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湿地のグリーンウェイブ2020

湿地のグリーンウェイブは国連生物
多様性の10年日本委員会によりグ
リーンウェイブのオフィシャルパー
トナーとして任命されています。

ラムサール・ネットワーク日本

ラムサール・ネットワーク日本（略称：ラムネットJ）は、日本各地の湿地に関わるグループや
個人から成り立っている湿地保全のための環境NGOです。2009年4月に設立し、同年9月に
NPO法人として認可されました。
ラムネットJは、湿地保全のための国際条約であるラムサール条約の考え方・方法に基づき、

すべての湿地の保全・再生、賢明な利用を実現するために、この「湿地のグリーンウェイブ」や
「田んぼの生物多様性向上10年プロジェクト」といった普及啓発活動をはじめ、調査研究、政策
提言などさまざまな取り組みを行っています。また、国際的なNGOである世界湿地ネットワー
クとともに、韓国など各国の湿地保全団体と連携した活動も行っています。

ラムネットJの活動は、会員の皆さまからの会費やカンパ、助成金などでまかなっています。
ぜひ、ラムネットJのサポーター（一般賛助会員）になって会の活動を支援してください。もっ
と積極的に湿地保全にかかわりたい方は、会の運営や活動を担う一般正会員としての入会を
お待ちしています。また、団体としての入会も可能です。
　会員になると専用のメーリングリストに参加できます。また、年数回発行の「ラムネット
Ｊニュースレター」をお送りします。

●入会方法：郵便振替用紙（払込取扱票）の通信欄に、ご希望の会員種別、お名前、住所、  
電話番号、Eメールアドレスをご記入の上、年会費をお振り込みください。

●年会費：一般賛助会員 2000 円、一般正会員 5000 円
●送金先：ゆうちょ銀行　振替口座 00140-0-765702　ラムサール・ネットワーク日本
●カンパも上記の口座までお願いします。
●詳しくはウェブサイトの入会案内（http://www.ramnet-j.org/join/）をご覧ください。

後援／WWFジャパン、日本野鳥の会、日本自然保護協会、IUCN日本委員会、
　　　国連生物多様性の10年市民ネットワーク　

会員になって活動の支援をお願いします！

ラムサール・ネットワーク日本について
W

ETLANDS

「湿地のグリーンウェイブ2020」はパタゴニア日本支社の助成を受けて実施されています。
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（※1）「湿地のグリーンウェイブ」は、「国連生物多様性の10年日本委員会
（UNDB-J）」が推奨する事業として認定を受けています。 
（※2）また、登録イベントは、環境省などが主催する「グリーンウェイブ2020」に登
録し、IUCN日本委員会が主催する「にじゅうまるプロジェクト」への登録手続きを
行います。

「湿地のグリーンウェイブ」は、湿地の保全や賢明な利用の重要性をアピールするキャンペーンです。
芽吹きの春から爽やかな初夏にかけての期間、全国で展開される湿地を守り楽しむさまざまな活動
を、緩やかに集約、広く発信することで大きなうねりとしていくイメージです。
多くの生き物にとって大切な水辺環境「湿地」は、近年、多くの二酸化炭素を固定しており、その劣化
が地球温暖化のリスクを高め、気候変動に大きく影響することがわかっています。
しかし世界の湿地は、この半世紀に地球温暖化や都市化によって35％が消滅、そのスピードは森林の
3倍にあたり今世紀にはさらに加速しています。またこれに伴い湿地に生息する生き物の1/4が絶滅
の危機に瀕しています。日本の湿地もまだその重要性や保全への理解が進んでいるとは言えない状
況です。湿地のグリーンウェイブは、地域の中で身近な湿地を守り、湿地保全への理解を促そうする
草の根の活動を応援するのが目的です。

このキャンペーンは、1997年に諫早湾が閉め切られ広大な干潟が消滅することになった日、4月14日
を「干潟を守る日」とする活動を原点としています。そして2010年、生物多様性条約COP10が名古屋
で開催されるのを機に、ラムネットＪは、田んぼの生物多様性保全に取り組む関係団体に呼び掛け、
国連が定める「国際生物多様性の日」（5月22日）に植樹等を行う世界的なキャンペーン「グリーンウェ
イブ」に「田んぼのグリーンウェイブ」として参加、2011年からは対象を田んぼだけでなく湿地全体に
ひろげて、現在の「湿地のグリーウェイブ」の形で各地と連携しながら継続しています。

■キャンペーンの内容

・湿地の重要性を解説したリーフレットと、地域の湿地保
全活動のイベント一覧を参加者全員に配布。

・専用ホームページでの紹介：参加イベント・参加団体の紹
介、地域の湿地の紹介などを掲載。

・環境省ほかによる「グリーンウェイブ2020（※1）」への
参加登録と報告。
・にじゅうまるプロジェクト（※2）への参加登録。
・報告書『湿地のグリーンウェイブ2020』の作成。
・地域NGOとの共同による報告会の開催。
・ラムネットＪで作成した「湿地の生物多様性パネル／ポス

ター」などの貸出。
このほか、Facebookグループでも随時配信、参加者からの
報告などに利用いただいています。

ラムサール・ネットワーク日本は、湿地のグリーンウェイブ
キャンペーンを通して、すべての湿地の保全とワイズユー
スが進み、これ以上の湿地の劣化や消滅がなくなるよう、地
域の皆さんとともに取り組んでいきます。

■多様なイベントと参加団体
一言でイベントと言っても、そのフィールドも様々なら、アクションも様々です。
田んぼをフィールドにしたイベントでは、苗づくり（種まき）から田植え、草取りまで、時期に合わせ
た作業体験が行われています。その際には、地元農家の方々との交流や、作業と合わせての生き物調
査などが行われています。
砂浜や干潟などの海辺では、生き物調査やバードウォッチングなどと合わせて、漂着ゴミの清掃活動
なども行われています。
自然観察会も、毎月気軽に参加できる定例観察会もあれば、ふだんは人の立ち入りを禁じている場所
を限定的に公開、その時期にしか見ることのできない貴重な動植物の観察会もあります。
そして、フィールドは使わず、屋内での学習会やシンポジウム、写真展や映画上映、ダンスやミュージ
カルもあり、本当に多岐にわたっています。
また参加団体も、草の根のNPO・NGOだけでなく、企業や学校などにも広がり始めています。

ほたる祭り／川原人会

王越とんぼウォッチング／
王越とんぼプロジェクト実行委員会
王越とんぼウォッチング／
王越とんぼプロジェクト実行委員会

用水路で魚を捕ろう／里山の風景をつくる会

田植え／アレフ田植え／アレフ

藤前干潟生きものまつり／藤前干潟を守る会

相野沼クリーン活動と鳥類・生きもの調査／古川学園相野沼クリーン活動と鳥類・生きもの調査／古川学園
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WetlandsGreenWave2020

日時：5月23日（土）・24日（日）　
※体験時間は下記HPをご覧ください

場所：えこりん村・ふゆみずたんぼ
　　 （恵庭市牧場277-4）
参加費：入園料/大人1,200円/中学生以下無料
問い合わせ:0123-34-7800　【要予約】　
http://www.aleph-inc.co.jp/

30種類のトンボが訪れるえこりん村の「ふゆみずたん
ぼ」で、生きものの豊かさを感じながらの田植え体験を
開催します。 汚れてもよい服装でお越しください。
詳細はお問い合わせください。

●田植え体験

株式会社アレフ

日時：4月25日（土）・26日（日）
　　 13：00～15：00（随時参加）　
場所：えこりん村・ふゆみずたんぼ
　　 （恵庭市牧場277-4）
参加費：入園料/大人1,200円/中学生以下無料
問い合わせ:0123-34-7800　
http://www.aleph-inc.co.jp/

公開が珍しいお米の種まきの体験を行います。育苗用の
専用箱に種をまく作業が体験できます。
詳細はお問い合わせください。

●お米の種まき

北海道

北海道

株式会社アレフ

日時：7月22日～8月18日　毎日開催
※体験時間は下記HPをご覧ください

場所：えこりん村・ふゆみずたんぼ
　　 （恵庭市牧場277-4）
参加費：入園料/大人1,200円/中学生以下無料
問い合わせ:0123-34-7800　
http://www.aleph-inc.co.jp/

30種類のトンボが訪れるえこりん村の「ふゆみずたん
ぼ」で、夏休み期間、毎日外来種の駆除と田んぼの生きも
の観察会を開催します。詳細はお問い合わせください。
＊北海道ではトノサマガエルは国内移入された外来種
になります。

●えこりん村の夏休み！
① 外来生物トノサマガエルを捕まえろ!大作戦
② みて!さわって!田んぼの生きものたち

北海道株式会社アレフ

日時：4月19日(日) 9：00～
場所：ウトナイ湖サンクチュアリネイチャーセンター
　　 （苫小牧市字植苗150-3）
参加費：無料　問い合わせ:0144-58-2411

ウトナイ湖周辺の大掃除プロジェクトです。
雪が解けてきたこの時期、積雪で見えなかったゴミがあ
ちこちに現れてきます。 そのゴミが風で飛散し鳥や魚が
食べる事で死亡する記事を見る事があります。
ウトナイ湖周辺の自然環境を保全する目的で事業所全
員で清掃活動を行います。 日本で最初に開設した「サン
クチュアリ」（野生鳥獣の生息地の保全や来訪者が自然
を直接体験する場所）の保全活動を通じ、ウトナイ湖の
自然と共存を目指しています。

●春の大掃除「ゼロごみの日」プロジェクト

ヨコハマタイヤリトレッド（株）
北海道事業所

日時：6月7日（日）10:00～12:00
場所：相野沼（遠田郡涌谷町上郡相野沼）
参加費：無料　問い合わせ:0229-22-2546　
http://www.furukawa-gakuen.ac.jp/

相野沼には，様々な生きものや鳥類が生息し、希少な水
草が繁茂しています。 この貴重で素晴らしい環境の保
全・保護活動の一環として、ごみ拾い等の清掃活動を行
います。 また、その価値を知るために、簡単な生きもの調
査・鳥類観察を行います。

● 相野沼クリーン活動と鳥類・
生きもの調査2020

宮城県
古川学園高等学校普通科進学コース
生物文化多様性保全チーム

参加
限定

参加
限定

北海道

日時：7月4日(土) 9：00～
場所：ウトナイ湖サンクチュアリネイチャーセンター
　　 （苫小牧市字植苗150-3）
参加費：無料　問い合わせ:0144-58-2411

ウトナイ湖の自然観察路周辺の外来植物の分布を調べ、
オオアワダチソウが多い地点で抜き取りを行ない、その
場所の経年変化を調べています。
「外来種とは？」「なぜ除去する必要があるのか」などを
勉強し日本野鳥の会が日本で最初に開設した「サンク
チュアリ」（野生鳥獣の生息地の保全や来訪者が自然を
直接体験する場所）の保全活動を通じ、ウトナイ湖の自
然と共存を目指しています。

●外来植物オオアワダチソウ除去

ヨコハマタイヤリトレッド（株）
北海道事業所

参加
限定

北海道

日時：5月17日(日) 7:00～11:30　
場所：渡良瀬遊水地・環境学習フィールド１（小山市）
参加費：無料　問い合わせ:090-8581-7113　
https://www.watarase-mirai.org/

わたらせ未来基金が毎月実施している「湿地保全・再生
プロジェクト」を公開します。 普段は車では入れません、
周囲の状況も見ていただきます。
第1部（モニタリング）：野鳥の調査と植物の調査
第2部（湿地の保全・再生活動）：ヤナギ、セイタカアワダ
チソウ除去活動

●渡良瀬遊水地 湿地保全・再生プロジェクト

栃木県NPO法人 わたらせ未来基金

日時：5月10日（日） 9:00～15:00
場所：渡良瀬遊水地 （集合：栃木市藤岡遊水池会館）
参加費：無料　問い合わせ:0282-23-1078　
http://www.watarase-kyougikai.org

「ラムサール条約湿地・渡良瀬遊水地」の自然を、植物、昆
虫、野鳥のグループに別れて、専門家の案内で観察する。
午後は、湿地保全活動を、ヤナギ、セイタカアワダチソウ
除去を中心に行う。

●渡良瀬遊水地自然観察会

渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会、
わたらせ未来基金、ラムサール湿地ネット、
日本野鳥の会栃木県支部と共催

日時：未定　
場所：河北潟周辺の水田
　　 （金沢市）
参加費：有料（未定）
問い合わせ:0762-88-5803　
http://kahokugata.sakura.ne.jp/

●田んぼの活動
NPO法人 河北潟湖沼研究所 石川県

日時：5月（詳細はお問合せ下さい）
場所：宇多川（相馬市街～岩子・松川浦）（相馬市）
参加費：無料　問い合わせ:0244-36-6903　
http://hazekkoclub.com

松川浦に流れ込む5河川中、一番長い宇多川を源流から
歩いて探検しています。 今回はいよいよ最後で相馬市街
から河口に向かって歩きます。

●源流探検 第4弾　宇多川河口

はぜっ子倶楽部 福島県

参加
限定

田んぼの生物多様性向上10年プロジェクト

　　　　 特に日本や東南アジアの国々において、田
んぼは、管理の仕方によってはかつてのような生きも
の賑わう湿地として蘇ります。 米の生産の場であり、
生物多様性を育む優れた湿地でもある田んぼに注目
し、その生物多様性を高めるというラムサール条約と
生物多様性条約のいわゆる「水田決議」は日韓のNGO
が政府に働きかけたことがきっかけとなって出来た
決議です。 国も民間も協力して決議の実施に努めな
くてはなりません。
日本の農業では田んぼの割合が大きく、田んぼが変わ
れば地域の生物多様性もかなり向上すると予想され
ます。 トンボやカエルやメダカなど、生きものの豊か
さを取り戻し、持続可能な地域社会の実現に貢献する
という活動が、田んぼの生物多様性向上10年プロ
ジェクトです。 課題山積の現状ですが、日本や世界各
地の仲間（農家・自治体・NGO・関連ビジネス・研究者
など）と連携して活動を続けています。
毎年、生きもの調査や田植えなどで湿地のグリーン
ウェイブに参加する田んぼ仲間も多く、さらに協働し
あって湿地の生物多様性を高めていきたいと思います。
詳しくはラムネットJのHPをご覧ください。　
http://tambo10.org/

安藤よしの

★〈参加限定〉のマークがついているイベントは一般参加者を募集していません。
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Column

活動1　ミニビオトープづくりと生き物観察会
a. ミニビオトープづくり　b. 生き物観察会

活動2　七豊米の米づくりと生き物観察会
a. 七豊米の米づくり　b. 生き物観察会

活動3　田んぼの生きもの調査隊
a. 生き物調査　b. 農家への聞き取り調査

栃木県

今年は新型コロナウイルスの影響で、開催日程が未定となっ
ているイベントがあります。また、掲載している日程や内容が
変更になる可能性もあります。最新情報を湿地のグリーン
ウェイブや各主催団体のホームページでご確認ください。



WetlandsGreenWave2020

日時：7月未定　
場所：行徳鳥獣保護区(市川野鳥の楽園)
　　 （市川市福栄4-22-11）
参加費：無料   問い合わせ:047-397-9046
https://gyotokubird.wixsite.com/npofgbo

東京湾奥部の泥干潟に生息するトビハゼ観察を中心と
したイベント。

●トビハゼの日

千葉県NPO法人 行徳野鳥観察舎友の会

日時：4月26日（日）10：00～14：00　
場所：殿町干潟 （川崎市川崎区）
参加費：一般:500円、学生:100円、未就学児：無料
https://kokucheese.com/event/index/592947/
共催：NPO法人環境ネットワーク文京

東京湾では希少な天然の干潟での毎年恒例の観察会で
す。開催場所は、海から1.6kmの汽水域です。公園などの
観察会とは一味番う、干潟環境で、いきもの観察を行い
ます。　一般参加/要事前申し込み　定員あり（先着順）

●多摩川河口干潟観察会
～干潟の生きものたち～

日本自然保護協会(NACS-J)
自然観察指導員東京連絡会(NACOT)

神奈川県

日時：5月31日（日） 10:00～
場所：表浜まるごと博物館 （豊橋市表浜）
参加費：無料　問い合わせ:0757-41-6281　
http://e-amco.com
共催：表浜ネットワーク

全国砂浜生物調査の研修会と観察会を兼ねて、表浜で行
う。 砂浜のカニ類について専門家（和田恵次氏）を講師と
して招く。

●表浜の砂浜の生き物観察会

海の生き物を守る会 愛知県

日時：6月21日（日） 10:00～12:30
場所：矢並湿地 （豊田市矢並町地内）
参加費：無料　問い合わせ:0565-88-1310　
https://toyota-shizen.org/

矢並湿地でトンボや草花を観察しよう。 雨天中止。
現地の場所がわかりにくいので、初めての方は事前に問
い合わせてください。

●矢並湿地自由観察の日

公益財団法人日本野鳥の会 愛知県

日時：5月9日（土） 10:00～15:00
場所：藤前干潟／藤前活動センター
　　 （名古屋市港区藤前2-202）
参加費：無料　問い合わせ:080-5157-2002　
http://fujimae.org/

毎年恒例の藤前干潟の春のイベントです。今年も石ころ
干潟観察会＆干潟観察会、ライブやミュージカルの公演
を予定しています。 また、様々なグループによるブース
出展もあります。

●藤前干潟　生きものまつり
NPO法人藤前干潟を守る会 愛知県

日時：5月10日（日） 10:00～15:00
場所：長良川下流域
　　 （岐阜県海津市～三重県桑名市）
参加費：1500円（学生500円）　問い合わせ:
http://dousui.org/
（実行委員会事務局長良川市民学習会）

長良川河口堰がおよぼす環境影響を観察します。船に乗
り採泥し川底を調査します。
ヨシ原を川から陸から観察します。揖斐川と木曽川の水
辺にも入り比較観察します。

●長良川下流域環境観察会
よみがえれ長良川実行委員会 岐阜県～三重県

日時：4月25日（土）・26日（日） 9:00～12:00
場所：中池見人と自然のふれあいの里
　　 （敦賀市樫曲79奥堀切）
参加費：5,000円
問い合わせ:090-8269-9801　
http://blog.nakaikeminet.raindrop.jp/

1区画5m×5mと初めての方でも無理のない、手ごろな
広さのミニ田んぼ。 市民サポーターさんたちによる、中
池見湿地の持続可能な保全に向けての取り組みです。昔
ながらの田んぼづくりで、おいしいお米とたくさんの生
き物が育まれています。

●生きものワイワイ！
ミニ田んぼしよう～（^0^）/ 田植えの巻

NPO法人 中池見ねっと 福井県

日時：5月10日（日） 13:00～15:00
場所：妹背山（観海閣）周辺の干潟 （和歌山市）
参加費：無料  ※資料希望者は300円　
問い合わせ:090-4499-3157　

ハクセンシオマネキやチゴガニ、コメツキガニの砂団
子、水際に群がるヤドカリ類、テッポウエビ、絶滅危惧Ⅱ
類のイボウミニナやハマグリ、トビハゼその他の魚類な
ど、たくさんの生き物を観察できます。

●和歌の浦干潟観察会
和歌山大学教育学部生物学教室 和歌山県

日時：8月2日（日） 10:00～12:00
場所：有田市立病院前の干潟 （有田市宮崎町6）
参加費：無料  ※資料希望者は100円　
問い合わせ:090-4499-3157　

ハクセンシオマネキやチゴガニの求愛行動、多数のアシ
ハラガニやトビハゼ、ヤドカリ類、ウミニナ類、魚類な
ど、たくさんの生き物を観察できます。

●有田川干潟観察会
和歌山大学教育学部生物学教室 和歌山県

日時：6月6日(土) ※変更の可能性あり
場所：大正川 （茨木市）
参加費：無料　問い合わせ:090-6159-8414　
http://www.wagamehogonokai.sakura.ne.jp/

大正川中流区間の清掃と、カメ類の標識調査。 ミシシッ
ピアカミミガメを中心とした外来種の駆除も行う。

●大正川クリーンキャンペーンと
カメ類調査・外来種防除

和亀保護の会 大阪府

日時：5月10日（日）10：00～15：00　
場所：山武市実門(さねかど)
参加費：12,000円（全5回分）
問い合わせ:070-5579-1321　
https://www.facebook.com/tsuchinogakko

この企画では土に触れたり、生産現場を見たり、農家の
方たちと交流することが自然と私たちのつながりを考
える上で大切なことだと実感できます。 春から秋まで５
回農業体験と交流をします。 毎回ご飯とお味噌汁を作
り、みんなでいただきます。

●土の学校　田植え

土の学校 千葉県

日時：6月27日（土） 9:30～
場所：福田の田んぼ（川越市福田310近辺）
参加費：1,000円
問い合わせ:049-234-5269　
https://www.facebook.com/kawagoesatoyama/
共催：かわごえ環境ネット

田んぼの生きもののソムリエ林鷹央講師を迎え、田んぼ
や用水路の生きものの観察会を行います。

●田んぼの生きもの観察会

NPO 法人かわごえ里山イニシアチブ 埼玉県

ウミガメと砂浜

　　　　 ７種のウミガメ（すべて国際自然保護連合
IUCNレッドリストに記載）のうち５種が日本に生息
しており、アカウミガメ、アオウミガメ及びタイマイ
の３種は日本の砂浜で産卵します。 レッドリストで
は、タイマイが近絶滅種（CR）、アカウミガメ、アオウ
ミガメは絶滅危惧種（EN）です。 ちなみに、日本の砂浜
は米国東部、オマーンに次ぐ世界でも有数のアカウミ
ガメの産卵地であり、北太平洋では唯一の産卵地なの
です。 にもかかわらず、ウミガメがその生活史の重要
部分で利用する沿岸湿地と砂浜は、人間の活動により
脅威にさらされています。 特に地球温暖化による海
面上昇によって、産卵に必要な砂浜は消滅の危機にあ
ります。 また、地球温暖化により砂浜温度が上昇する
と、ウミガメは一定温度（アカウミガメで約30℃）以
上では雌しか生まれないという性質を持つため、種の
維持にとっては致命的です。 ラムサール条約は、湿地
に依存する生物種の保護も目的として湿地の保全・再
生を求めます。 COP13（2018ドバイ）の決議24は、
ウミガメの産卵地の砂浜をもつ締約国に対して、でき
る限り正確なウミガメの個体数のモニタリングを奨
励し、可能ならば絶滅危惧種を支える重要な湿地とい
う基準によってラムサール条約湿地として登録する
などして、ウミガメの生存の基盤である砂浜という湿
地の保護を図ることを奨励しています。

永井 光弘

5 6

RNJ
Column



WetlandsGreenWave2020

日時：４月19日（日）、５月17日（日）、６月21日（日）、
　　　７月19日（日）　いずれも9:30～
場所：豊岡市立コウノトリ文化館
　　 （兵庫県立コウノトリの郷公園内のビオトープ）
参加費：100円　問い合わせ:0796-23-7750　
http://kounotori.org/

里山周辺の生きもの観察会

●田んぼの学校
NPO法人コウノトリ市民研究所 兵庫県

日時：6月21日（日） 9:30～11:30
場所：池ヶ原湿原
　　 （勝山市平泉寺町池ヶ原　福井県奥越高原牧場隣）
参加費：無料　問い合わせ:0779-67-1655　

〇ミズチドリなどの初夏の湿原植物を観察しながら、保
　全活動の意義について学びます。
〇湿原植物をおびやかす外来植物（オオハンゴンソウ）
　の拡大を防ぐため、根から取り除く作業をします。
※作業の方法はスタッフが説明いたします。

●池ヶ原湿原を守る！
初夏の湿原植物観察会＆外来植物
　（オオハンゴンソウ）抜き取り活動

池ヶ原湿原保全・活用協議会 福井県

日時：5月31日（日） 
場所：ハチゴロウの戸島湿地
       （豊岡市城崎町今津1362）
参加費：無料　問い合わせ:0796-20-8560
http://www.hachigorou.com/　

この時期、子育て真っ最中のコウノトリ。 今年は何個の卵
を産んだかな？ 何羽のヒナが生まれているかな？ オスと
メスが協力し合って子育てをしている様子をみんなで観
察しましょう！ スタッフお手製の『コウノトリすごろく』
を使ったゲームもあります。 どなたでも大歓迎です。

●コウノトリの子育て観察会
コウノトリ湿地ネット

日時：5月10日（日） 9:00～11:30
場所：太田川上流・高龍寺ヶ岳 （豊岡市但東町）
参加費：無料  問い合わせ:070-1792-4048　

兵庫県豊岡市の東に位置する但東町.
夏鳥たちが間近に見られる高龍寺ヶ岳の渓谷沿いを野
鳥を観察しながら一緒に歩きませんか？
美しい太田川の源流域、ハイキングです。

●夏鳥に会いに行こう in 但東町
但馬野鳥の会 兵庫県

兵庫県

日時：開催日は決まり次第HP・SNSにて発信
場所：稲葉川 （豊岡市日高町）
参加費：無料　問い合わせ:0796-20-3541
https://www.kns.hyogo.jp/

今から約23,000年前に神鍋火山が噴火し流れでた溶岩
と、幾年もの歳月の川の流れが作りだした、まるで天然
のアスレチック「溶岩流」。 そんな神秘的な溶岩流をト
レッキングしながら、流れ着いてしまったゴミを拾い集め、
キレイな空気をいっぱい吸って、いい汗かいて、温泉入っ
て、BBQしませんか(^^)?? 
（温泉、BBQは実費が必要、任意参加です）

●心もキレイに*溶岩流お掃除トレッキング
NPO法人かんなべ自然学校 兵庫県

日時：未定
場所：明石市、高砂市
参加費：500円程度　問い合わせ:080-3860-1487
https://noharaclub.jp

観察会、・エクスカーション・エコツアー、田んぼビオ
トープ、田植えなど

●のはらっこ 自然たんけん隊

明石 のはら くらぶ 兵庫県

　　 「沿岸地域にある生命体及び海洋生態系（例
えば、マングローブ、塩性湿地、海草など）に取り込ま
れバイオマス及び堆積物に貯蔵された炭素」を、陸上
の森林が貯蔵する炭素（グリーンカーボン）と対比し
て、ブルーカーボンといいます。例えば、塩性湿地は毎
年数百万から数千万トンもの炭素を固定しています。
にもかかわらず、過去数十年の間に、マングローブ、塩
性湿地、海草藻場で覆われる区域の約３分の１が失わ
れています。ラムサール条約COP13（2018ドバイ）の
決議14では、沿岸域という湿地の保全・再生が気候変
動の緩和の観点からとても重要であることが決議さ
れています。そのうえで、締約国に対して、ラムサール
条約で策定しているガイドライン（決議Ⅷ.４）に沿っ
て、多数のステークホルダーを巻き込んで、沿岸域湿
地というブルーカーボン生態系を維持・回復すること
を推奨しています。

永井 光弘

日時：5月24日（日）10:30～12:30／観察会 　
　　 14:00～16:00／お話会「汽水域と砂浜の重要性」
場所：吉野川南岸の最河口干潟・
　　 とくしま県民活動プラザ（徳島市東沖洲2-14）
参加費：おとな300円・高校生以下100円
問い合わせ:088-623-6783　
https://www.shiomaneki.net

日本一の川幅を持つ吉野川河口、そこに広がる干潟では
多種多様な生物が観察できます。午前は河口干潟の観察
会。 午後は海の生き物を守る会の向井宏先生のお話会
「河川と海洋のつながり に注目して」、みんなで井戸端談
義しましょう。

●吉野川と海が出合う河口干潟の
観察会とお話会

徳島県
とくしま自然観察の会＆海の生き物を守る会
＆吉野川ひがたファンクラブ

日時：7月5日（日）8:30～9:30／クリーンアップ 
　　 10:00～12:00／しおまねきラリー
場所：吉野川河口住吉干潟
　　 （徳島市住吉4・南岸グランド東詰）
参加費：おとな300円・高校生以下100円
問い合わせ:088-623-6783　
http://toku-k-g.sakura.ne.jp/

吉野川河口の干潟は希少生物の宝庫。 シオマネキたちの
生息地をクリーンアップし、その後生きもの観察をしま
す。 どちらでも当日参加大歓迎。 生物多様性豊かなまま
に未来に引き継いでいけるように、四国初のラムサール
条約湿地登録をめざしましょう。

●めざせラムサール！
しおまねきラリー2020＆クリーンアップ

徳島県

とくしま自然観察の会＆徳島子ども劇場
＆吉野川ひがたファンクラブ

日時：7月19日（日）10:00～12:00
場所：小松海岸 （徳島市川内町）
参加費：おとな300円・高校生以下100円
問い合わせ:088-623-6783　
https://2frf6.crayonsite.info/

小松海岸は吉野川河口とつながる徳島市周辺で唯一残
された自然海岸。砂浜には環境に適応した面白い生きも
のたちがたくさんいます。 希少種のフジノハナガイ、ハ
マスナホリガニなど、潟見人・和田太一さんと砂浜の生
きものさがしをしましょう。

●海の探検隊・小松海岸の自然かんさつ

徳島県とくしま自然観察の会
＆吉野川ひがたファンクラブ

日時：４月～翌年３月で不定期開催
場所：交流の里おうごし（坂出市王越4）
参加費：無料　問い合わせ:090-2828-4595　
https://www.city.sakaide.lg.jp/soshiki/
syougaigakusyu/ougoshitonborando.html

「王越とんぼランド」には様々なトンボをはじめ、貴重な
動植物が残っています。解説だけの観察会ではなく、五
感で感じながら子供から大人まで一緒に自然を楽しむ
「かんさつ会」を行い、地域の自然を守るには何が必要か
を考えます。

●王越自然観察会

香川県王越とんぼプロジェクト

日時：7月中旬の午前中（詳細は未定）
場所：松山市河野地区のため池（松山市河野別府）
参加費：無料　問い合わせ:089-992-9152　　
http://morimichi.org
共催：松山市立河野小学校

絶滅危惧種オオキトンボの生息地で羽化を観察すると
ともに、本種の生活史や生育に適した環境条件について
解説し、保全の方法について理解を深める。

●オオキトンボの羽化観察会

愛媛県NPO法人 森からつづく道

参加
限定

日時：①5月24日（日） 9：30～15：30
②6月21日（日） 9：30～15：30
③7月4日（土） 9：30～5日（日） 15：30

場所：①住吉干潟付近 （徳島市） 
②新町被門付近 （徳島市）
③第十堰上流付近 （徳島市）

参加費：年間登録60.000円
問い合わせ:080-6385-4200　
http://kawajyuku.com/

水辺の教室では、国内屈指の自然環境を持つ吉野川で、
一年を通して遊び、学び、感じることで、吉野川の楽し
さ、生態系の豊かさ、四季折々の変化を肌で感じます。  
また、地元の川漁師さんや吉野川で育った地元の方々を
講師に招き、「川と共に生きる知恵や技術」を実践し、体
感します。 それらを通じ、吉野川と自分たちの暮らしと
の関わりについて、感じ、考えることで、「吉野川は自分
たちの川」という意識を持ってもらいたいと思っています。

●第十堰水辺の教室2020
①干潟で遊んで学ぶ！
②じょれんってなぁに？
③川と遊ぼう！

徳島県NPO法人 川塾

★〈参加限定〉のマークがついているイベントは一般参加者を募集していません。
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日時：7月18日（土）11:00集合～21:00解散
場所：上関まるごと博物館集合/白浜港出航→田ノ浦
　　 (上関町室津1057）
参加費：5,000円　問い合わせ:090-8995-8799
https://kaminosekimamoru.jimdofree.com/

上関町田ノ浦湾には多様な海生生物が生息しています。
またアカテガニの出産場所でもあります。 夏の大潮の1
日、海の様々な生き物の姿を観察しましょう！

●夏休みの宿題はおまかせ！
磯の生き物観察会&
アカテガニの出産を見守る会

山口県上関の自然を守る会

日時：7月23日（木・祝）10:00～11:30
場所：朽網川河口（左岸）海岸 (北九州市）
参加費：無料　問い合わせ:093-475-8861 
https://sites.google.com/site/
mizutomidorinokannkyou/home
共催：東朽網市民センター・里っ子クラブ／
　　 日本カブトガニを守る会福岡支部

地元でハチガメと呼ばれ親しまれてきたカブトガニの、国内
有数の産卵地である朽網川河口海岸で、産卵の様子を観察
し、その後産卵場所周辺の漂着ゴミの清掃活動を行います。

●「ハチガメ産卵観察会･干潟の清掃活動」 
　～海の日にカブトガニと海の未来を変える挑戦～

福岡県東朽網校区まちづくり協議会
「水と緑の美化プロジェクト」委員会

日時：4月18日（土）9:30～15:00、
　　 19日（日）10:00～15:00
場所：上関まるごと博物館集合/上関海域
　　 (上関町室津1057）
参加費：無料　問い合わせ:090-8995-8799　
https://kaminosekimamoru.jimdofree.com/
共催：日本自然保護協会

上関海域は瀬戸内海で減少が危惧されているナメクジ
ウオ（環境省絶滅危惧Ⅱ類）の健全な生息域です。 調査を
未実施の複数島嶼部で生態解明を目的として行います。

●上関のナメクジウオ調査

山口県上関の自然を守る会

日時：6月6日（土）9:30集合～16:00
場所：上関まるごと博物館集合/白浜港出航→祝島
　　 (上関町室津1057）
参加費：5,000円　問い合わせ:090-8995-8799
https://kaminosekimamoru.jimdofree.com/

上関海域は瀬戸内海スナメリが減少する中、最後に残さ
れた健全な生息域です。無農薬で育てられた祝島のビワ
は絶品です。 スナメリウォッチングと祝島のビワの味を
楽しみましょう！

●スナメリウォッチング&祝島ビワ狩り

山口県上関の自然を守る会

日時：5月23日(土) 12：30～14：00　　
※雨天順延/5月24日(日)12：30～14：00

場所：吉野川市民グランド助任矢先
　　 （徳島市助任本町7丁目地先）
参加費：おとな300円、こども100円
問い合わせ:090-7268-9488　
http://www.yoshinogawa-ram.net/

助任干潟は、沢山の泥の中の生きものや鳥に出会える
広々とした干潟です。 初夏ののどかな吉野川で大人も小
さなこどもも楽しめる観察会です。

●初夏の助任干潟で遊ぼう

徳島県吉野川ラムサールネットワーク

日時：5月10日(日) 13：00～14：00　　
場所：モラスコむぎの前浜（松ヶ磯）/（海部郡牟岐町）
参加費：無料　問い合わせ:0884-72-2520

〇×クイズ・海岸生物調査・マイ水族館つくり

●春の磯 生き物観察会 徳島県

NPO法人 カイフネイチャーネットワーク

日時：7月23日(木) 11：00～14：30　　
場所：モラスコむぎの前浜（松ヶ磯）/（海部郡牟岐町）
参加費：無料　問い合わせ:0884-72-2520

海の絵本「読み聞かせ会」・海岸生物観察会・マイ水族館
づくり

●磯の生き物観察会 海の日 IN牟岐 徳島県

NPO法人 カイフネイチャーネットワーク
日時：未定(part1/5月、part2/6月、part3/7月、　
　　  part4/8月）
場所：有機のコメ作りを行っている圃場
　　 （小松島市大林町/田浦町/櫛淵町）
参加費：300円（3歳以下100円）
問い合わせ:090-7142-0910　　
http://www.enjoy-satoyama.com/ 

Part1 「田植えをしよう」
水を張った田んぼの土はトロトロでいい気持ち。歩く練
習をした後、苗を植えていきます。 小さい子は一直線の
ロープに沿って。 大きい子は定規を使って。 田んぼ探検
隊、まずは田植えにチャレンジしよう。
Part2 「アカハライモリと遊ぼう」
アカハライモリ、見たことがありますか？ 黒い背中に赤
いお腹。産卵するために里山から田んぼに降りてきま
す。 田んぼはいのちが育つ、“いのちのゆりかご”。 生き
もの観察を通して田んぼの価値を発見しよう。
Part3 「用水路で魚を捕ろう」
用水路では、田んぼで育った生きものや、ため池から流
れてきた魚などを観察することができます。 風が波打つ
千枚畦の風景の中で、生きものの世界を探検しよう。
Part4 「稲刈りをしよう」
5月に田植えをした田んぼで収穫の醍醐味を味わいま
す。手に鎌を持って、ザクッ、ザクッ。 黄金の稲穂から飛
び出すバッタやカエル。 田んぼはなんと賑やかな生きも
のワールドなんだろう！

●田んぼ探検隊2020
part1「田植えをしよう」
part2「アカハライモリと遊ぼう」
part3「用水路で魚を捕ろう」
part4「稲刈りをしよう」

徳島県NPO法人 里山の風景をつくる会

日時：6月27日(土) 、6月28日(日) 
場所：ミリカホール（小松島市）
参加費：無料　問い合わせ:03-3834-6566
http://tambo10.org/
共催：小松島市生物多様性農業推進協議会（予定）

鋭意、検討中です。 小松島市や鳴門市で、ツルやコウノト
リの生息する田んぼや蓮田での、農家さんや行政の活動
を、紹介する予定です。

●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 徳島（小松島市） ※企画進行中

ラムサール・ネットワーク日本 徳島県

日時：5月9日（土）10:30～12:00
場所：曽根干潟 (北九州市りんくう公園、朽網川河口）
参加費：無料　問い合わせ:093-475-8861
https://sites.google.com/site/
mizutomidorinokannkyou/home
共催：東朽網市民センター・里っ子クラブ

はるかオーストラリアやニュージーランドからアラスカやシ
ベリヤまで旅するシギ・チドリ類を中心に干潟で休息する旅
鳥たちや餌になる干潟のカニなどの生き物を観察します。

●世界渡り鳥の日
「春の干潟の生き物観察会・干潟の清掃活動」

福岡県東朽網校区まちづくり協議会
「水と緑の美化プロジェクト」委員会

ホントはすごいピートランド
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日時：5月下旬から8月までに2回（日程は未定）
場所：鳴門市大麻町周辺（鳴門市）
参加費：無料　問い合わせ:090-2825-6721
http://www.t-stork.jp

徳島県鳴門市に広がるレンコン田、そこでは、今年で４
年目となるコウノトリのペアによる繁殖・子育てが期待
されています。コウノトリの視点から、エサ場となる農
地（レンコン田や稲田そしてビオトープ）の生き物の豊
かさと、その仕組みを調べます。

●コウノトリ探検隊：
鳴門の生き物を調べよう！

NPO法人とくしまコウノトリ基金 徳島県

永井 光弘

　　　　 ピート（泥炭）は、枯死し部分的に腐った植
物が積み重なってできた泥状の炭です。 水に漬かっ
ているため半分腐った状態が長年保持されます。 湿
地の多くはピートランドでもあります（中池見湿地がそ
の代表例）。 ピートランドは、実は強力な炭素吸収源
で、ふつうの土の10倍もの炭素を貯蔵し、その面積は
地表面の約3％ですが世界の全部の森林を合わせた２
倍の炭素を貯蔵しています。 ピートランドは、きちん
と保全されているだけで、地球温暖化防止に大きな役
割を果たしているのです。 ただ、世界の15％のピート
ランドが排水によって破壊・劣化しているといわれ、そ
うなると逆に強力な温暖化ガス排出源となるので、
ピートランドの再生（再湿潤化）も重要な課題です。

中池見湿地
RNJ
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WetlandsGreenWave2020

日時：未定（4月下旬～5月上旬）　
場所：川南湿原植物群落（児湯郡川南町）
参加費：無料　問い合わせ:0983-27-8020

国指定天然記念物「川南湿原植物群落」において、トキソ
ウ・ハルリンドウなど希少植物の観察会を開催します。
希少植物の宝庫と言われる川南湿原で見ごろを迎えて
いるトキソウ・ハルリンドウを観察しながらゆっくりと
した楽しいひとときを過ごしてみませんか。

●トキソウ・ハルリンドウ観察会

宮崎県川南湿原を守る会

日時：7月26日（日）　
場所：川南湿原植物群落（児湯郡川南町）
参加費：無料　問い合わせ:0983-27-8020

貴重な湿原植物はもちろんのことトンボ類の宝庫でも
ある国指定天然記念物の川南湿原で、トンボの観察会を
行います。 川南湿原では、たくさんの種類のトンボを見
ることができます。 身近にいるトンボを調べて、自然に
触れてみませんか。

●トンボ観察会

宮崎県川南湿原を守る会

日時：4月12日（日） 13:00～　
場所：泡瀬干潟、ウミエラ館（沖縄市泡瀬）
参加費：無料　問い合わせ:090-5476-6628

泡瀬干潟に生息するクビレミドロ、ミナミコメツキガ
ニ、貝類などを観察する。 また、毎年劣化していく干潟の
現状を認識し、早期のラムサール条約湿地への登録を目
指す運動を強化する。

●湿地のグリーンウェイブ2020 IN 泡瀬干潟

沖縄県泡瀬干潟を守る連絡会

日時：毎月・第四日曜日 10:00～12:00
場所：多々良川河口 (福岡市）
参加費：無料　問い合わせ:090-8623-7521 （木下）
http://wetland-research.org/

クロツラヘラサギなど多くの鳥類がやってくる多々良
川河口域の清掃をした後、観察会を行います。

●多々良川清掃・自然観察会

福岡県NPO法人 ふくおか湿地保全研究会

日時：4月19日（日）13：00～15：30
場所：和白干潟・海の広場 (福岡市東区和白4丁目）
参加費：無料　問い合わせ:080-5251-8677
https://wetland-forum.jimdofree.com/

【潮干狩り】は干潟の春の風物詩です。 たくさんの人が干
潟の恵みを受け取りながら干潟を耕します。 このあたり
まえの伝承が干潟の環境を守ることにつながります。

●和白干潟で潮干狩り

福岡県ウエットランドフォーラム

日時：4月29日（水・祝）9:30～12:00（集合9:00）
場所：福島地区の田んぼ (佐賀市大和町福島地区）
参加費：無料　
問い合わせ:080-2705-1814（増田英治）
Email:mattahan29@gmail.com
https://www.facebook.com/ネイチャー佐賀
-147640795335123/

春、田んぼやクリークの周辺では、色とりどりの草花、昆虫
やクモなどの小動物、メダカやドジョウなどクリークに住む
魚介類、それに野鳥など生きものの息吹が溢れています。

●2020春の田んぼの観察会

佐賀県ネイチャー佐賀

日時：5月23日（土）13:30～15:00（集合13:00）
場所：弁天島 (唐津市呼子町／弁天駐車場集合）
参加費：無料　問い合わせ:090-4992-4026（前田）
Email:nael.maeda@bird.ocn.ne.jp
https://www.facebook.com/ネイチャー佐賀
-147640795335123/

呼子の町と加部島を結ぶ呼子大橋。この呼子大橋のほぼ
中央真下にある無人島が弁天島です。
玄界灘の潮風を体いっぱいに受けて、磯に住む生きもの
達との触れ合いはいかがですか。

●2020弁天島・磯の生き物の観察会

佐賀県ネイチャー佐賀
日時：5月30日（土）18：00～21：00
場所：川原広場一帯 (東彼杵郡川棚町岩屋郷（川原））
参加費：無料　
問い合わせ:0956-83-3372／090-7292-8830

美しいホタルの乱舞を楽しむ他、麦わらでホタルかご作
り、餅つき、産地特産品などの出店を行います。また関係
団体展示や演奏、歌やトーク等もあります。ここは石木
ダム建設事業の対象地で、石木川の自然を守る運動と連
携しながら実施しています。

●川原(こうばる)ほたる祭り

長崎県川原人会（こばるとかい）

日時：延期日程未定
場所：未定
参加費：未定　
問い合わせ:0957-25-2328（高谷）
http://isahayabay.g2.xrea.com/

※4月11日開催予定でしたが、新型コロナウイルスの影
響で順延します。 新しい日程、プログラムについてはお
問い合わせください。

●まもろう 自然とふるさと
　ー諌早湾干拓と石木ダムを考えようー

干潟を守る日2020 in 諫早実行委員会

日時：6月7日（日）9:00～12:00（集合8:30）
場所：多布施川河畔公園周辺 (佐賀市大和町）
参加費：無料　問い合わせ:080-5264-9665（猿渡）
Email:bravery.reaf47@gmail.com
https://www.facebook.com/ネイチャー佐賀
-147640795335123/

「命を育む水」をテーマに、水辺の動物や植物について、実
際に自分の目で観て、手で触れて色んな生きものの営み
を体感する自然観察会です。 噴水、小川、池や沼地の小
魚、樹木の緑の道を歩くと、植物のすきまから虫たちが
（＾＾）。 網を使って隠れた世界を子供達と一緒に覗いて
みませんか。

●多布施川河畔公園  水辺の観察会

佐賀県ネイチャー佐賀

日時：7月26日（日）9:00～12:00（集合9:00）
場所：七浦海岸 (鹿島市大字音成甲4427-5）
参加費：無料　問い合わせ:090-8391-8077（中村）
Email:bravery.reaf47@gmail.com（猿渡）
https://www.facebook.com/ネイチャー佐賀
-147640795335123/

日本一のシギ・チドリ類の飛来を誇る有明海の干潟では、
それらの野鳥のエサとなる豊富な生きものたちが、食物連
鎖の環の中で、日々、命のドラマを繰り広げています。 潮
風の中、干潟の生きもの達との触れ合いはいかがですか。

●2020鹿島七浦海岸干潟の観察会

佐賀県ネイチャー佐賀

長崎県

日時：4月19日(日) 9:00-10:30
場所：球磨川河口右岸堤防 (八代市鼠蔵町）
参加費：無料　
問い合わせ:0965-33-5447／090-3328-4970

繁殖地へ向かうシギ・チドリたちは、球磨川河口で羽を
休め、エネルギーを補給して、繁殖地であるシベリア・ア
ラスカへ向かいます。 無事、繁殖地へたどり着けるよう
に応援しましょう。 また、河口周辺のごみ拾い活動をし
て、生息地をきれいにしましょう。

●球磨川河口　
　頑張れ！シギ・チドリ類探鳥会

八代野鳥愛好会 熊本県

シギ・チドリ類

　　　　 渡りをする水鳥たちが利用する干潟・河川・
湖沼などの湿地は、魚介類などの餌が豊かな場所で、
人間にとっても欠くことができません。 つまり湿地
に水鳥たちがいなくなる事は私たちにとっても一大
事です。 シギ・チドリ類が利用する干潟では、ヘラシ
ギという小さなシギの仲間が今世界で数百羽になっ
てしまいました。 その上、日本の干潟で一番普通に見
られるハマシギなどが過去20年の間に個体数が半分
に減りました。私たちは、絶滅危惧種だけでなく、優占
種のハマシギなどシギ・チドリ類を守ろうと沿岸環境の
保護を含めて、国内外の人々と協力し活動しています。

柏木　実

ハマシギの群れ
ハマシギ（冬羽）

11 12
湿地のグリーンウェイブで
シギ・チドリを探してみよう!!
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シギ・チドリ類は、主に河口や干潟に飛来するイメージ
がありますが、河川や水田など、いろんな湿地環境にも
飛来します。 ラムサール・ネットワーク日本のシギ・チ
ドリ部会では、活動のひとつとして、全国の干潟や水田
などのシギ・チドリの情報を集めています。 みなさま
の活動の中で、水田やクリーク、ため池などでコチドリ
やクサシギ、タシギなど、シギ・チドリ類を観察できた場
合は、各イベント報告を通じて報告していただけると
幸いです。 ご協力の程、よろしくお願い
いたします。



世界では、「1970年以降、湿地の約35％が消失した」など危機的な状況が報告されています（2018年10月;
地球湿地概況）。 日本でも、現存する湿地の36％が悪化傾向にあること、劣化要因の半数以上は開発によ
ることが報告されています（2016年４月;環境省）。 辺野古新基地建設に代表される湿地埋め立て、諫早湾
干拓事業（写真上）などの複式干拓、数々のダムや堰建設、巨大防潮堤、中央リニア新幹線に代表される巨
大トンネル掘削による地下水脈破壊などが挙げられます。 そして、こうした開発は、何れも水の自然な流
れを阻害する事業です。
たとえば、埋め立てによる人工島建設が進む泡瀬干潟では、潮流が妨げられて海水交換が悪くなること
から富栄養化が進み、干潟全面を覆い尽くすほどのアオサが大量発生し、その腐敗によって干潟がヘド
ロ化しています。 長良川では河口堰の運用により、土砂をはじめとする物質の連続性や生物の移動経路
が分断され、アユやサツキマスなど海と川を行き来する多くの生きものの障害になっています。堰上流
側は淀んだ人工湖と化し、豊かなヨシ原は90％が消失し、伊勢湾の環境にも大きな影響を与えています。
また、ホタルの里でもある自然豊かな長崎県石木では、必要性のないダムを建設するために、現地に住む
人々の土地を強制収用しようとしています。 潮受け堤防による閉め切りで流れを断ち切られた諫早湾で
は、淀んだ調整池からの汚染水の流入や潮流の鈍化などにより、底層の貧酸素化や大規模赤潮の発生が
起こり、深刻な漁業被害が続いています。

ラムサール・ネットワーク日本（ラムネットＪ）では、「水の自然な流れを守ろう」を合言葉に様々な活動
を展開しています。 上記に挙げた場所は何れも湿地のグリーンウェイブに参加しています。 その他にも
水の自然な流れを守るために活動している地域はたくさんあります。 ぜひそうした地域のイベントに参
加し、水の自然な流れを守ることの大切さを実感していただければ幸いです。 また、開発による湿地破壊
の現場で湿地保護に取り組んでいる方々は、ぜひラムネットＪまでご連絡ください。

ラムサール条約は、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」で、1971年イランのラ
ムサールという町で採択されました。 2020年現在、171カ国が加入しています、日本は1980年に参加しま
した。 条約湿地は2,388カ所で、日本では52カ所が登録されています。
ラムサール条約は、水鳥の保護条約だと誤解されることがありますが、湿地環境の保全と賢明な利用が
目的です。  「賢明な利用」とは、湿地がもたらす“恵み”を大切に公平に受け取り、その“恵み”をそのまま
（質・量ともに）子や孫、次世代に手渡し続けることです。

ラムサール条約の「湿地」とは
ラムサール条約にある「湿地」とは、天然のものでなくても、一時的なものでも対象となります。 さらに水
が滞っているか、流れているか、淡水であるか、汽水であるか、塩水であるかも問いません。 低潮時に水深
が6メートルを超えない海も含みます。 私たちの暮らしに身近な川や田んぼ、ため池、干潟、人工的なダム
湖なども重要な湿地環境です。　※P2の湿地のイラストを参考にしてください。

湿地の恵み／生態系サービス
地球上のさまざまな生態系の中で、人間が恵みを受けてい
る機能を「生態系サービス」と呼びます。 特に湿地が人間に
与えてくれる最大の恩恵は「水」です。 湿地は、水を集め、貯
めて、浄化してくれます。 そして地球上のすべての命が利
用できるようにつなげてくれる環境です。
私たちは暮らしの中で、漁業や農業を始め生物多様性、防
災・減災、観光や学習の場など、多方面にわたって湿地の恩
恵を受けています。

ラムサール条約は登録が目的ではなく、全ての湿地保全を求めています。
私たちには身近な湿地でラムサール条約のこころ（理念）を理解・実践することが求められています。

湿地はさまざまな生きものの生育・生息の場として重要な環境だけでなく、人間の生活を
支える重要な生態系として、湿地の保全・再生を提唱しています。

地域の人々の生業や生活とのバランスのとれた保全を進めるために、湿地の「賢明な利用
（ワイズユース／Wise Use）」を提唱しています。

湿地の保全や賢明な利用のために、地域の交流・能力養成、教育、参加、普及啓発活動（CEPA）
を提唱しています。 ※CEPA:Communication, Capacity Building, Education, Participation and Awareness

ラムサール条約とは 日本の湿地はいまー水の自然な流れを守ろう
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2017年3月の泡瀬干潟（埋め立て後）、ホソエダアオノリ
の異常発生：これが原因で、絶滅危惧種の貝類が約2000
個体も死滅し、クビレミドロも激減した。

2007年3月頃の泡瀬干潟（埋め立て前）、クビレミドロ：
絶滅危惧ⅠA類に指定され、世界でも沖縄島にしか生息
していない「生きた化石」。

保全・再生

交流・学習

賢明な利用


	WGWパンフ表紙、裏表紙
	WGWパンフ3-4
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