湿地のグリーンウェイブ2018

第13回 日韓NGO湿地フォーラム　国際湿地NGOワークショップ

［告知］第9回 田んぼ10年プロジェクト地域交流会 in 愛知（豊田市）─サシバのすめる水田作り─

辺野古の新基地建設工事による環境への影響

［報告］第13回日韓NGO湿地フォーラム／国際NGOワークショップ2018

湿地巡り／中池見湿地（福井県）

湿地のグリーンウェイブ2018イベント報告／大正川カメ類調査

［報告］第9回 田んぼ10年プロジェクト地域交流会in愛知（豊田市）―サシバのすめる水田作り―

ラムサール・ネットワーク日本2018年 総会報告

［報告］ラムサール条約COP13（UAE・ドバイ）

湿地巡り／宍塚の里山（茨城県）

中津干潟の保全に向けた活動の近況とアカニシ染め

狭山丘陵の墓地開発計画が中止に！

食べる人から田んぼが見えるように／「生きもの元気米」のご案内

豊岡の条約湿地拡大とコウノトリの現状について

志津川湾がラムサール条約湿地に登録されました

和白干潟のプロモーションビデオと、クロツラヘラサギの絵本

湿地巡り／都立東京港野鳥公園（東京都）

中村さやか（日本野鳥の会佐賀県支部事務局長）

安藤よしの（ラムネットＪ共同代表）

安部真理子（ラムネットＪ理事）

高橋久（河北潟湖沼研究所理事長）

陣内隆之（ラムネットＪ理事）

後藤尚味（ラムネットJ事務局）

中嶋順一（蒲生を守る会）

菅波完（有明海漁民・市民ネットワーク（漁民ネット）／ラムネットＪ理事）

浅野正富（ラムサール湿地ネットわたらせ／ラムネットＪ事務局長）

前川盛治（泡瀬干潟を守る連絡会／ラムネットＪ共同代表）

安藤よしの（ラムネットＪ共同代表）

堀良一（よみがえれ！有明訴訟弁護団／ラムネットＪ共同代表）

高橋俊吾（曽根干潟の案内人・潟守）

田米希久代（加賀市鴨池観察館）

長谷部真（サロベツ・エコ・ネットワーク）

永井光弘（ラムネットＪ理事）

安部真理子（日本自然保護協会／ラムネットＪ理事）

陣内隆之（ラムネットＪ理事）

上野山雅子（中池見ねっと事務局長／ラムネットＪ理事）

西堀智子（和亀保護の会代表）

金井裕（ラムネットＪ理事）

柏木実／安部真理子／高橋久／亀井浩次／上野山雅子

佐々木哲美（宍塚の自然と歴史の会）

足利由紀子（水辺に遊ぶ会理事長）

北浦恵美（トトロのふるさと基金事務局長）

佐竹節夫（コウノトリ湿地ネット代表/ ラムネットＪ理事）

阿部拓三（南三陸町農林水産課任期付研究員）

松本悟（ウエットランドフォーラム代表／ラムネットＪ理事）

森初恵（（公財）日本野鳥の会　チーフレンジャー）

「地球湿地概況（GWO）」が公表されました

第4回田んぼの生物多様性向上10年プロジェクト全国集会のご案内

湿地のグリーンウェイブ2019　参加団体募集！

シンポジウム「九州から湿地・ヘラシギ・シギ・チドリたちを守る」

2019年世界湿地の日のテーマは「湿地と気候変動」

藤前干潟保全から20年

辺野古の埋め立て工事の現状

シンポジウムレポート／九州から世界の湿地を考えた日

三番瀬の保全と第二湾岸道路

第4回田んぼの生物多様性向上10年プロジェクト全国集会報告

水のつながり、命のつながり。　湿地のグリーンウェイブ2019

ラムネットJ 2019年通常総会と10周年記念シンポジウムのお知らせ

［訃報］ルー・ヤンさん

［報告］ラムネットJ 設立10 周年シンポジウム〈第1弾〉ラムサール・ネットワーク日本10年成果と課題

石木ダム建設問題の近況

湿地のグリーンウェイブ2019イベント報告／トビハゼの日

湿地巡り／池ヶ原湿原（福井県）

諫早湾干拓・開門問題／最高裁の事件が動き始めました

ラムサール・ネットワーク日本2019年 総会報告

［告知］水の自然な流れを守るために ～ラムサール条約の実施とNGOの役割～

／ラムネットJ設立10周年シンポジウム第2弾

034

035

036

2019年1月

2019年4月

2019年7月

永井光弘（ラムネットＪ理事）

亀井浩次（藤前干潟を守る会理事長／ラムネットＪ理事）

安部真理子（日本自然保護協会／ラムネットＪ理事）

富山雄太（ふくおか湿地保全研究会）

立花一晃（三番瀬のラムサール条約登録を実現する会）

安藤よしの（ラムネットＪ共同代表）

ラムネットＪ事務局

石丸勇（川原人会）

野長瀬雅樹（行徳野鳥観察舎友の会）

池ヶ原湿原保全・活用協議会事務局（福井県自然保護センター）

堀良一（よみがえれ！有明訴訟弁護団／ラムネットＪ理事）

★ラムサール・ネットワーク日本の「ニュースレター」は
　以下のサイトでご覧いただけます　
　http://www.ramnet-j.org/information/
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『田んぼ10年だより』発行一覧（ 1号～15号 ）

「田んぼ10年プロジェクトがめざすもの」～みんなの力で田んぼの生きものを取り戻そう～

田んぼ10年への期待「田んぼまわりの生きものの天国を再現するために」

田んぼ10年への期待「地域と共生の環境に優しいお米づくりを！」

「コナギを食べて愛でる会」

［栃木県］ラムサール条約湿地登録　渡良瀬遊水地　賢明な活用推進事業

［大分県］九重ふるさと自然学校　自然共生型田んぼづくり

［千葉県］三年目を迎えた千葉市若葉区谷当町の「ふゆみずたんぼ」

CBD/COP12で、展示・発表します！

田んぼ10年プロジェクトの仲間を増やそう！ご協力のお願い

田んぼ10年プロジェクトのシールができました！

皆様からのご意見・ご感想ご投稿をお待ちしています！

CBD/COP12参加報告1 「COP12での田んぼ関係のイベント」

CBD/COP12参加報告2「世界一田めになる学校in 韓国」

第3回生物の多様性を育む農業国際会議（ICEBA）（宮城県大崎市2014年12月5日～7日）

田んぼの生きものたち「田んぼ周りの外来種」

［秋田県］自然と農業と人が共生する村をめざし

［石川県］片野鴨池　江戸時代から続くワイズユース

［栃木県］「グリーンオイルプロジェクト」

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

活動の足跡

ラムサールCOP12参加報告　報告１「COP12での（株）アレフの取り組み」

ラムサールCOP12参加報告　報告２「三番瀬から田んぼの生物多様性、そして世界へ」

ラムサールCOP12参加報告　報告３「大草原の国・ウルグアイ」

［埼玉県］かわごえ里山イニシアティブ

［福岡県］（有）ゆうまぶどうの樹ほっこり農園

［宮城県］いきものたんぼプロジェクト

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

活動の足跡

2015年～2017年　田んぼ10年プロジェクトの活動3年計画概要

2015年コナギを愛でて食べる会 in 大谷

田んぼ10年のこれまでとこれから　田んぼ10年プロジェクトのあゆみ

田んぼ10年のこれまでとこれから　田んぼ10年プロジェクトこれからの計画

－2020年愛知ターゲット達成年まであと5年－

コナギを愛でて食べる会に参加して

［奈良県］「田んぼの水族館in御所実業高校」

［神奈川県］NPO法人小田原食とみどり

田んぼ10年プロジェクトからUNDB-J連携推進事業として認定された団体の取り組み

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

アンケート回答のお願い

田んぼ10年集会報告　報告① 田んぼと生きものにより育まれる交流の輪で「地

域を元気」に！～田んぼの生物多様性向上10年プロジェクト交流会・琵琶湖～

報告② 2020年までに田んぼ10年に500登録を！ にじゅうまるＣＯＰ２「田んぼ10年」分科会

「ふゆみずたんぼ」を活用した環境学習

第1号

（創刊号）

第2号

第3号

第4号

第5号

2014年9月

2015年2月

2015年8月

2015年12

2016年3月

呉地正行（ラムネットＪ共同代表・水田部会長）

浅野 正富（ラムネットＪ事務局長）

立花一晃（三番瀬のラムサール条約への登録を実現する会）

鈴木康（日本雁を保護する会）

山路直人

阿部秀幸

織内勲（NPO法人バランス21・谷当里山計画理事）

呉地正行（ラムネットＪ共同代表・水田部会長）

舩橋玲二（NPO法人田んぼ）

舩橋玲二（NPO法人田んぼ）

斉藤光明（オリザネット）

石川歳男（大潟村）

田米希久代（鴨池たんぼクラブ）

稲葉光國（日本の稲作を守る会）

橋部佳紀（（株）アレフ）

織内勲（三番瀬を守る署名ネットワーク 事務局長／

NPOバランス21・谷当里山計画 理事）

大島弘三（諫早湾しおまねきの会）

増田純一

加悦典子

小野寺雅之

舩橋玲二（NPO法人田んぼ・RNJ田んぼ部会会員）

安藤よしの（ラムサール・ネットワーク日本）

吉田秀幸（気仙沼市立大谷小学校）

奈良県立御所実業高等学校環境緑地科「生物多様性の保全」研究班

齋藤文子

青田朋恵（滋賀県職員）

原野スキマサ（BIB）

吉田善広（NPO 法人田んぼ）

号 発行日 タイトル 執筆者

第5号

第6号

第7号

第8号

第9号

第10号

第11号

2016年3月

2016年8月

2016年11月

2017年2月

2017年3月

2017年10月

2018年2月

［埼玉県］NPO 法人 見沼保全じゃぶじゃぶラボ

田んぼ10年プロジェク卜行動計画実施状況についてのアンケー卜集計結果

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

田んぼ10年プロジェクト全国集会にご参加ください

田んぼ10年プロジェクト地域集会in 大潟村 報告／① 大潟村と田んぼ10年プロジェクト

田んぼ10年プロジェクト地域集会in 大潟村 報告／② コナギを愛でて食べる会ｉｎ大潟村

田んぼ10年プロジェクト地域集会in 大潟村 報告／③「農業を食業に変える」伊豆沼農産のチャレンジ

［北海道］ふゆみずたんぼまつり (株)アレフふゆみずたんぼプロジェクト

「私たちの生きもの田んぼ宣言」 もっと多くの方に「宣言」していただくために!

2017春までの＜田んぼ10 年プロジェクトの主な活動予定＞

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

第4回生物の多様性を育む農業国際会議ICEBA2016報告

［千葉県］谷津田を中心とした水辺がもたらす生物多様性 耕作放棄が進む現状

と再生の試みについて

国連生物多様性の10年日本委員会による認定連携事業第9弾で、田んぼ10年プ

ロジェクトから新たに以下の２団体が認定されました。おめでとうございます。

2016年度に予定されている田んぼ10年の活動

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

CBD/COP13のための特別協賛金を募集します、ご協力をお願いします！

生物多様性条約第13回締約国会議報告

［神奈川県］NPO法人小田原食とみどり

2月に開催予定の田んぼ10年の集会

2017年度の主な取り組み予定

シールが出来ました！

CBD/COP13のための特別協賛金にご協力下さった皆様へ心より御礼申し上げます。

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

2月 18日開催 第2回田んぼ10年プロジェクト全国集会 in川越 報告

2月25・26日開催第6回田んぼ10年プロジェクト地域交流会 inいすみ報告／①

エクスカーション「夷隅川（いのちの回廊）によってつながる、いすみ市の里山と里海」報告

第6回田んぼ10年プロジェクト地域交流会 inいすみ報告／②地域交流会 inいすみ報告

［千葉県］いすみの谷津田に魅せられて

ラムネットJ田んぼ10年のHPをリニューアルしました。

今後の集会予定

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

＜世界農業遺産＞宮城「大崎耕土」申請へ

第3回田んぼ10年プロジェクト全国集会報告

田んぼ10年地域交流会in 河北潟開催予定

にじゅうまるCOP3 開催予定

田んぼ10年プロジェクト近況報告

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

第８回田んぼ10年プロジェクト地域交流会in河北潟報告

フィリピン・ルソン島での田んぼの生きもの調査の概要

「私たちの自然派宣言」で田んぼ10年に参加された皆さまへ

にじゅうまるCOP3開催案内

第11号

第12号

第13号

第14号

第15号

2018年2月

2018年3月

2018年7月

2018年12月

2019年3月

地域交流会の予定

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

にじゅうまるプロジェクトパートナーズ会合（にじゅうまるCOP３）に参加して

報告：にじゅうまるCOP3ラムネットＪ分科会「ひと・生きものがつなぐ田んぼ～川～干潟～海」

NPO田んぼによる新たな田んぼの生きもの調査

湿地のグリーンウェイブにご参加ください

第9回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 愛知（豊田市）

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

第9回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愛知（豊田市）―

サシバのすめる水田作り―を開催しました

種子法廃止で何が起きているのか 私たちがやるべきこと

田んぼ10年プロジェクト情報交換会／セミナーと試食で楽しむ「TTP田んぼを

食べるプロジェクト in SHIBUYA」

おめでとうございます！！田んぼ10年プロジェクトの仲間、遠藤源一郎さんが「農民文学賞」受賞

第５回生物の多様性を育む農業国際会議（ＩＣＥＢＡ）2018のお知らせ

田んぼの生物多様性とＳＤＧｓ学習会

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

第13回ラムサール条約締約国会議（ラムサールCOP13）での田んぼ関係の活動について

ブータン王国の有機農業100％の取り組みをご支援ください。

5年目の生きもの元気米

第４回田んぼの生物多様性向上10年プロジェクト全国集会

田んぼだより13号以降のたんぼ10年プロジェクトの主な活動

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

第4回田んぼ10年プロジェクト全国集会報告

彩の国埼玉環境大賞で「大賞」を受賞しました

人生の第二ステージは里山の田んぼと豊かな自然の美の中

2019年度田んぼ10年プロジェクトの主な活動

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

フィリピン・イフガオ州の棚田訪問
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「田んぼ10年プロジェクトがめざすもの」～みんなの力で田んぼの生きものを取り戻そう～

田んぼ10年への期待「田んぼまわりの生きものの天国を再現するために」

田んぼ10年への期待「地域と共生の環境に優しいお米づくりを！」

「コナギを食べて愛でる会」

［栃木県］ラムサール条約湿地登録　渡良瀬遊水地　賢明な活用推進事業

［大分県］九重ふるさと自然学校　自然共生型田んぼづくり

［千葉県］三年目を迎えた千葉市若葉区谷当町の「ふゆみずたんぼ」

CBD/COP12で、展示・発表します！

田んぼ10年プロジェクトの仲間を増やそう！ご協力のお願い

田んぼ10年プロジェクトのシールができました！

皆様からのご意見・ご感想ご投稿をお待ちしています！

CBD/COP12参加報告1 「COP12での田んぼ関係のイベント」

CBD/COP12参加報告2「世界一田めになる学校in 韓国」

第3回生物の多様性を育む農業国際会議（ICEBA）（宮城県大崎市2014年12月5日～7日）

田んぼの生きものたち「田んぼ周りの外来種」

［秋田県］自然と農業と人が共生する村をめざし

［石川県］片野鴨池　江戸時代から続くワイズユース

［栃木県］「グリーンオイルプロジェクト」

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

活動の足跡

ラムサールCOP12参加報告　報告１「COP12での（株）アレフの取り組み」

ラムサールCOP12参加報告　報告２「三番瀬から田んぼの生物多様性、そして世界へ」

ラムサールCOP12参加報告　報告３「大草原の国・ウルグアイ」

［埼玉県］かわごえ里山イニシアティブ

［福岡県］（有）ゆうまぶどうの樹ほっこり農園

［宮城県］いきものたんぼプロジェクト

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

活動の足跡

2015年～2017年　田んぼ10年プロジェクトの活動3年計画概要

2015年コナギを愛でて食べる会 in 大谷

田んぼ10年のこれまでとこれから　田んぼ10年プロジェクトのあゆみ

田んぼ10年のこれまでとこれから　田んぼ10年プロジェクトこれからの計画

－2020年愛知ターゲット達成年まであと5年－

コナギを愛でて食べる会に参加して

［奈良県］「田んぼの水族館in御所実業高校」

［神奈川県］NPO法人小田原食とみどり

田んぼ10年プロジェクトからUNDB-J連携推進事業として認定された団体の取り組み

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

アンケート回答のお願い

田んぼ10年集会報告　報告① 田んぼと生きものにより育まれる交流の輪で「地

域を元気」に！～田んぼの生物多様性向上10年プロジェクト交流会・琵琶湖～

報告② 2020年までに田んぼ10年に500登録を！ にじゅうまるＣＯＰ２「田んぼ10年」分科会

「ふゆみずたんぼ」を活用した環境学習

2014年9月

2015年2月

2015年8月

2015年12

2016年3月

呉地正行（ラムネットＪ共同代表・水田部会長）

浅野 正富（ラムネットＪ事務局長）

立花一晃（三番瀬のラムサール条約への登録を実現する会）

鈴木康（日本雁を保護する会）

山路直人

阿部秀幸

織内勲（NPO法人バランス21・谷当里山計画理事）

呉地正行（ラムネットＪ共同代表・水田部会長）

舩橋玲二（NPO法人田んぼ）

舩橋玲二（NPO法人田んぼ）

斉藤光明（オリザネット）

石川歳男（大潟村）

田米希久代（鴨池たんぼクラブ）

稲葉光國（日本の稲作を守る会）

橋部佳紀（（株）アレフ）

織内勲（三番瀬を守る署名ネットワーク 事務局長／

NPOバランス21・谷当里山計画 理事）

大島弘三（諫早湾しおまねきの会）

増田純一

加悦典子

小野寺雅之

舩橋玲二（NPO法人田んぼ・RNJ田んぼ部会会員）

安藤よしの（ラムサール・ネットワーク日本）

吉田秀幸（気仙沼市立大谷小学校）

奈良県立御所実業高等学校環境緑地科「生物多様性の保全」研究班

齋藤文子

青田朋恵（滋賀県職員）

原野スキマサ（BIB）

吉田善広（NPO 法人田んぼ）

号 発行日 タイトル 執筆者

第5号

第6号

第7号

第8号

第9号

第10号

第11号

2016年3月

2016年8月

2016年11月

2017年2月

2017年3月

2017年10月

2018年2月

［埼玉県］NPO 法人 見沼保全じゃぶじゃぶラボ

田んぼ10年プロジェク卜行動計画実施状況についてのアンケー卜集計結果

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

田んぼ10年プロジェクト全国集会にご参加ください

田んぼ10年プロジェクト地域集会in 大潟村 報告／① 大潟村と田んぼ10年プロジェクト

田んぼ10年プロジェクト地域集会in 大潟村 報告／② コナギを愛でて食べる会ｉｎ大潟村

田んぼ10年プロジェクト地域集会in 大潟村 報告／③「農業を食業に変える」伊豆沼農産のチャレンジ

［北海道］ふゆみずたんぼまつり (株)アレフふゆみずたんぼプロジェクト

「私たちの生きもの田んぼ宣言」 もっと多くの方に「宣言」していただくために!

2017春までの＜田んぼ10 年プロジェクトの主な活動予定＞

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

第4回生物の多様性を育む農業国際会議ICEBA2016報告

［千葉県］谷津田を中心とした水辺がもたらす生物多様性 耕作放棄が進む現状

と再生の試みについて

国連生物多様性の10年日本委員会による認定連携事業第9弾で、田んぼ10年プ

ロジェクトから新たに以下の２団体が認定されました。おめでとうございます。

2016年度に予定されている田んぼ10年の活動

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

CBD/COP13のための特別協賛金を募集します、ご協力をお願いします！

生物多様性条約第13回締約国会議報告

［神奈川県］NPO法人小田原食とみどり

2月に開催予定の田んぼ10年の集会

2017年度の主な取り組み予定

シールが出来ました！

CBD/COP13のための特別協賛金にご協力下さった皆様へ心より御礼申し上げます。

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

2月 18日開催 第2回田んぼ10年プロジェクト全国集会 in川越 報告

2月25・26日開催第6回田んぼ10年プロジェクト地域交流会 inいすみ報告／①

エクスカーション「夷隅川（いのちの回廊）によってつながる、いすみ市の里山と里海」報告

第6回田んぼ10年プロジェクト地域交流会 inいすみ報告／②地域交流会 inいすみ報告

［千葉県］いすみの谷津田に魅せられて

ラムネットJ田んぼ10年のHPをリニューアルしました。

今後の集会予定

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

＜世界農業遺産＞宮城「大崎耕土」申請へ

第3回田んぼ10年プロジェクト全国集会報告

田んぼ10年地域交流会in 河北潟開催予定

にじゅうまるCOP3 開催予定

田んぼ10年プロジェクト近況報告

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

第８回田んぼ10年プロジェクト地域交流会in河北潟報告

フィリピン・ルソン島での田んぼの生きもの調査の概要

「私たちの自然派宣言」で田んぼ10年に参加された皆さまへ

にじゅうまるCOP3開催案内

中島望

畠山友伴（秋田県大潟村環境エネルギー室）

堤真由美（潟工房）

佐藤耕城

荒木洋美

舩橋玲二（ＮＰＯ田んぼ）

呉地正行（水田部会長）

手塚幸夫（房総野生生物研究所）

安藤よしの（CEPA部会長）

齋藤文子（NPO 法人 小田原食とみどり）

安藤よしの（ラムネットJ）

金井裕（ラムネットJ）

安藤よしの（ラムネットJ）

竹内舞子（千葉工業大学 地圏環境工学研究室）

（出典：河北新報3月15日）

安藤よしの（ラムネットJ）

川原奈苗（NPO法人河北潟湖沼研究所）

舩橋玲二（ラムサール・ネットワーク日本）

2018年2月

2018年3月

2018年7月

2018年12月

2019年3月

地域交流会の予定

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

にじゅうまるプロジェクトパートナーズ会合（にじゅうまるCOP３）に参加して

報告：にじゅうまるCOP3ラムネットＪ分科会「ひと・生きものがつなぐ田んぼ～川～干潟～海」

NPO田んぼによる新たな田んぼの生きもの調査

湿地のグリーンウェイブにご参加ください

第9回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 愛知（豊田市）

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

第9回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愛知（豊田市）―

サシバのすめる水田作り―を開催しました

種子法廃止で何が起きているのか 私たちがやるべきこと

田んぼ10年プロジェクト情報交換会／セミナーと試食で楽しむ「TTP田んぼを

食べるプロジェクト in SHIBUYA」

おめでとうございます！！田んぼ10年プロジェクトの仲間、遠藤源一郎さんが「農民文学賞」受賞

第５回生物の多様性を育む農業国際会議（ＩＣＥＢＡ）2018のお知らせ

田んぼの生物多様性とＳＤＧｓ学習会

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

第13回ラムサール条約締約国会議（ラムサールCOP13）での田んぼ関係の活動について

ブータン王国の有機農業100％の取り組みをご支援ください。

5年目の生きもの元気米

第４回田んぼの生物多様性向上10年プロジェクト全国集会

田んぼだより13号以降のたんぼ10年プロジェクトの主な活動

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

第4回田んぼ10年プロジェクト全国集会報告

彩の国埼玉環境大賞で「大賞」を受賞しました

人生の第二ステージは里山の田んぼと豊かな自然の美の中

2019年度田んぼ10年プロジェクトの主な活動

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

フィリピン・イフガオ州の棚田訪問

上野山雅子（中池見ねっと）

安藤よしの（ラムネットJ）

舩橋玲二（NPO田んぼ）

金井裕（ラムネットＪ）

中村陽子（認定NPO法人メダカの学校）

林鷹夫（ＴＴＰ代表）

安藤よしの（ラムネットJ）

稲葉光國（民間稲作研究）

番匠尚子（河北潟湖沼研究所）

川原奈苗（NPO法人河北潟湖沼研究所）

増田純一（NPO法人かわごえ里山イニシアチブ

ウィリアムス和栄
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「田んぼ10年プロジェクトがめざすもの」～みんなの力で田んぼの生きものを取り戻そう～

田んぼ10年への期待「田んぼまわりの生きものの天国を再現するために」

田んぼ10年への期待「地域と共生の環境に優しいお米づくりを！」

「コナギを食べて愛でる会」

［栃木県］ラムサール条約湿地登録　渡良瀬遊水地　賢明な活用推進事業

［大分県］九重ふるさと自然学校　自然共生型田んぼづくり

［千葉県］三年目を迎えた千葉市若葉区谷当町の「ふゆみずたんぼ」

CBD/COP12で、展示・発表します！

田んぼ10年プロジェクトの仲間を増やそう！ご協力のお願い

田んぼ10年プロジェクトのシールができました！

皆様からのご意見・ご感想ご投稿をお待ちしています！

CBD/COP12参加報告1 「COP12での田んぼ関係のイベント」

CBD/COP12参加報告2「世界一田めになる学校in 韓国」

第3回生物の多様性を育む農業国際会議（ICEBA）（宮城県大崎市2014年12月5日～7日）

田んぼの生きものたち「田んぼ周りの外来種」

［秋田県］自然と農業と人が共生する村をめざし

［石川県］片野鴨池　江戸時代から続くワイズユース

［栃木県］「グリーンオイルプロジェクト」

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

活動の足跡

ラムサールCOP12参加報告　報告１「COP12での（株）アレフの取り組み」

ラムサールCOP12参加報告　報告２「三番瀬から田んぼの生物多様性、そして世界へ」

ラムサールCOP12参加報告　報告３「大草原の国・ウルグアイ」

［埼玉県］かわごえ里山イニシアティブ

［福岡県］（有）ゆうまぶどうの樹ほっこり農園

［宮城県］いきものたんぼプロジェクト

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

活動の足跡

2015年～2017年　田んぼ10年プロジェクトの活動3年計画概要

2015年コナギを愛でて食べる会 in 大谷

田んぼ10年のこれまでとこれから　田んぼ10年プロジェクトのあゆみ

田んぼ10年のこれまでとこれから　田んぼ10年プロジェクトこれからの計画

－2020年愛知ターゲット達成年まであと5年－

コナギを愛でて食べる会に参加して

［奈良県］「田んぼの水族館in御所実業高校」

［神奈川県］NPO法人小田原食とみどり

田んぼ10年プロジェクトからUNDB-J連携推進事業として認定された団体の取り組み

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

アンケート回答のお願い

田んぼ10年集会報告　報告① 田んぼと生きものにより育まれる交流の輪で「地

域を元気」に！～田んぼの生物多様性向上10年プロジェクト交流会・琵琶湖～

報告② 2020年までに田んぼ10年に500登録を！ にじゅうまるＣＯＰ２「田んぼ10年」分科会

「ふゆみずたんぼ」を活用した環境学習

第1号

（創刊号）

第2号

第3号

第4号

第5号

2014年9月

2015年2月

2015年8月

2015年12

2016年3月

呉地正行（ラムネットＪ共同代表・水田部会長）

浅野 正富（ラムネットＪ事務局長）

立花一晃（三番瀬のラムサール条約への登録を実現する会）

鈴木康（日本雁を保護する会）

山路直人

阿部秀幸

織内勲（NPO法人バランス21・谷当里山計画理事）

呉地正行（ラムネットＪ共同代表・水田部会長）

舩橋玲二（NPO法人田んぼ）

舩橋玲二（NPO法人田んぼ）

斉藤光明（オリザネット）

石川歳男（大潟村）

田米希久代（鴨池たんぼクラブ）

稲葉光國（日本の稲作を守る会）

橋部佳紀（（株）アレフ）

織内勲（三番瀬を守る署名ネットワーク 事務局長／

NPOバランス21・谷当里山計画 理事）

大島弘三（諫早湾しおまねきの会）

増田純一

加悦典子

小野寺雅之

舩橋玲二（NPO法人田んぼ・RNJ田んぼ部会会員）

安藤よしの（ラムサール・ネットワーク日本）

吉田秀幸（気仙沼市立大谷小学校）

奈良県立御所実業高等学校環境緑地科「生物多様性の保全」研究班

齋藤文子

青田朋恵（滋賀県職員）

原野スキマサ（BIB）

吉田善広（NPO 法人田んぼ）

第5号

第6号

第7号

第8号

第9号

第10号

第11号

2016年3月

2016年8月

2016年11月

2017年2月

2017年3月

2017年10月

2018年2月

［埼玉県］NPO 法人 見沼保全じゃぶじゃぶラボ

田んぼ10年プロジェク卜行動計画実施状況についてのアンケー卜集計結果

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

田んぼ10年プロジェクト全国集会にご参加ください

田んぼ10年プロジェクト地域集会in 大潟村 報告／① 大潟村と田んぼ10年プロジェクト

田んぼ10年プロジェクト地域集会in 大潟村 報告／② コナギを愛でて食べる会ｉｎ大潟村

田んぼ10年プロジェクト地域集会in 大潟村 報告／③「農業を食業に変える」伊豆沼農産のチャレンジ

［北海道］ふゆみずたんぼまつり (株)アレフふゆみずたんぼプロジェクト

「私たちの生きもの田んぼ宣言」 もっと多くの方に「宣言」していただくために!

2017春までの＜田んぼ10 年プロジェクトの主な活動予定＞

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

第4回生物の多様性を育む農業国際会議ICEBA2016報告

［千葉県］谷津田を中心とした水辺がもたらす生物多様性 耕作放棄が進む現状

と再生の試みについて

国連生物多様性の10年日本委員会による認定連携事業第9弾で、田んぼ10年プ

ロジェクトから新たに以下の２団体が認定されました。おめでとうございます。

2016年度に予定されている田んぼ10年の活動

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

CBD/COP13のための特別協賛金を募集します、ご協力をお願いします！

生物多様性条約第13回締約国会議報告

［神奈川県］NPO法人小田原食とみどり

2月に開催予定の田んぼ10年の集会

2017年度の主な取り組み予定

シールが出来ました！

CBD/COP13のための特別協賛金にご協力下さった皆様へ心より御礼申し上げます。

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

2月 18日開催 第2回田んぼ10年プロジェクト全国集会 in川越 報告

2月25・26日開催第6回田んぼ10年プロジェクト地域交流会 inいすみ報告／①

エクスカーション「夷隅川（いのちの回廊）によってつながる、いすみ市の里山と里海」報告

第6回田んぼ10年プロジェクト地域交流会 inいすみ報告／②地域交流会 inいすみ報告

［千葉県］いすみの谷津田に魅せられて

ラムネットJ田んぼ10年のHPをリニューアルしました。

今後の集会予定

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

＜世界農業遺産＞宮城「大崎耕土」申請へ

第3回田んぼ10年プロジェクト全国集会報告

田んぼ10年地域交流会in 河北潟開催予定

にじゅうまるCOP3 開催予定

田んぼ10年プロジェクト近況報告

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

第８回田んぼ10年プロジェクト地域交流会in河北潟報告

フィリピン・ルソン島での田んぼの生きもの調査の概要

「私たちの自然派宣言」で田んぼ10年に参加された皆さまへ

にじゅうまるCOP3開催案内

中島望

畠山友伴（秋田県大潟村環境エネルギー室）

堤真由美（潟工房）

佐藤耕城

荒木洋美

舩橋玲二（ＮＰＯ田んぼ）

呉地正行（水田部会長）

手塚幸夫（房総野生生物研究所）

安藤よしの（CEPA部会長）

齋藤文子（NPO 法人 小田原食とみどり）

安藤よしの（ラムネットJ）

金井裕（ラムネットJ）

安藤よしの（ラムネットJ）

竹内舞子（千葉工業大学 地圏環境工学研究室）

（出典：河北新報3月15日）

安藤よしの（ラムネットJ）

川原奈苗（NPO法人河北潟湖沼研究所）

舩橋玲二（ラムサール・ネットワーク日本）
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号 発行日 タイトル 執筆者

第11号

第12号

第13号

第14号

第15号

2018年2月

2018年3月

2018年7月

2018年12月

2019年3月

地域交流会の予定

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

にじゅうまるプロジェクトパートナーズ会合（にじゅうまるCOP３）に参加して

報告：にじゅうまるCOP3ラムネットＪ分科会「ひと・生きものがつなぐ田んぼ～川～干潟～海」

NPO田んぼによる新たな田んぼの生きもの調査

湿地のグリーンウェイブにご参加ください

第9回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 愛知（豊田市）

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

第9回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愛知（豊田市）―

サシバのすめる水田作り―を開催しました

種子法廃止で何が起きているのか 私たちがやるべきこと

田んぼ10年プロジェクト情報交換会／セミナーと試食で楽しむ「TTP田んぼを

食べるプロジェクト in SHIBUYA」

おめでとうございます！！田んぼ10年プロジェクトの仲間、遠藤源一郎さんが「農民文学賞」受賞

第５回生物の多様性を育む農業国際会議（ＩＣＥＢＡ）2018のお知らせ

田んぼの生物多様性とＳＤＧｓ学習会

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

第13回ラムサール条約締約国会議（ラムサールCOP13）での田んぼ関係の活動について

ブータン王国の有機農業100％の取り組みをご支援ください。

5年目の生きもの元気米

第４回田んぼの生物多様性向上10年プロジェクト全国集会

田んぼだより13号以降のたんぼ10年プロジェクトの主な活動

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

第4回田んぼ10年プロジェクト全国集会報告

彩の国埼玉環境大賞で「大賞」を受賞しました

人生の第二ステージは里山の田んぼと豊かな自然の美の中

2019年度田んぼ10年プロジェクトの主な活動

田んぼ10年プロジェクト 新規参加者のご紹介

フィリピン・イフガオ州の棚田訪問

上野山雅子（中池見ねっと）

安藤よしの（ラムネットJ）

舩橋玲二（NPO田んぼ）

金井裕（ラムネットＪ）

中村陽子（認定NPO法人メダカの学校）

林鷹夫（ＴＴＰ代表）

安藤よしの（ラムネットJ）

稲葉光國（民間稲作研究）

番匠尚子（河北潟湖沼研究所）

川原奈苗（NPO法人河北潟湖沼研究所）

増田純一（NPO法人かわごえ里山イニシアチブ

ウィリアムス和栄

★ラムサール・ネットワーク日本の「田んぼだより」は
　以下のサイトでご覧いただけます　
　https://tambo10.org/archives/category/letter
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ラムネットJ活動年表（ 2009～2019 ）

設立総会

『ラムネットＪニュースレター』第1号発行

ワークショップ：湿地の生物多様性̶ラムサール条約から見る

キックオフ・ミーティング

第4回日韓NGO湿地フォーラム

第1回水田決議円卓会議準備会（以後定期的に開催）

「（博多湾）人工島内の野鳥公園の拡大、福岡湾全体の湿地環境保全のために法的

措置をとることを要望する意見書」を福岡市に提出

神奈川県北側湿地問題に関する公開質問書を神奈川県・京浜急行に提出

シンポジウム：湿地と生物多様性－ラムサールCOP10からCBD-COP10へ

第1回理事会（以後随時開催）

湿地と生物多様性保全のための韓日シンポジウム

2009 4.29

5月

6.6

6.6-7

7.4-5

7.15

8.20

8.31

10.17

11.29

12.26-27

雑司ヶ谷地域創造文化館

　

地球環境パートナーシッププラザ

雑司ヶ谷地域創造文化館

韓国・コヤン市

農林水産省会議室

　

　

名古屋港ポートビル

文京区勤労福祉会館

韓国・サッチョン市

「ラムサール条約湿地候補地選定に関する提言書」を環境省へ提出

CBD準備会合報告　生物多様性と気候変動

韓国四大河川日韓市民視察団

湿地保全のための法制度検討会

ラムサール条約湿地登録推進作戦会議

第5回日韓NGO湿地フォーラム

田んぼのグリーンウェイブ

CBD-SBSTTA14に参加

田んぼのグリーンウェイブ

諫早湾干拓事業潮受堤防排水門の早期開門を求める共同声明を農林水産大臣に提出

CBD-WGRI3に参加

2010年総会

三番瀬のラムサール登録に関する意見書を千葉県に提出

第2回韓国四大河川整備事業日韓市民視察団

世界銀行コーヒーアワー「地球生きもの会議フェア／気候変動と湿地」

ラムサール条約湿地候補地検討会に関する意見書を環境省に提出

「四大河川事業の工事中断を求める緊急声明」を韓国政府に提出

泡瀬干潟の埋め立て再開決定に対する抗議声明

「韓国イ・ミヨンバク大統領へのCBD賞授与に関する問い合わせ」をCBD事務局に提出

世界銀行コーヒーアワー「地球生きもの会議フェア／生物多様性と農業」

ポジションペーパー「湿地の生物多様性の保全と賢明な利用」を公開

ワークショップ「土中の生物多様性世界でもっとも地味な生物多様性？」

CBD-COP10に参加・展示

フォーラム「生物多様性が農業•地域を元気にする」

CBD-COP10フォーラム「日韓を中心とした湿地と生物多様性に関するホットイシュー」

「生物多様性と湿地の保全に関する世界NGO会議」

「諫早湾干拓の『開門』による有明海の生物多様性の回復を求める緊急共同声明」

を内閣総理大臣に提出 

2010 1.7

2.20

2.26-3.1

3.13

3.14

3.26-28

5月~7月

5.10-21

5.22

5.24

5.24-28

6.5

6.25

7.8-11

7.15

7.21

7.26

8.12

9.12

9.16

10月

10.11-12

10.12-29

10.22

10.22

10.24

12.14

　

地球環境パートナーシッププラザ

韓国・ハンガン／ナクトンガン／クムガン

雑司ヶ谷地域文化創造館

豊島区立生活産業プラザ

在日韓国YMCAアジア青少年センター

　

ケニヤ・ナイロビ

ケニヤ・ナイロビ　ムエア地区水田

　

ケニヤ・ナイロビ

東京目白•草苑保育専門学校

　

韓国・ナクトンガン

東京内幸町・世界銀行情報センター

　

　

　

　

東京内幸町・世界銀行情報センター

　

名古屋市・CBD-COP10会場

名古屋市・CBD-COP10会場

名古屋市・CBD-COP10会場

名古屋市・CBD-COP10会場

名古屋市・愛知大学車道キャンパス

写真パネル展「ウエットランドへようこそ～ラムサール条約と日本の湿地」 

セミナー「川で遊ぶ、川を守る」

「河川法を保全の法的担保とする条約湿地登録等に関する要望書」を環境大臣•

国交大臣に提出

2011 1.6-2.16

1.18

1.24

東京有楽町・丸の内さえずり館

東京有楽町・丸の内さえずり館

　

年 月日 出来事 開催地等
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ラムネットJ活動年表（ 2009～2019 ）

セミナー「渡良瀬遊水池のラムサール登録に向けて」

写真パネル展「ウエットランドへようこそ～ラムサール条約と日本の湿地」 

セミナー「絶滅危惧のへラシギの回復に向けてー日本と世界の湿地とをつなぐ渡り鳥ー」

東日本大震災現地NGOによる緊急報告会

湿地のグリーンウェイブ2011

へラシギ、シギ・チドリ類・底生生物調査

「中城湾港泡瀬地区公有水面埋立免許変更申請」に関する意見書を沖縄県土木建

築部港湾課に提出

生物多様性の宝庫・沖縄ツアー

2011年総会

シンポジウムin沖縄「湿地保全と私たちの社会」

日韓田んぼの生きもの調査交流会

東日本大震災義援金として総額53万7,000円を寄付

国連生物多様性の10年市民ネットワーク（UNDB市民ネット）加盟

第6回日韓NGO湿地フォーラム

IUCNアジア地域自然保護会議に参加

抗議声明「泡瀬干潟•浅海域の埋立工事再開に抗議する」を内閣府・沖縄担当大

臣・沖縄総合事務局長・沖縄県知事・沖縄市長らに提出

渡良瀬遊水地のラムサール条約湿地登録に関する要望書を環境大臣らに提出

へラシギ、シギ・チドリ類・底生生物調査

泡瀬干潟埋め立て工事を止めよう！緊急院内集会

ラムサール条約COP11アジア地域会合に参加

シンポ「工事を止めろ！沖縄•泡瀬干潟とサンゴの海が消えて行く」

2011 2.6

2.21-3.4

2.21

4.30

5月~7月

5.16-23

6.6

6.24-27

6.26

6.26

7.21-23

8月

8月

9.23-24

9.25-30

10.17

10.18

11.3-12

11.10

11.14-18

12.4

東京有楽町・丸の内さえずり館

東京内幸町・世界銀行情報センター

東京内幸町・世界銀行情報センター

東京・地球環境パートナーシッププラザ

　

ミャンマー・モッタマー湾

　

　

沖縄市・農民研修センター大研修室

沖縄市・農民研修センター大研修室

韓国・忠淸南道.ホンソン郡

　

　

韓国・チャンニョン郡プゴク温泉

韓国・インチョン市

　

　

ミャンマー・モッタマー湾

東京・参議院議員会館

インドネシア・ジャカルタ

東京•雑司が谷地域文化創造館

意見書「生物多様性国家戦略2010の改訂に当たって」を環境省に提出

へラシギ、シギ・チドリ類・底生生物調査

EAAFPへラシギ・タスクフォース会議 

世界湿地の日記念行事＠ミャンマー

世界湿地の日ポスター・パンフ製作（環境省受託事業）

シギ・チドリ類、ズグロカモメ調査

東北.被災地の湿地を訪ねるツアー

IUCN第74回理事会でラムネットＪの加盟承認

世界湿地の日シンポジウムin渡良瀬遊水地

第7回日韓NGO湿地フォーラム

IUCN-J加盟

EAAFP第6回パートナー会議 

EAAFPへラシギ・タスクフォース会議 

バングラデシュ・CCECのトラと人間に関する事業の助成金代理人（地球環境基金助成）

WWNプレCOP11会議に参加

長期展示「ウェットランドワンダーランド」

湿地のグリーンウェイブ2012

セミナー「COP11準備セミナー：NGOによる大震災復興活動／田んぼの取り組み」

ミャンマー底生生物調査

「生物多様性国家戦略2012」策定に際してのラムサール条約湿地数値目標に関

する提言書を環境省に提出

2012 1.5

1.20-2.3

1.30-31

2.2

2.2

2.1-5

2.5-7

2.12-14

2.18

2.25-26

3月

3.19-23

3.23-24

4.1-3.31

4.16-18

4-9月

4月-6月

5.19

5.20-24

5.24

　

ミャンマー・モッタマー湾

ミヤンマー・ヤンゴン

ミャンマー・ネイピードー

　

中津干潟

　

　

栃木市・栃木文化会館小ホール

福岡市・福岡商工会議所、福岡朝日ビル

　

インドネシア・パレンバン

インドネシア・パレンバン

　

スペイン・マドリード（スカイプ参加）

地球環境パートナーシッププラザ 

　

地球環境パートナーシッププラザ

ミャンマー・モッタマー湾

　

年 月日 出来事 開催地等
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リオ+20準備セミナー（共催：UNDB市民ネット） 

水田決議勉強会

2012年総会

ルーマニア・ドナウデルタツアーに参加

WWN世界NGO湿地会議に参加

ラムサール条約COP11に参加

ミャンマー底生生物調査

ワークショップ「知ろう描こう湿地の生きものたち」

国内シギ・チドリ類、ヘラシギ調査

IUCN世界自然保護会議（WCC2012）に参加

ラムサール条約COP11とIUCN・WCСの総括会議 

ミャンマー・BANCAと調査打合せ

シンポジウム：STOP！泡瀬・辺野古・高江・大嶺・浦添～沖縄の自然環境を考える～

生物多様性条約COP11に参加

ミャンマー底生生物・鳥類調査

湿地のグリーンウェイブ2012&ラムサールCOP11報告会「ポットから流域へ～

吉野川をラムサール登録地に！！」

ラムサール条約登録湿地関係市町村会議ワークショップに参加

公共事業徹底見直しを実現する集会＆内閣府前集会と要請行動に参加

田んぼの生物多様性向上のための行動計画づくりワークショップを共催（主催：IUCN-J）

「エコプロダクツ展2012」で展示とワークショップ（主催：IUCN-J／協力：（株）アレフ）

野生生物課課長との意見交換

ミャンマー底生生物・鳥類調査

2012 5.26

6.4

6.17

7.5-6

7.6

7.6-13

7.18-22

8.4

8.31-9.15

9.5-15

9.17

10.5

10.6

10.8-10

10.15-19

10.20

10.25-6

11.16

11.23

12月

12.13

12.14-18

地球環境パートナーシッププラザ

環境省

東京・港勤労福祉会館

　

ルーマニア・ブカレスト

ルーマニア・ブカレスト

ミャンマー・モッタマー湾

地球環境パートナーシッププラザ

北海道・青森

韓国・チェジュ

　

ミャンマー・ヤンゴン市内

沖縄市・農民研修センター大ホール

インド・ハイデラバード

ミャンマー・モッタマー湾

徳島市・アスティ徳島第6会議室

谷津干潟

　

栃木県・NPO法人民間稲作研究所

東京ビッグサイト

　

ミャンマー・モッタマー湾

第8回日韓NGO湿地フォーラムに関する打合せ

韓国環境団体の日本河川（長良川河口・淀川・荒瀬ダム）現地調査に参加

利根川シンポジウム「ウナギが問う！生物多様性から考える利根川河川整備計

画」（共催：利根川流域市民委員会・水源開発問題全国連絡会）

ミャンマー底生生物・鳥類調査

公共事業改革市民会議団体に会員として入会

世界湿地の日記念行事に参加

田んぼの生物多様性向上10年プロジェク卜・キックオフ集会

緊急！院内集会「公共事業ありきの補正予算13兆円！？そのまま通して予算委

員会（いいんかい）？」に参加（主催：公共事業改革市民会議）

沖縄大問題シンポ「STOP！高江・辺野古・泡瀬・大嶺～米軍基地、公共事業から沖

縄の自然と暮らしを守る～」（共催：沖縄・生物多様性市民ネットワーク・沖縄環

境ネットワーク）

グリーンウェイブ2013キックオフフォーラムでの展示

ミャンマー底生生物・鳥類調査

湿地のグリーンウェイブ2013

「中池見湿地」を北陸新幹線が貫通する建設計画に関してすベての利害関係者に

よる速やかな協議を求める要望書を環境省に提出

セミナー「水を育む湿地の賢明な利用とは」

モッタマー湾における底生生物・水鳥調査

EAAFP第7回パートナー会議に参加

2013 1.11-13

1.11-14

1.19

1.27-31

2月

2.2

2.9

2.15

2.23

2.23

3.10-14

4月-6月

4.18

5.22

5.22-27

6.9-14

韓国・釜山

　

東京・全水道会館4階大会議室

ミャンマー・モッタマー湾

　

ミャンマー・ネイピードー／モウラミャイン

小山市・生涯学習センター

　

東京•台東区民会館

東京・港区立エコプラザ

ミャンマー・モッタマー湾

　

　

丸の内さえずり館

ミャンマー・モッタマー湾

アラスカ州アンカレッジ・スーワード

月日 出来事 開催地等



ラムネットJ活動年表（ 2009～2019 ）

2013年総会

シンポジウム「ラムサール条約湿地の賢明な利用を考える」

公有水面埋立承認申請書（名護市辺野古〉に係る利害閲係人の意見書を沖縄県に提出

沖縄大問題ツアー2013

モッタマー湾における底生生物・水鳥調査

田んぼの生物多様性向上10年ープロジェクト交流会in登米（共催：登米市）

湿地のグリ一ンウェイブ展示

日韓NGO会議

ヘラシギセミナー

モッタマー湾における底生生物・水鳥調査

第8回日韓NGO湿地フォーラム

EAAFPヘラシギ・タスクフォース非公式会合参加

展示団体とスタッフとの交流会・ワークショップ

「有明海再生のために　諫早湾干拓・潮受け堤防水門の常時開門を求める共同声

明」を内閣総理大臣・農林水産大臣らに送付

モッタマー湾における底生生物・水鳥調査

クロツラヘラサギワークショップ主催

緊急大集会「諫早湾開門確定判決の完全履行は内閣の責任」（共催：よみがえれ！

有明訴訟を支援する東京・首都圏の会／有明海漁民・市民ネットワーク）

「生物多様性ナレッジスクェア」に出展

声明「諫早・開門の不履行に対して強く抗議する」発表

2013 6.29

6.29

7.15

7.20-23

7.23-28

8.24

9.5-10.2

9.14-15

9.20

9.21-26

10.18-20

10.20-21

10.24

11.13

11.16-21

11.17

11.19

12.12-14

12.24

敦賀市・きらめきみなと館

敦賀市・きらめきみなと館

　

　

ミャンマー・モッタマー湾

宮城・登米市南方農村環境改善センター

パタゴニア大崎店

韓国釜山市

パタゴニア大崎店

ミャンマー・モッタマー湾

韓国釜山大学校

中国・江蘇省如東市

パタゴニア大崎店

　

ミャンマー・モッタマー湾

パタゴニア大崎店

参議院議員会館講堂

東京ビッグサイ卜

シギ・チドリ類観察会に参加

モッタマー湾における底生生物・水鳥調査

「中池見湿地付近環境事後調査検討委員会に対する要望書」を独立行政法人　

鉄道建設・運輸施設整備支援機構に提出

リーフレット「湿地と農業：生産と発展のパートナー」日本語版翻訳発行（環境省

委託事業）

2014「世界湿地の日」シンポジウム「湿地と農業-水田の生物多様性を育む取組-」

に協力（主催：農林水産省／環境省ほか）

世界湿地の日記念行事参加

ミャンマー環境保全森林省にフィールドスコープを寄付

CBD-COP12に向けた日韓NGOミーティング／第9回日韓NGO湿地フォーラム

第1回にじゅうまるプロジェク卜パートナーズ 会合（にじゅうまるCOP1)を

IUCN-Jと共催／分科会「湿地のグリーンウエ イブがつなぐ人と自然」「田んぼ

から始まる！生きもののにぎわい～ 2020年、目標逹成に向けて～」を主催

四国横断自動車道吉野川渡河部の環境保全対策（原案）に関する意見書を西日本

高速道路株式会社に提出

モッタマー湾における底生生物・水鳥調査

湿地のグリーンウェイブ 2014

エコトーン・プロジェクトサイト・ビジット　渡良瀬遊水池・奥日光の湿原・足尾

「辺野古新基地及び高江ヘリパッドの建設に強く抗議し計画の撤回を求める環

境団体の声明と要請～軍事基地ではなく世界自然遺産への登録を～」発表

院内集会「日本列島の生物多様性をチェックする」開催

東京 TALK & LIVE TOWARDS CBD-COP12

2014 1.26

1.27-31

1.31

2.2

2.2

2.2

2.2

2.14-15

2.15-16

2.24

3.16-20

4月-6月

5.17-18

5.22

5.22

5.25

敦三重県沿岸干潟

ミャンマー・モッタマー湾

日本自然保護協会、日本野鳥の会、世

界自然保護基金ジャパン

　

　

ミャンマー・モインジー

　

大阪府立大学I-siteなんば

大阪府立大学I-siteなんば

　

ミャンマー・モッタマー湾

　

　

衆議院第２議員会館

TOKYO FAMILY RESTAURANT
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TALK&LIVE TOWARDS CBD-COP12 (in Osaka)

ヘラシギ繁殖地調査参加

2014年総会

『田んぼ10年だより』創刊号発行（以後定期的に発行）

韓国４大河川事業日韓市民視察団2014

CBD-COP12に参加

CBD-COP12サイドイベント「沖縄島と済州島での軍事基地建設による島の生

物多様性の脅威」共催

CBD-COP12サイドイベントにおいてカンジョン・高江ー辺野古住民共同宣言

文「軍事基地建設によって島の生物多様性が脅威を受けている！」採択

EAAFPヘラシギ特別部会会議参加

モニタリングサイト1000シギ・チドリ類交流会参加

第20回日韓国際環境賞受賞・表彰式（主催：毎日新聞・朝鮮日報）

子ども向けワークショップ「大崎ゲートシティの田んぼを生きものでいっぱいにしよう」

シンポジウム震災復興と環境保護～福島県松川浦の事例から～

共同声明「ラムサール条約にもとづく辺野古•大浦湾沿岸域の保全について」を発表

第3回生物の多様性を育む農業国際会議（ICEBA2014）に参加

エコプロダクツ展2014「生物多様性ナレッジスクェア」に出展

「CBD-COP12における日韓NGO連携活動」

2014 5.26

6.4-8.12

6.22

9.10

9.21-24

10.6-17

10.9

10.9

10.12-16

10.18

10.30

11.16

11.24

11.25

12.5-7

12.11-13

12.17

大阪・中崎町ホール

ロシア・チュコト自治区メイノピルギノ

東京・雑司が谷地域文化創造館

　

　

韓国・江原道ピョンチャン郡

韓国・ピョンチャン郡

韓国・ピョンチャン郡

中国・江蘇省如東市

鹿島市

韓国・ソウルプレスセンター

大崎ゲートシティ

　

　

大崎市

東京ビッグサイト

　

第1回へラシギサポートグループ立ち上げ会合

EAAFP第8回パートナー会議参加

第2回へラシギサポートグループ立ち上げ会合

第10回日韓湿地NGOフォーラム

辺野古新基地建設に反対するNGO緊急共同声明「いのちの海とサンゴ礁を守れ」

湿地のグリーンウェイブ2015

シギ・チドリ類支援グループ会合

エコトーン・プロジェクトサイト・ビジット

ラムサール条約COP12プレCOPNGO会議　共催

ラムサール条約COP12に参加

サイドイベント「ラムサールにおけるNGOの貢献ーアンケート分析結果発表」

サイドイベント「水田決議その後」（共催：環境省・農林水産省）

2015年総会

シギ・チドリ類支援グループ会合

安全保障関連法案に反対する環境NGO共同声明

緊急シンポジウム「救え！沖縄、泡瀬干潟」（共催：日本自然保護協会／泡瀬干潟を守る連絡会）

四国横断自動車道吉野川渡河部建設に関して国土交通省に共同要望書を提出

エコプロダクツ展2014「生物多様性ナレッジスクェア」に出展

EAAFP国内連絡会参加

2015 1.14

1.16-22

1.18

2.28-3.1

3.25

4月-6月

4.12

5.16-17

6.2

6.2-9

6.3

6.8

6.27

7.20

7.28

11.29

11.30

12.10-12

12.21

市川市行徳

釧路市

釧路市

韓国・ソチョン郡

　

　

　

中池見／三方五湖

ウルグアイ・プンタデルエステ

ウルグアイ・プンタデルエステ

ウルグアイ・プンタデルエステ

　

東京・巣鴨地域文化創造館

　

　

東京・中央区立環境情報センター研修室

　

東京ビッグサイト

　

田んぼの生物多様性向上10年プロジェクト交流会・琵琶湖

エコトーン・プロジェクトサイト・ビジット

にじゅうまるCOP2（主催：IUCN-J）に参加／分科会「田んぼ10年プロジェクト

の歩みと水辺の生きものがつなぐ田んぼと干潟」を主催

田んぼの生物多様性向上10年プロジェクトin豊後大野市：生きものあふれる田

んぼと地域づくりシンポジウム

2016 1.23

2.13-14

2.20-21

2.27

京都文化センター

蕪栗沼ほか

名古屋市

豊後大野市・エイトピアおおの小ホール
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ラムネットJ活動年表（ 2009～2019 ）

田んぼの生物多様性向上10年プロジェクト全国集会

湿地のグリーンウェイブ2016

エコトーン・プロジェクトサイト・ビジット

第11回日韓NGO湿地フォーラム打合せ

シギ・チドリ部会会合

2016年総会

「沖縄問題（特に辺野古新基地建設、泡瀬干潟等の埋め立て、高江へリパット建設

など）に関するラムサール・ネットワーク日本からのメッセージ」を決議

湿地保全シンポジウム「日本のラムサール条約湿地50から100へ」

田んぼの生物多様性向上10年プロジェクト地域交流会

シギ・チドリ部会会合

第4回生物の多様性を育む農業国際会議（ICEBA2016）に参加

IUCN-WCC6に勧告「島嶼生態系への外来種の侵入経路の強化」を共同提案

第11回日韓NGO湿地フォーラム・国際湿地NGОワークシヨップ

モニタリングサイト1000検討会・交流会参加

生物多様性条約COP13に参加

エコプロダクツ展2015「生物多様性ナレッジスクェア」に出展

EAAF国内連絡会に参加

2016 3.13

4月-6月

5.21-22

5.29

6.18

6.19

6.19

6.19

7.8-9

7.23

8.26-28

8.31

10.29-30

11.12-13

12.4-17

12.8-10

12.26

東京・秋葉原

　

豊岡市

韓国・ソウル

福岡市

東京・都立葛西臨海公園鳥類園ウォッチングセンター

　

東京•都立葛西臨海公園鳥類園ウォッチングセンター

秋田県大潟村

福岡市

栃木・小山市　

IUCN-WCC6（ハワイ）

岐阜県岐阜市

東京都

メキシコ・カンクン

東京ビッグサイト

シギ・チドリ部会会合

EAAFP第9回パートナー会議に参加

EAAFPヘラシギ特別部会調査に参加

博多湾人工島公園の視察・福岡市との意見交換

シギ・チドリ類関係者会議

2017年世界湿地の日記念イベント「シギ・チドリ類の渡りの今─荒尾干潟で希

少種ヘラシギと普通種ハマシギを守る─」（共催：荒尾市）

中津干潟シギ・チドリ類調査および調査発表会

田んぼの生物多様性向上10年プロジェクト全国集会in川越

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いすみ

第12回日韓NGO湿地フォーラム打合せ

奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島世界自然遺産推薦地の視察に関する要

望書をIUCNに提出

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を環境省に提出し、

意見交換

湿地のグリーンウェイブ2017

シギ・チドリ部会会合

シギ・チドリ部会会合

2017年総会

田んぼの生物多様性向上10年プロジェクト地域交流会

第12回日韓NGO湿地フォーラム打合せ

吉野川河口「今」「明日」を考えるフォーラム後援

シギ・チドリ部会会合

田んぼの生物多様性向上10年プロジェクト全国集会

シギ・チドリ部会会合

2017 1.9

1.11-15

1.17-19

2.3

2.4

2.5

2.11-12

2.18

2.25-26

3.13

3.21

3.24

4月-7月

4.9

6.2

6.17

6.18

6.26

7.8

7.23

8.20

9.20

スカイプ

シンガポール

ミャンマー・モウラミャイン

福岡市・博多湾人工島

熊本県荒尾市

熊本県荒尾市

大分県中津市

埼玉・川越市ウェスタ川越

千葉・いすみ市大原文化センター

韓国・ソウル市

　

　

　

福岡市

福岡市

神奈川・小田原市梅の里センター

神奈川・小田原市梅の里センター

東京・秋葉原

徳島市徳島大学

福岡市

東京・秋葉原　AP秋葉原

福岡市
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第12回日韓NGO湿地フォーラム・国際湿地NGOワークシヨップ

ルドン探鳥ツアー

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

アジア湿地シンポジウム2017（AWS2017）

AWS2017口頭発表　諫早湾干拓の問題性と有明海

AWS2017サイドイベント　渡り性水鳥の個体数と生息地の現象-シギ・ドリ類を指標に

シンポジウム「諌早湾干潟がもたらした有明海漁業の衰退」

AWS2017ポスター展示　シギ・チドリ類ヘラシギのモニタリングから

AWS2017ポスター展示　田んぼ10年プロジェクト

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

EAAF国内連絡会

モニタリングサイト1000検討会•交流会参加

2017 9.23-25

9.25-28

11.7

11.7-11

11.8

11.8

11.9

11.10

11.10

11.25-26

12.4

12.9-10

韓国・プサン市庁舎会議室

中国江蘇省・ルドン市沿岸域

佐賀県佐賀市

佐賀・佐賀市ホテルグランデはがくれ

佐賀・佐賀市ホテルグランデはがくれ

佐賀・佐賀市ホテルグランデはがくれ

佐賀・佐賀市アバンセ

佐賀・佐賀市ホテルグランデはがくれ

佐賀・佐賀市ホテルグランデはがくれ

石川・津幡町津幡地域交流センター

　

広島市

にじゅうまるCOP3に参加／分科会「ひと・生きものがつなぐ田んぼ～川～干潟

～世界」を主催

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

ラムサール条約プレCOP13アジア地域会合に参加

渡りの点と線をつなぐ地域フォーラム

決議集翻訳プロジェクト会議

湿地のグリーンウェイブ2018

シギ・チドリ部会会議

モニタリングサイト1000　シギ・チドリ類調査打合せ

決議等翻訳プロジェクト会議

第13回日韓NGO湿地フォーラム

2018年総会

第9回田んぼ10年プロジェクト地域交流会 in 愛知

慶南ラムサール財団設立10周年記念行事

講演会「ヘラシギとシギ・チドリ類の現状と日本からできる協力

報告会「九州の干潟は渡り鳥の国際空港─今、私たちにできることは何か?」

第14回日韓NGO湿地フォーラム打ち合わせ

第5回生物の多様性を育む農業国際会議（ICEBA2018） 分科会Ⅱ「生物多様性向

上に貢献する田んぼの生きもの調査」主催

決議等翻訳プロジェクト会議

シンポジウム「偉大なる飛行：ファソン干潟・人々と鳥たちに」

日中韓IUCN会員会合に参加

二国間渡り鳥保護条約・協定等支援会議

ユースラムサールジャパンとの意見交換

ラムサール条約COP13に参加

WWN主催プレ・ラムサールCOP世界NGO会議

北極圏渡り鳥保護イニシアティブ（AMBI）ワークショップに向けた打ち合わせ

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）国内連絡会

第 2 回田んぼの生物多様性向上とSDGs学習会開催

第13回ラムサール条約締約国会議inドバイ 報告会

モニタリングサイト1000シギ・チドリ類調査第3期取りまとめワーキンググループ会議

「辺野古新基地建設・土砂投入に対する抗議声明」発表

2018 2.17-18

2.18

2.26-3.2

3.11-18

3.31

4月～7月

4.13-14.20

4.17

5.1

5.18-20

6.16

6.17

6.20-21

6.30

7.1/7.4

7.15

7.21

8.17

9.6-7

9.8-9

10.1

10.16

10.21-29

10.22

11.21

11.8

11.8

11.8

12.19

12.19

東京・國學院大學

東京•環境情報センター

スリランカ・チラウ

博多・中津・八代・東与賀

RNJ事務所

　

福岡市／鹿島市

　

　

金沢市

豊田市自然観察の森ネイチャーセンター

豊田市自然観察の森ネイチャーセンター

韓国・チャンウォン

習志野市

八代市／中津市

韓国・プサン

千葉県いすみ市

　

韓国・ファソン

中国・北京

　

　

UAE・ドバイ

UAE・ドバイ

　

　

東京都・中央区立環境情報センター

東京都・中央区立環境情報センター
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ラムネットJ活動年表（ 2009～2019 ）

シンポジウム「九州から、湿地・ヘラシギ・シギ・チドリたちを守る」

海の生き物を守るフォーラム2019「連続する自然としての砂浜─その過去と未

来─」後援

第4回田んぼの生物多様性向上10年プロジェクト全国集会 in 東京八重洲

モニタリングサイト1000　検討会

第14回日韓NGO湿地フォーラムに関する打ち合わせ

湿地のグリーンウェイブ2019

2019年総会

ラムネットJ設立10周年シンポジウム〈第1弾〉／ラムサール・ネットワーク日本

10年　成果と課題

2019 2.2

2.3

2.24

2.25

3.2-3

4月-7月

6.22

6.22

福岡市／鹿島市

大阪ドーンセンター

TKP東京駅八重洲カンファレンスセンター

東京

韓国・プサン

　

TKP飯田橋ビジネスセンター

TKP飯田橋ビジネスセンター

EAAFPヘラシギ特別部会会議

AMBIワークショップ

EAAFP第10回パートナーシップ会議

2018 12.3-4

12.5-8

12.9-14

中国・ハイナン島

中国・ハイナン島

中国・ハイナン島
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ラムサール・ネットワーク日本／水辺の生命と暮らしのネットワーク

　日本や韓国をはじめ東アジアの国々は、かつては湿地を賢明な方法で利用していた。　湿原には水田がつくら

れ持続的な農業が営まれ、河川や湖沼は内水面漁業や舟運に利用され、遊水池、貯水池として治水、利水の役割も

担っていた.干潟や藻場,浅海域,サンゴ礁では持続的な沿岸漁業が営まれ、豊かな漁獲があり多くの海産物が得ら

れた。　これらの湿地には,栽培植物や漁獲対象種ばかりでなく、様々な生物が数多く生育、生息し、湿地の生物多

様性を保持し、水辺の生命と暮らしのつながりを形作ってきた。

　しかし、国家政策として、第一次産業よりも製造業や重化学工業による経済発展が重視されるようになると、

湿原や干潟は埋め立てられ、工場用地や住宅地などに姿を変えていった。　減反政策で水田面積が減少し、一方

では、農薬が多用され生物相は貧弱になった。　各地で湿地を守る市民運動がくり広げられ、いくつかの湿地は

保全されたが、多くの重要な湿地が失われている。

　私たちは、2008 年3月に「ラムサールCOP10 のための日本NGOネットワーク」を設立し、韓国のNGOととも

に「世界 NGO 湿地会議」(2008 年10月)を開催し、スンチョンNGO宣言の採択、「世界湿地ネットワーク(WWN)」

の発足、地域に根ざした NGO のかつてない協力、協働の広がりなど、大きな成果を上げた。　また、続いて開催

された第10 回ラムサール条約締約国会議に参加し、「水田決議」の提案と採択など、NGOの立場で条約の実行と

湿地の保全に貢献した。　

　私たちは、「ラムサールCOP10のための日本NGOネットワーク」の活動によって得られた成果を引き継ぎ発展

させることが、日本の湿地保護運動にとって不可欠であるとの認識と合意に至ったことから、その後継組織とし

て「ラムサール・ネットワーク日本」を設立し、地域に根ざした湿地保護運動を継続し発展させることを決意し

た。　「ラムサール・ネットワーク日本」は、日本各地で、湿原、河川、湖沼、水田、ため池、砂浜、干潟、浅海域、サンゴ

礁、マングローブ林などの湿地にかかわる地域の環境NGOや個人から成り立っている。　その目標は「地域の草

の根グループと連携し、湿地にかかわるNGOのネットワークを運営し、ラムサール条約にもとづく考え方・方法

により、すべての湿地の保全、再生、賢明な利用を実現する」ことである。　この目標を実現するため、地域の湿地 

NGO、世界のNGOと連携し、ラムサール条約を有効に活用し、政策提言を行い、農林漁業との関係を重視し、一般

への普及教育をすすめるなど、多くの行動が必要とされている。　

　私たちは「ラムサール・ネットワーク日本」を広く会員に開かれた組織として設立し、各地域で湿地保護に活動

する多くのグループ、個人の意見を取り入れ、その活動を世界につなぎ,湿地の生物多様性を守り、賢明に利用し,

未来の世代に引き継いでいきたいと考えている。

　

2009 年 4 月 29 日

「ラムサール・ネットワーク日本」設立総会参加者一同

設立趣意書
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第1章　総則

(名 称)
第1条  この法人は、特定非営利活動法人ラムサール・ネット
ワーク日本という。

(事務所)
第2条  この法人は、主たる事務所を、東京都台東区台東
1-12-11青木ビルに置く。

(目 的)
第3条  この法人は、地域の草の根グループと連携し、湿地にか
かわるネットワークを運営し、ラムサール条約に基づく考え
方・方法により、すべての湿地の保全、再生、賢明な利用の実現
に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種
類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)環境の保全を図る活動
(3)国際協力の活動
(4)前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する
連絡、助言または援助の活動

(事業の種類)
第5条  この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利
活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1)調査研究事業
(2)保全・再生事業
(3)普及・啓発事業
(4)国際協力事業
(5)ネットワーク推進事業

2. この法人は、次のその他の事業を行う。
(1)寄付された物品の販売

3. 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り
行うものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるもの
とする。

第2章　会員

(会員の種別)
第6条  この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定
非営利活動促進法(以下「法」)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した

特定非営利活動法人 ラムサール・ネットワーク日本　定款

個人及び団体
2. 正会員、賛助会員それぞれについて、個人、団体の別および
会費の金額により、会員の細区分を別表1のように定める。　
ただし、正会員の議決権は、会員の細区分および会費の金額に
かかわらず、一個人(団体)につき一票とする。

(入 会)
第7条  会員の入会について特に条件は定めない。
2. 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定め
る入会申込書により、代表理事に申し込むものとする。
3. 代表理事は、前項の申し込みがあったとき正当な理由がな
い限り、入会を認めなければならない。
4. 代表理事は、第2項のものの入会を認めないときは、速やか
に、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければ
ならない。

(入会金及び会費)
第8条  会員は、総会において別に定める会費を納入しなけれ
ばならない。なお、会員は、入会に際し、初年度の会費を入会金
として支払うものとする。

(会員の資格の喪失)
第9条  会員が次の各号の一つ該当する場合には、その資格を
喪失する。
(1)退会届を提出したとき
(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である
団体が消滅したとき
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき

(退 会)
第10条  会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提
出して、任意に退会することができる。

(除 名)
第11条  会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決
により、これを除名することができる。
(1)この定款に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反対する行為をした
とき
2. 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の
前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第12条  既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は返還し
ない。
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第3章　役員

(役員の種別及び定数)
第13条  この法人に、次の役員を置く。
(1)理事3人以上30人以内
(2)監事1人以上3人以内
2. 理事のうち1人以上5名以内を代表理事とする。

(選 任)
第14条  理事及び監事は、総会において選任する。
2. 代表理事は、理事の互選とする。
3. 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職 務)
第15条  代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2. 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理
事会の議決の基づき、この法人の業務を執行する。
3. 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に
関し不正の行為又は法令若くは定款に違反する重大な事実が
あることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告す
ること
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集
すること
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況につい
て、理事に意見を述べること

(任 期)
第16条  役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞ
れの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任する
までは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条  理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が
欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)
第18条  役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決
により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為が
あったとき
2. 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の
前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報 酬)
第19条  役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受け
ることができる。
2. 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償す
ることができる。
3. 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が
別に定める。

第4章　会議

(種 別)
第20条  この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2. 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第22条  総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)会員の除名
(4)事業計画及び収支予算並びその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金
を除く。第49条において同じ)
(9)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(10)解散における残余財産の帰属
(11)その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第23条  通常総会は、毎年1回開催する。
2. 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面に
より招集の請求があったとき
(3)監事が第15条第3項第4号の規定に基づいて招集するとき

(総会の招集)
第24条  総会は、前条第2項第3号の場合を除いて代表理事が招
集する。
2. 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求が
あっときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなけれ
ばならない。
3. 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議
事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前まで
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に通知しなければならない。

(総会の議長)
第25条  総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選
出する。

(総会の定足数)
第26条  総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開
会することはできない。

(総会の議決)
第27条  総会における議決事項は、第24条第3項の規定によっ
てあらかじめ通知した事項とする。
2. 総会の議事は、この定款に規定するものの他、出席した正会
員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると
ころによる。

(総会の表決権等)
第28条  各正会員の表決権は、会費の口数にかかわらず、平等
なものとする。
2. やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あ
らかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は
他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3. 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項
の適用については、総会に出席したものとみなす。
4. 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、そ
の議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第29条  総会の議事については、次の事項を記載した議事録を
作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席数(書面表決者又は表決委任者がある場
合にあっては、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名
人2名が、記名押印又は署名しなければならない。(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第31条  理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事
項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第32条  理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき
(2)理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載
した書面により招集の請求があったとき

(理事会の招集)
第33条  理事会は、代表理事が招集する。
2. 代表理事は、前条第2号の規定による請求があったときは、
その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議
事項記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに
通知しなければならない。

(理事会の議長)
第34条  理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。

(理事会の議決)
第35条  理事会における議決事項は、第33条第3項の規定に
よってあらかじめ通知した事項とする。
2. 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し可否同数
のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)
第36条  各理事の表決権は、平等なものとする。
2. やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あ
らかじめ通知された事項について書面をもって表決すること
ができる。
3. 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適
用については、理事会に出席したものとみなす。
4. 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、そ
の議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)
第37条  理事会の議事については、次の事項を記載した議事録
を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者には、その旨
を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署
名人1人が記名押印又は署名しなければならない。
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第5章　資産

(資産の構成)
第38条  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構
成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入

(資産の区分)
第39条  この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る
事業に関する資産、その他の事業に関する資産の2種類とする。

(資産の管理)
第40条  この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総
会の議決を経て、代表理事が別に定める。

第6章　会計

(会計の原則)
第41条  この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従っ
て行わなければならない。

(会計の区分)
第42条  この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係
る事業会計、その他の事業会計の2種類とする。

(事業年度)
第43条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3
月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第44条  この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業
年度ごとに代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第45条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算
が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立
の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出を行うことができる。

(予備費)
第46条  予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予
備費を設けることができる。
2. 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第47条  予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会
の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第48条  この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収
支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、
代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なけれ
ばならない。
2. 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すもの
とする。

(臨機の措置)
第49条  予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその
他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするとき
は、総会の議決を経なければならない。

第7章　定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第50条  この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出
席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経て、かつ、法
第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を
得なければならない。

(解 散)
第51条  この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2. 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員
総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3. 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を
得なければならない。

(残余財産の帰属)
第52条  この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による
解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げ
る者のうち、総会での議決に基づき、この法人と目的を同じく
する特定非営利活動法人に譲渡するものとする。

(合 併)
第53条  この法人が合併しようとするときは、総会において正
会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得な
ければならない。
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第8章　公告の方法

(公告の方法)
第54条  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとと
もに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定
する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに
掲載して行う。

第9章　事務局および常設委員会

(事務局および常設委員会の設置)
第55条  この法人に、この法人の活動を実施するため、常設委
員会および事務局を設置する。
2. 常設委員会には必要に応じて部会を設置し、各部会には部
会長をおく。
3. 事務局には、事務局長及び必要な職員をおく。

(部会の設置、部会長および職員の任免)
第56条  部会の設置・改廃は理事会の議決によって決める。
2. 部会長、事務局長及び職員の任免は、代表理事が行う。

(組織及び運営)
第57条  常設委員会および部会、事務局の組織及び運営に関し
必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

第10章　雑則
(細 則)
第58条  この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決
を経て、代表理事がこれを定める。
附則1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2. この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。

　代表理事　柏木 實
　代表理事　呉地 正行
　代表理事　花輪 伸一
　代表理事　堀 良一
　理事・事務局長　浅野 正富
　理事　伊藤 ヨシノ
　理事　岩渕 成紀
　理事　新谷 香織
　理事　杉澤 拓男
　理事　土谷 光憲
　理事　原 耕造
　理事　原野 好正
　理事　前川 盛治
　監事　大村 茂
　監事　小沢 秀造

3. この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定に
かかわらず、この法人の成立の日から2010年6月30日までとする。
4. この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわ
らず、この法人の成立の日から2010年3月31日までとする。
5. この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の
規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6. この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、
別表1に掲げる額とする。

2009 年 9 月 18 日 東京都知事より NPO 法人認証取得
2011 年 6 月 26 日 一部変更
2013 年 6 月 29 日 一部変更
2015 年 6 月 27 日 一部変更
2018 年 6 月 16 日 一部変更

会員区分
正 会 員

賛助会員

細区分
一  般
団 体
特  別
一  般
団 体
特  別
企  業

備 考個人・団体の別
個人
団体
個人または団体
個人
団体
個人または団体
団体

会費(年額)
一口 5,000 円
一口 10,000 円
      50,000 円以上
一口 2,000 円
一口 10,000 円
      30,000 円以上
一口 100,000 円

別表1
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ラムサール・ネットワーク日本／水辺の生命と暮らしのネットワーク

　ラムサール・ネットワーク日本(水辺の生命と暮らしのネッ
トワーク)の行動計画を下に示した。　目標(goal)とは最終的に
実現したいことであり、目的(objectives)は目標を実現させる
ための課題である。　行動(action)は目的を達成するための手
段である。　なお、行動計画は、目的の達成度,行動の実行状況
により、改訂していく必要がある。　本編はその 1 版である。
　
　目 標

　地域の草の根グループと連携し、湿地にかかわるNGOの
ネットワークを運営し、ラムサール条約にもとづく考え方・方
法により、すべての湿地の保全、再生、賢明な利用を実現する。

　目 的

<組織>
1. 草の根から全国、国際組織まで、湿地にかかわるNGOおよび個
人の広汎で恒常的なネットワークを設立し、活動し、発展させる。
2. 組織運営やプロジェクト実行のための資金をつくる。
3. ネットワークのコミュニケーション手法を開発する。

<地域との連携>
4. 各地の湿地にかかわるNGOとの連携を強める。
5. ネットワークとして、地域のNGOの活動をサポートする。

<国際連携>
6. 世界湿地ネットワーク(WWN)の日本および東アジア地域
のパートナーを務める。
7. ラムサール条約、生物多様性条約など、湿地にかかわる国際
条約との連携を図る。

<政策提言>
8. 湿地全体,湿地のタイプ別、あるいは個別湿地などに関して、
湿地保全にかかわる政策提言を行う。
9. 既存のラムサール条約湿地の湿地機能を高め、新規の条約
湿地を増加させる。

<第一次産業との連携>
10. 湿地とかかわる農林水産業の現状を学び、直接あるいは関
係 NGO を通して協働を図る。

<広報>
11. CEPA(コミュニケーション、教育、参加、啓発)を促進する。

<情報と知識>
12. ラムサール条約による湿地政策等の情報、知識、技術を学
び蓄積する。

13. 湿地の賢明な利用や伝統的利用などの事例を収集し活用する。
14. 湿地の保全と管理、再生、賢明な利用等にかかわる諸活動
を行う。

　行 動

<組織>
1-1. ネットワークを設立し、参加者を増やし、運営を充実させる。
・ 趣意書,規約等を作成する。
・ 運営グループ、事務処理グループを設置する。
・ 広く会員を募集し、会員に対するサービスを行う。

1-2. 運営資金を確保する。
・ 会費を集める。
・ 補助金を得る。
・ 寄付金を集める。

1-3. ネットワーク内外のコミュニケーション手法を開発する。
・ 会員のメーリングリストをつくる。
・ 会員および一般向けのホームページをつくる。
・ 会報を定期発行する。
・ 広報資料を作成し配布する。

<地域との連携>
1-4. 地域の湿地およびNGOとの連携の仕方について、地域グ
ループとともに検討する。
・ 緊急な問題を抱える地域(ホット・スポット)と連携活動を行う。
・ 支援の方法、体制について検討し、態勢を整える。

<国際連携>
1-5. WWNとの連携を緊密にする。
・連絡担当者を選任する。

1-6. 2010 年 CBD・COP10(名古屋)に向けての行動
・ CBD市民ネットに参加し,連絡を緊密にする。
・ CBD市民ネットの作業部会に入り「湿地の生物多様性保全」
の一端を担う。
・ 会議および会議場での政策提言、サイドイベント、ブース展
示、ロジスティックなど行動計画を立てる。
・ WWN 会議を開催する。
・ 日韓湿地フォーラムを開催する。

1-7. 2012 年ラムサール COP10(ルーマニア)に向けての行動
・ 政策提言、サイドイベント、ブース展示、ロジスティックなど
行動計画を立てる。
・ WWN 会議に主体的に参加する。

行動計画 (2009.4 版)
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<政策提言>
1-8. 湿地全体、タイプ別湿地、個別湿地などに関して、政策提
言を作成し公開する。
・ ラムサールCOP10資料集をもとに、政策提言を作成し、関係
機関に提出し、実現を図る。
・ ラムサールCOP10資料集の改訂、普及、活用を図る。

1-9. ラムサール登録地の増加に関する活動を地域NGOと協働
で行う。

<第一次産業との連携>
1-10. 農林漁業の各分野の現状と湿地の関わりについて学習
する。
・農林水産各分野のNGOとの交流を促進する。

<広報>
1-11. CEPAに関する取り組みを促進する。
・ CEPAに関する学習を行う。
・ CEPAに関するNGOの行動計画を作る。

<情報と知識>
1-12. 情報収集と調査研究を行う。
・ 短期および中長期の課題を設定する。
・ 調査チームを編成し、調査計画をつくる。
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