ラムサール・ネットワーク日本について
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
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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

カンパも上記の口座までお願いします。
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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。

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。

●問い合わせ先:ラムサール・ネットワーク日本 湿地のグリーンウェイブ係
・ホームページ：http://www.ramnet-j.org/gw/
・フェイスブック：https://www.facebook.com/groups/2358414017722340/
・問い合わせ先：E-mail：gw@ramnet-j.org
主催／ラムサール・ネットワーク日本
〒110-0016 東京都台東区台東1-12-11 青木ビル3F TEL/FAX 03-3834-6566
Eメール info@ramnet-j.org ウェブサイト http://www.ramnet-j.org/
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

WETLANDS

会員になって活動の支援をお願いします！

第2条

１. 各締約国は、その領域内の適当な湿地を指定するものとし、指定された湿地は、国際的に重要な湿地に係る登
録簿（以下「登録簿」といい、第8条の規定により設けられる事務局が保管する。）に掲げられる。 湿地の区域
は、これを正確に記述し、かつ、地図上に表示するものとし、また、特に水鳥の生息地として重要である場合に
は、水辺及び沿岸の地帯であつて湿地に隣接するもの並びに島又は低潮時における水深が 6メートルを超え
る海域であつて湿地に囲まれているものを含めることができる。
２. 湿地は、その生態学上、植物学上、動物学上、湖沼学上又は水文学上の国際的重要性に従つて、登録簿に掲げる
ため選定されるべきである。特に、水鳥にとつていずれの季節においても国際的に重要な湿地は、掲げられる
有明海・荒尾干潟

べきである。
３. 登録簿に湿地を掲げることは、その湿地の存する締約国の排他的主権を害するものではない。
４. 各締約国は、第九条の規定によりこの条約に署名し又は批准書若しくは加入書を寄託する際に、登録簿に掲
げるため少なくとも一の湿地を指定する。

ラムサール条約について

５. いずれの締約国も、その領域内の湿地を登録簿に追加し、既に登録簿に掲げられている湿地の区域を拡大し
又は既に登録簿に掲げられている湿地の区域を緊急な国家的利益のために廃止し若しくは縮小する権利を

干潟、湖沼、河川、湿原など湿地（ウエットランド）と呼ばれる水辺環境は、生物多様性の宝庫です。水の
浄化や水系の流量調整などの機能もあり、未来に向けて保全しなければならない大切な地球環境です。
ラムサール条約は、この湿地環境を保全するための国際条約です。1971年にイランのラムサールとい
う町で採択されたことから、ラムサール条約と呼ばれています。今では数多い環境関係の国際条約のな

有するものとし、当該変更につき、できる限り早期に、第八条に規定する事務局の任務について責任を有する
機関又は政府に通報する。
６. 各締約国は、その領域内の湿地につき、登録簿への登録のため指定する場合及び登録簿の登録を変更する権
利を行使する場合には、渡りをする水鳥の保護、管理及び適正な利用についての国際的責任を考慮する。

かでも初期に採択された先駆的な環境保全条約の一つです。わずかの条文しかありませんが、定期的に
開催される締約国会議の決議などで内容はより豊かになっています。
現在、ラムサール条約は、保全と再生、ワイズユーズ（賢明な利用）、交流や学習（CEPA）を重要な課題と
して運用されています。
堀 良一

第3条

１. 締約国は、登録簿に掲げられている湿地の保全を促進し及びその領域内の湿地をできる限り適正に利用する
ことを促進するため、計画を作成し、実施する。
２. 各締約国は、その領域内にあり、かつ、登録簿に掲げられている湿地の生態学的特徴が技術の発達、 汚染その
他の人為的干渉の結果、既に変化しており、変化しつつあり又は変化するおそれがある場合には、これらの変
化に関する情報をできる限り早期に入手することができるような措置をとる。 これらの変化に関する情報

ラムサール条約

は、遅滞なく、第八条に規定する事務局の任務について責任を有する機関又は政府に通報する。

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
（昭和55年9月22日

条約

第28号 ） 注 平6・4・29条約1改正現在

締約国は、人間とその環境とが相互に依存していることを認識し、 水の循環を調整するものとしての湿地の
及び湿地特有の動植物特に水鳥の生息地としての湿地の基本的な生態学的機能を考慮し、 湿地が経済上、文化
上、科学上及びレクリエーショシ上大きな価値を有する資源であること及び湿地を喪失することが取返しのつ
かないことであることを確信し、 湿地の進行性の侵食及び湿地の喪失を現在及び将来とも阻止することを希
望し、 水鳥が、季節的移動に当たつて国境を越えることがあることから、国際的な資源として考慮されるべき
ものであることを認識し、 湿地及びその動植物の保全が将来に対する見通しを有する国内政策と、調整の図ら
れた国際的行動とを結び付けることにより確保されるものであることを確信して、 次のとおり協定した。
第1条

１. この条約の適用上、湿地とは、天然のものであるか人工のものであるか、永続的なものであるか一時的なもの
であるかを問わず、更には水が滞つているか流れているか、淡水であるか汽水であるか鹹水であるかを問わ
ず、沼沢地、湿原、泥炭地又は水域をいい、低潮時における水深が六メートルを超えない海域を含む。
２. この条約の適用上、水鳥とは、生態学上湿地に依存している鳥類をいう。

第4条

１. 各締約国は、湿地が登録簿に掲げられているかどうかにかかわらず、湿地に自然保護区を設けることにより
湿地及び水鳥の保全を促進し、かつ、その自然保護区の監視を十分に行う。
２. 締約国は、登録簿に掲げられている湿地の区域を緊急な国家的利益のために廃止し又は縮小する場合には、
できる限り湿地資源の喪失を補うべきであり、特に、同一の又は他の地域において水鳥の従前の生息地に相
当する生息地を維持するために、新たな自然保護区を創設すべきである。
３. 締約国は、湿地及びその動植物に関する研究並びに湿地及びその動植物に関する資料及び刊行物の交換を奨
励する。
４. 締約国は、湿地の管理により、適当な湿地における水鳥の数を増加させるよう努める。
５. 締約国は、湿地の研究、管理及び監視について能力を有する者の訓練を促進する。
第5条

１. 締約国は、特に二以上の締約国の領域に湿地がわたつている場合又は二以上の締約国に水系が及んでいる場
合には、この条約に基づく義務の履行につき、相互に協議する。また、締約国は、湿地及びその動植物の保存に
関する現在及び将来の施策及び規制について調整し及びこれを支援するよう努める。
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第6条

１. の条約の実施について検討し及びこの条約の実施を促進するため、締約国会議を設置する。第8条１の事務局
は、締約国会議が別段の決定を行わない限り三年を超えない間隔で締約国会議の通常会合を招集し、また、締
約国の少なくとも三分の一が書面により要請する場合には特別会合を招集する。締約国会議の通常会合は、
次回の通常会合の時期及び場所を決定する。

いずれかの方法により、この条約の締約国となることができる。
(a) 批准につき留保を付さないで署名すること。
(b) 批准を条件として署名した後、批准すること。
(c) 加入すること。
３. 批准又は加入は、批准書又は加入書を国際連合教育科学文化機関事務局長（以下「寄託者」という。）に寄託す

２. 締約国会議は、次のことを行う権限を有する。

ることによつて行う。

(a) この条約の実施について討議すること。
(b) 登録簿に係る追加及び変更について討議すること。
(c) 登録簿に掲げられている湿地の生態学的特徴の変化に関する情報であつて第三条２の規定により通報さ
れるものについて検討すること。
(d) 締約国に対し、湿地及びその動植物の保全、管理及び適正な利用に関して一般的又は個別的勧告を行うこと。
(e) 湿地に関係のある事項であつて本来国際的性格を有するものについての報告及び統計を作成するよう関
係国際機関に要請すること。
(f) この条約の実施を促進するため、その他の勧告又は決議を採択すること。
３. 締約国は、湿地の管理につきそれぞれの段階において責任を有する者が湿地及びその動植物の保全、管理及
び適正な利用に関する１の会議の勧告について通知を受けること及びこれらの者が当該勧告を考慮に入れ
ることを確保する。

第 10 条

１. この条約は、前条２の規定に基づいて7の国がこの条約の締約国となつた後四箇月で効力を生ずる。
２. その後は、この条約は、批准につき留保を付さないで署名した日又は批准書若しくは加入書を寄託した日の
後4箇月で各締約国について効力を生ずる。
第10条の2

１. この条約は、条約の改正のためにこの条の規定に従い招集される締約国の会合において改正することができる。
２. いずれの締約国も、改正を提案することができる。
３. 改正案及び改正の理由は、この条約に規定する事務局の任務を遂行する機関又は政府（以下「事務局」という。）
に通報するものとし、事務局は、速やかにこれらをすべての締約国に通報する。締約国は、改正案についての
意見を、事務局が改正案を締約国に通報した日から三箇月以内に事務局に通報する。事務局は、意見を提出す
る期限の末日の後直ちに、その日までに提出されたすべての意見を締約国に通報する。

４. 締約国全議は、会合ごとに手続規則を採択する。
５. 締約国会議は、この条約の財政規則を定め及び定期的に検討する。締約国会譲は、通常会合ごとに、出席しか
つ投票する締約国の三分の二以上の多数による議決で、次期の財政期間についての予算を採択する。
６. 締約国は、締約国会議の通常会合において出席しかつ投票する締約国が全会一致の議決で採択する分担率に
従つて、予算に係る分担金を支払う。
第7条

４. 事務局は、締約国び三分の一以上が書面による要請をした場合には、３の規定に従つて通報された改正案を
検討するための締約国の会合を招集する。事務局は、会合の時期及び場所について締約国と協議する。
５. 改正は、出席しかつ投票する締約国の三分の二以上の多数による議決で採択する。
６. 採択された改正は、締約国の三分の二が改正の受諾書を寄託者に寄託した日の後四番目の月の初日に、改正
を受諾した締約国について効力を生ずる。締約国の三分の二が改正の受諾書を寄託した日の後に改正の受諾
書を寄託する締約国については、改正は、当該受諾書が寄託された日の後四番目の月の初日に効力を生ずる。

１. 前条１の会議に出席する締約国の代表には、科学、行政その他の適当と認められる分野において得られた知
識及び経験により湿地又は水鳥の専門家とされる者を含めるべきである。
２. 会議に代表を出席させる各締約国は、一の票を有するものとし、勧告、決議及び決定は、この条約に別段の定
めがある場合を除くほか、出席しかつ投票する締約国の単純過半数による議決で採択する。
第8条

１. 自然及び天然資源の保全に関する国際同盟は、他の機関又は政府がすべての締約国の三分の二以上の多数に
よる議決で指定される時まで、この条約に規定する事務局の任務を行う。
２ 事務局は、特に、次の任務を行う。
(a) 第六条１の会議が招集されかつ組織されるに当たつて助力すること。
(b) 国際的に重要な湿地に係る登録簿を保管すること及び登録簿に掲げられている湿地に関する追加、拡大、
廃止又は縮小につき第二条５の規定により締約国が行う通報を受けること。
(c) 登録簿に掲げられている湿地の生態学的特徴の変化に関し第三条２の規定により締約国が行う通報を受けること。
(d) 登録簿の変更又は登録簿に掲げられている湿地の特徴の変化をすべての締約国に通知すること及び次回
の会議においてこれらの事項が討議されるように取り計らうこと。
(e) 登録簿の変更又は登録簿に掲げられている湿地の特徴の変化に関する勧告を関係締約国に周知させること。

１. この条約は、署名のため無期限に開放しておく。

第9条

２. 国際連合、いずれかの専門機関若しくは国際原子力機関の加盟国又は国際司法裁判所規程の当事国は、次の

第 11 条
１. この条約は、無期限に効力を有する。
２. いずれの締約国も、この条約が自国について効力を生じた日から五年の期間が満了した後は、寄託者が書面
による通告を行うことにより、この条約を廃棄することができる。廃棄は、寄託者がその通告を受領した日の
後四箇月で効力を生ずる。
第 12 条

１. 寄託者は、この条約のすべての署名国及び加入国に対し、できる限り速やかに次の事項を通報する。
(a) この条約の署名
(b) この条約の批准書の寄託
(c) この条約の加入書の寄託
(d) この条約の効力発生の日
(e) この条約の廃棄の通告
２. 寄託者は、この条約が効力を生じたときは、国際連合憲章第102条の規定により、この条約を国際連合事務局
に登録する。以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの条約に署名した。1971年2月2日にラムサー
ルで、英語、フランス語、ドイツ語及びロシア語により原本一通を作成した。これらは、すべてひとしく正文と
する。原本は、預託者に寄託するものとし、寄託者は、その真正な謄本をすべての締約国に送付する。
出典：環境省生物多様性センター／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（ラムサール条約）

第6条

１. の条約の実施について検討し及びこの条約の実施を促進するため、締約国会議を設置する。第8条１の事務局
は、締約国会議が別段の決定を行わない限り三年を超えない間隔で締約国会議の通常会合を招集し、また、締
約国の少なくとも三分の一が書面により要請する場合には特別会合を招集する。締約国会議の通常会合は、
次回の通常会合の時期及び場所を決定する。

いずれかの方法により、この条約の締約国となることができる。
(a) 批准につき留保を付さないで署名すること。
(b) 批准を条件として署名した後、批准すること。
(c) 加入すること。
３. 批准又は加入は、批准書又は加入書を国際連合教育科学文化機関事務局長（以下「寄託者」という。）に寄託す

２. 締約国会議は、次のことを行う権限を有する。

ることによつて行う。

(a) この条約の実施について討議すること。
(b) 登録簿に係る追加及び変更について討議すること。
(c) 登録簿に掲げられている湿地の生態学的特徴の変化に関する情報であつて第三条２の規定により通報さ
れるものについて検討すること。
(d) 締約国に対し、湿地及びその動植物の保全、管理及び適正な利用に関して一般的又は個別的勧告を行うこと。
(e) 湿地に関係のある事項であつて本来国際的性格を有するものについての報告及び統計を作成するよう関
係国際機関に要請すること。
(f) この条約の実施を促進するため、その他の勧告又は決議を採択すること。
３. 締約国は、湿地の管理につきそれぞれの段階において責任を有する者が湿地及びその動植物の保全、管理及
び適正な利用に関する１の会議の勧告について通知を受けること及びこれらの者が当該勧告を考慮に入れ
ることを確保する。

第 10 条

１. この条約は、前条２の規定に基づいて7の国がこの条約の締約国となつた後四箇月で効力を生ずる。
２. その後は、この条約は、批准につき留保を付さないで署名した日又は批准書若しくは加入書を寄託した日の
後4箇月で各締約国について効力を生ずる。
第10条の2

１. この条約は、条約の改正のためにこの条の規定に従い招集される締約国の会合において改正することができる。
２. いずれの締約国も、改正を提案することができる。
３. 改正案及び改正の理由は、この条約に規定する事務局の任務を遂行する機関又は政府（以下「事務局」という。）
に通報するものとし、事務局は、速やかにこれらをすべての締約国に通報する。締約国は、改正案についての
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５. 締約国会議は、この条約の財政規則を定め及び定期的に検討する。締約国会譲は、通常会合ごとに、出席しか
つ投票する締約国の三分の二以上の多数による議決で、次期の財政期間についての予算を採択する。
６. 締約国は、締約国会議の通常会合において出席しかつ投票する締約国が全会一致の議決で採択する分担率に
従つて、予算に係る分担金を支払う。
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４. 事務局は、締約国び三分の一以上が書面による要請をした場合には、３の規定に従つて通報された改正案を
検討するための締約国の会合を招集する。事務局は、会合の時期及び場所について締約国と協議する。
５. 改正は、出席しかつ投票する締約国の三分の二以上の多数による議決で採択する。
６. 採択された改正は、締約国の三分の二が改正の受諾書を寄託者に寄託した日の後四番目の月の初日に、改正
を受諾した締約国について効力を生ずる。締約国の三分の二が改正の受諾書を寄託した日の後に改正の受諾
書を寄託する締約国については、改正は、当該受諾書が寄託された日の後四番目の月の初日に効力を生ずる。

１. 前条１の会議に出席する締約国の代表には、科学、行政その他の適当と認められる分野において得られた知
識及び経験により湿地又は水鳥の専門家とされる者を含めるべきである。
２. 会議に代表を出席させる各締約国は、一の票を有するものとし、勧告、決議及び決定は、この条約に別段の定
めがある場合を除くほか、出席しかつ投票する締約国の単純過半数による議決で採択する。
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１. 自然及び天然資源の保全に関する国際同盟は、他の機関又は政府がすべての締約国の三分の二以上の多数に
よる議決で指定される時まで、この条約に規定する事務局の任務を行う。
２ 事務局は、特に、次の任務を行う。
(a) 第六条１の会議が招集されかつ組織されるに当たつて助力すること。
(b) 国際的に重要な湿地に係る登録簿を保管すること及び登録簿に掲げられている湿地に関する追加、拡大、
廃止又は縮小につき第二条５の規定により締約国が行う通報を受けること。
(c) 登録簿に掲げられている湿地の生態学的特徴の変化に関し第三条２の規定により締約国が行う通報を受けること。
(d) 登録簿の変更又は登録簿に掲げられている湿地の特徴の変化をすべての締約国に通知すること及び次回
の会議においてこれらの事項が討議されるように取り計らうこと。
(e) 登録簿の変更又は登録簿に掲げられている湿地の特徴の変化に関する勧告を関係締約国に周知させること。

１. この条約は、署名のため無期限に開放しておく。

第9条

２. 国際連合、いずれかの専門機関若しくは国際原子力機関の加盟国又は国際司法裁判所規程の当事国は、次の

第 11 条
１. この条約は、無期限に効力を有する。
２. いずれの締約国も、この条約が自国について効力を生じた日から五年の期間が満了した後は、寄託者が書面
による通告を行うことにより、この条約を廃棄することができる。廃棄は、寄託者がその通告を受領した日の
後四箇月で効力を生ずる。
第 12 条

１. 寄託者は、この条約のすべての署名国及び加入国に対し、できる限り速やかに次の事項を通報する。
(a) この条約の署名
(b) この条約の批准書の寄託
(c) この条約の加入書の寄託
(d) この条約の効力発生の日
(e) この条約の廃棄の通告
２. 寄託者は、この条約が効力を生じたときは、国際連合憲章第102条の規定により、この条約を国際連合事務局
に登録する。以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの条約に署名した。1971年2月2日にラムサー
ルで、英語、フランス語、ドイツ語及びロシア語により原本一通を作成した。これらは、すべてひとしく正文と
する。原本は、預託者に寄託するものとし、寄託者は、その真正な謄本をすべての締約国に送付する。
出典：環境省生物多様性センター／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（ラムサール条約）

株式会社アレフ・えこりん村

古川学園高等学校普通科進学コース
生物多様性保全チーム

北海道

水田

土の学校
宮城県

http://www.ecorinvillage.com/
https://www.aleph-inc.co.jp/

http://www.furukawa-gakuen.ac.jp/

生きもの育む田んぼで米作りを体験！
千歳空港から好アクセス

探究活動の一環として活動しています。学年の枠を越え
た、自然や文化・歴史に関心のある生徒の集まりです。

湖沼

ハンバーグレストランびっ
くりドンキーを全国展開す
る株式会社アレフは、生物
多様性に配慮した米作りの
実証および体験水田として
北海道恵庭市の自社施設え
こりん村内に「ふゆみずた
んぼ」を公開しています。約１反の小さな田んぼですが、農
薬を使用しない、生きものにやさしいお米作りをしてお
り、現在では周囲に池や林や川がある変化に富んだ環境に
も恵まれ、30種類以上のトンボやさまざまな水辺の生きも
のが観察できるようになっています。毎年田植えのほか
に、種まき、稲刈り、脱穀などのお米づくり、生きものの観
察会や外来種カエルの駆除、わら細工など、お米作りと生
物多様性、稲作文化を感じられる体験を開催しています。
詳細・お申し込みは下記よりお願いいたします
http://www.ecorinvillage.com/ TEL 0123-34-7800

（えこりん村サポートセンター受付時間 09:30〜17:00）
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2020 年 7 月大水害前の球磨川中流

IUCN-WCC決議17
「湿地保全のために水の自然な流れを守る」について
IUCN（世界自然保護連合）は、昨年2020年10月、全会員によ

る電子投票を経て109の決議案を採択し、そのうちのひと
つとして表記「水の流れ」決議も採択されました。本年9月

開催の4年に1度のWCC（世界自然保護会議）において、こ
れら決議と行動計画に基づいてIUCNは自然保護活動を進
めていくことになります。

そもそもIUCNは、国や政府機関のほかにNGOも対等な立

場で会員となれるユニークな自然保護組織です。全世界
170か国から1,400を超える会員が参加し、
ラムサール・ネット

北海道

湿原

https://www.y-yokohama.com/group/ytr/
全集中の呼吸で
「ゼロごみ大掃除」
「外来草駆除」
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観察し
ています。
「外来種とは？」
「なぜ駆除する必要がある
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。2019年には、当事業
所のステークホルダーである関連会社も参加した総勢19
名で1人500本を目標に抜き取りを開始。結果、なんと
19,683本の抜き取りを完了しました（1,035本／人）。
2020年はコロナ禍ではありましたが、縮小して4名で駆除
を行いました。また、毎月（冬期除く）と、春・秋には「ゼロご
みの日」
としてウトナイ湖周辺の清掃活動を行っています。
hiroko.fukuda@y-yokohama.com
TEL 0144-58-2411

室内

https://www.facebook.com/tsuchinogakko

「生物文化多様性」をテーマ
に、
多様な側面から生きもの
と文化（人の営み）の関わり
合いについて学んでいます。
キーワードは、
「 ふゆみずた
んぼ」
「 渡り鳥」
「 里山」
「 歴史
と文化」などです。校内での
授業だけでなく、NPO法人田んぼ様を中心に、地元の方々
から協力をいただき、実地研修を行っています。2020年度
は、学期前半では、里山探索での植生・生きもの調査や地元
の歴史について学び、学期後半では、マガンやシジュウカ
ラガン、亜種ヒシクイ、オオヒシクイなどの雁類と湿地（蕪
栗沼やふゆみずたんぼ等）の関係について知識・理解を深
めました。こうした学びを通して、多角的な観点から物事
を考える姿勢や自然保護の姿勢を身に付けています。
i.ebina@furukawa-gakuen.ac.jp
TEL 0229-22-2546

そして、今回の「水の流れ」決議は、ラムネットＪが発議・提案

し、水鳥・湿地トラスト（ＷＷＴ）などほかの会員に共同提
案者となってもらい採択された日本発の決議なのです。
さて、ではどんな内容の決議なのでしょうか？

「水の流れ」決議は、湿地が急速に減少している原因の1つ
が「ダム、導水路、沿岸または河口域のダム、複式干拓、そし

て巨大防潮堤を含む水管理インフラの巨大構造物」にある

特定非営利活動法人わたらせ未来基金
湿原

湖沼

水田

河川

栃木県

里山

https://www.watarase-mirai.org
ラムサール条約の理念に基づいた
湿地の保全・再生を、渡良瀬遊水地から・・・

事業では、必要性と妥当性につき地域住民や科学者を含む
ます。

info@watarase-mirai.org

（あるいは撤去して）水の自然な流れを守っていくことの
重要性を強調するものです。

具体的には、IUCN事務局長と内部各委員会に対し、①湿地

の劣化と水の自然な流れを遮る人工構造物の現状調査、②

水の自然な流れに関する対話・教育・普及啓発活動（CEPA）
の推進、③保護地区の設定、④予防原則に基づき水の自然

な流れの保全・再生を行う法制度の検討、を求めています。
また、世界の各国に対して、湿地の復元のためすでにある
水の流れを遮る人工構造物を撤去等するための調査を要

請しています。さらに、今後、このような工構造物をつくる
公平な第三者機関で検討する仕組みを作るよう求めてい

ラムネットＪはこの決議を活用して、2020年12月に「熊本県
知事に対して川辺川ダム容認の撤回を求める声明」を発し
ています。この「水の流れ」決議の存在と意義をみなさんに

広く知っていただき、さまざまな局面で広く活用し、とも
に湿地の保全・再生を進めていきましょう。

永井 光弘

「土の学校」は農業、農村文
化、環境教育などに関心の
ある人たちが集まって有志
で実施している「お米づく
り体験学習」です。お米作り
体験を通して自然と親し
み、共存することを考える
きっかけづくりと仲間づくりを目的として「土の学校」を
企画・運営しています。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しています。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。
2021年の日程：5/9(日)田植え・懇親会／6/6(日)草取り、
農作業、田んぼの生き物調査／7/10(土)草取り、流しそう
めん、バーベキュー交流会、ホタル見学／9/12(日)稲刈り、
郷土のお話／10/10(日)収穫祭（わら細工体験、
もちつき）

TEL 070-5579-1321

わたらせ未来基金は、広く
環境に関心をもつ人びとに
対して、環境保全活動、調査
研究活動、人材育成事業を
行い、ラムサール条約の三
つ の 理 念（ 湿 地 の 保 全 ･ 再
生、賢明な利用、CEPA）に則
り、渡良瀬川流域の生態系の多様性を保全・再生させ、コウ
ノトリやトキも生息できることを目標として、自然と調和
した持続可能な流域社会システムの構築を行うことを目
的としています。
日々、湿地のメンテナンスや調査、自然観察会、渡良瀬遊水
地に良しの有効活用に取り組んでいます。

ことに着目し、湿地保全のためこれらの構造物を造らず

お米作り体験を通して自然と親しみ、
農業や地域の環境について考えます。

hyugge@hotmail.com

ワーク日本（ラムネットＪ）も日本から参加するNGO15団体
の1つです。

ヨコハマタイヤリトレッド（株）北海道事業所

水田 里山

千葉県

水田

TEL 090-3068-4911(小坂田)

東京都
日本自然保護協会(NACS-J)
自然観察指導員東京連絡会(NACOT)
水田

河川

里山

河口 汽水域 砂浜 干潟

室内

http://www.nacot.org/
NACOTは、都内で活動する自然観察指導員の
連絡会です。
私たちNACOT（ナコット）
は、おもに東京在住・在勤の
NACS-J自然観察指導員、約
200人からなる連絡会です。
活動フィールドは都内・近
郊で、会や会員の主催でい
ろいろな観察会を開催して
います。会員の誰もが観察会を楽しく安全に開催できるよ
う、研修会を行うなど、会としてのバックアップをしてい
ます。また、学校、企業、団体等が開催する自然観察会へ講
師として自然観察指導員を派遣しています。自然観察会の
開催を希望の方はお気軽にご相談ください。
＜おもな活動＞自然保護の啓発・普及／自然観察会の実施
（会・会員主催）／外部依頼による講師派遣／会報「SIGN
POST」の発行／イベントへの出展／研修会の実施
※連絡はHPより

株式会社アレフ・えこりん村

古川学園高等学校普通科進学コース
生物多様性保全チーム

北海道

水田

土の学校
宮城県

http://www.ecorinvillage.com/
https://www.aleph-inc.co.jp/

http://www.furukawa-gakuen.ac.jp/

生きもの育む田んぼで米作りを体験！
千歳空港から好アクセス

探究活動の一環として活動しています。学年の枠を越え
た、自然や文化・歴史に関心のある生徒の集まりです。

湖沼

ハンバーグレストランびっ
くりドンキーを全国展開す
る株式会社アレフは、生物
多様性に配慮した米作りの
実証および体験水田として
北海道恵庭市の自社施設え
こりん村内に「ふゆみずた
んぼ」を公開しています。約１反の小さな田んぼですが、農
薬を使用しない、生きものにやさしいお米作りをしてお
り、現在では周囲に池や林や川がある変化に富んだ環境に
も恵まれ、30種類以上のトンボやさまざまな水辺の生きも
のが観察できるようになっています。毎年田植えのほか
に、種まき、稲刈り、脱穀などのお米づくり、生きものの観
察会や外来種カエルの駆除、わら細工など、お米作りと生
物多様性、稲作文化を感じられる体験を開催しています。
詳細・お申し込みは下記よりお願いいたします
http://www.ecorinvillage.com/ TEL 0123-34-7800

（えこりん村サポートセンター受付時間 09:30〜17:00）
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2020 年 7 月大水害前の球磨川中流

IUCN-WCC決議17
「湿地保全のために水の自然な流れを守る」について
IUCN（世界自然保護連合）は、昨年2020年10月、全会員によ

る電子投票を経て109の決議案を採択し、そのうちのひと
つとして表記「水の流れ」決議も採択されました。本年9月

開催の4年に1度のWCC（世界自然保護会議）において、こ
れら決議と行動計画に基づいてIUCNは自然保護活動を進
めていくことになります。

そもそもIUCNは、国や政府機関のほかにNGOも対等な立

場で会員となれるユニークな自然保護組織です。全世界
170か国から1,400を超える会員が参加し、
ラムサール・ネット

北海道

湿原

https://www.y-yokohama.com/group/ytr/
全集中の呼吸で
「ゼロごみ大掃除」
「外来草駆除」
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観察し
ています。
「外来種とは？」
「なぜ駆除する必要がある
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。2019年には、当事業
所のステークホルダーである関連会社も参加した総勢19
名で1人500本を目標に抜き取りを開始。結果、なんと
19,683本の抜き取りを完了しました（1,035本／人）。
2020年はコロナ禍ではありましたが、縮小して4名で駆除
を行いました。また、毎月（冬期除く）と、春・秋には「ゼロご
みの日」
としてウトナイ湖周辺の清掃活動を行っています。
hiroko.fukuda@y-yokohama.com
TEL 0144-58-2411

室内

https://www.facebook.com/tsuchinogakko

「生物文化多様性」をテーマ
に、
多様な側面から生きもの
と文化（人の営み）の関わり
合いについて学んでいます。
キーワードは、
「 ふゆみずた
んぼ」
「 渡り鳥」
「 里山」
「 歴史
と文化」などです。校内での
授業だけでなく、NPO法人田んぼ様を中心に、地元の方々
から協力をいただき、実地研修を行っています。2020年度
は、学期前半では、里山探索での植生・生きもの調査や地元
の歴史について学び、学期後半では、マガンやシジュウカ
ラガン、亜種ヒシクイ、オオヒシクイなどの雁類と湿地（蕪
栗沼やふゆみずたんぼ等）の関係について知識・理解を深
めました。こうした学びを通して、多角的な観点から物事
を考える姿勢や自然保護の姿勢を身に付けています。
i.ebina@furukawa-gakuen.ac.jp
TEL 0229-22-2546

そして、今回の「水の流れ」決議は、ラムネットＪが発議・提案

し、水鳥・湿地トラスト（ＷＷＴ）などほかの会員に共同提
案者となってもらい採択された日本発の決議なのです。
さて、ではどんな内容の決議なのでしょうか？

「水の流れ」決議は、湿地が急速に減少している原因の1つ
が「ダム、導水路、沿岸または河口域のダム、複式干拓、そし

て巨大防潮堤を含む水管理インフラの巨大構造物」にある

特定非営利活動法人わたらせ未来基金
湿原

湖沼

水田

河川

栃木県

里山

https://www.watarase-mirai.org
ラムサール条約の理念に基づいた
湿地の保全・再生を、渡良瀬遊水地から・・・

事業では、必要性と妥当性につき地域住民や科学者を含む
ます。

info@watarase-mirai.org

（あるいは撤去して）水の自然な流れを守っていくことの
重要性を強調するものです。

具体的には、IUCN事務局長と内部各委員会に対し、①湿地

の劣化と水の自然な流れを遮る人工構造物の現状調査、②

水の自然な流れに関する対話・教育・普及啓発活動（CEPA）
の推進、③保護地区の設定、④予防原則に基づき水の自然

な流れの保全・再生を行う法制度の検討、を求めています。
また、世界の各国に対して、湿地の復元のためすでにある
水の流れを遮る人工構造物を撤去等するための調査を要

請しています。さらに、今後、このような工構造物をつくる
公平な第三者機関で検討する仕組みを作るよう求めてい

ラムネットＪはこの決議を活用して、2020年12月に「熊本県
知事に対して川辺川ダム容認の撤回を求める声明」を発し
ています。この「水の流れ」決議の存在と意義をみなさんに

広く知っていただき、さまざまな局面で広く活用し、とも
に湿地の保全・再生を進めていきましょう。

永井 光弘

「土の学校」は農業、農村文
化、環境教育などに関心の
ある人たちが集まって有志
で実施している「お米づく
り体験学習」です。お米作り
体験を通して自然と親し
み、共存することを考える
きっかけづくりと仲間づくりを目的として「土の学校」を
企画・運営しています。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しています。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。
2021年の日程：5/9(日)田植え・懇親会／6/6(日)草取り、
農作業、田んぼの生き物調査／7/10(土)草取り、流しそう
めん、バーベキュー交流会、ホタル見学／9/12(日)稲刈り、
郷土のお話／10/10(日)収穫祭（わら細工体験、
もちつき）

TEL 070-5579-1321

わたらせ未来基金は、広く
環境に関心をもつ人びとに
対して、環境保全活動、調査
研究活動、人材育成事業を
行い、ラムサール条約の三
つ の 理 念（ 湿 地 の 保 全 ･ 再
生、賢明な利用、CEPA）に則
り、渡良瀬川流域の生態系の多様性を保全・再生させ、コウ
ノトリやトキも生息できることを目標として、自然と調和
した持続可能な流域社会システムの構築を行うことを目
的としています。
日々、湿地のメンテナンスや調査、自然観察会、渡良瀬遊水
地に良しの有効活用に取り組んでいます。

ことに着目し、湿地保全のためこれらの構造物を造らず

お米作り体験を通して自然と親しみ、
農業や地域の環境について考えます。

hyugge@hotmail.com

ワーク日本（ラムネットＪ）も日本から参加するNGO15団体
の1つです。

ヨコハマタイヤリトレッド（株）北海道事業所

水田 里山

千葉県

水田

TEL 090-3068-4911(小坂田)

東京都
日本自然保護協会(NACS-J)
自然観察指導員東京連絡会(NACOT)
水田

河川

里山

河口 汽水域 砂浜 干潟

室内

http://www.nacot.org/
NACOTは、都内で活動する自然観察指導員の
連絡会です。
私たちNACOT（ナコット）
は、おもに東京在住・在勤の
NACS-J自然観察指導員、約
200人からなる連絡会です。
活動フィールドは都内・近
郊で、会や会員の主催でい
ろいろな観察会を開催して
います。会員の誰もが観察会を楽しく安全に開催できるよ
う、研修会を行うなど、会としてのバックアップをしてい
ます。また、学校、企業、団体等が開催する自然観察会へ講
師として自然観察指導員を派遣しています。自然観察会の
開催を希望の方はお気軽にご相談ください。
＜おもな活動＞自然保護の啓発・普及／自然観察会の実施
（会・会員主催）／外部依頼による講師派遣／会報「SIGN
POST」の発行／イベントへの出展／研修会の実施
※連絡はHPより
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特定非営利活動法人 藤前干潟を守る会

水は命のみなもと

地上に降った水を集めて提供してくれる湿地
地表に降った雨や雪はやがて湖、沼、貯水池、田んぼなどを
経て川に集まり、海へと流れてゆきます。その範囲全体を
集水域といいます。

地球には、沢山の水がありますが、そのほとんどは海水で、

私たち生きものに不可欠な淡水は2.5%しかありません。
しかもそのうち私たちが利用できる地表と大気中の淡水

は、わずか１万分の１（0.01%）しかありませんが、その命
の水を一番多く貯えているのが湿地なのです。

ほんのわずかな淡水が、限りないようにみえるのは、太陽

の熱で地表の水が大循環して同じ水を何回も使う事が出
来るからです。

この自然の仕組みをうまく使い続けるためには、集水域全

体の水のつながりを壊さないような賢い使い方が欠かせ
ません。

安藤 よしの

砂浜

愛知県

干潟

藤前干潟を名古屋市のごみ
処分場建設計画から守るた
めに、1987年に活動を開始
しました。その後、1999年
の計画中止および保全確定
を経て、2002年のラムサー
ル条約登録を期に、ＮＰＯ
法人格を取得（2003年）しました。私たちＮＰＯ法人藤前
干潟を守る会は、藤前干潟の保全の歴史。そこに見える、環
境保全のメッセージを多くの人に伝え、藤前干潟とその流
域、生物多様性を保全する活動を展開しています。
干潟やヨシ原を観察・体感する「干潟の学校」や干潟のガイ
ドを育成する「ガタレンジャー養成講座」、小学4年生〜中
学生の子ども対象に実施する「ガタレンジャーJr.」などの
活動を行っています。
info@fujimae.org

TEL 080-5157-2002

愛知県

湧水湿地

http://www.nga.or.jp/moridukuri̲partnershi
p/白玉星草と八丁トンボを守る島田湿地の会
初夏の八丁トンボ、
初秋の白く星をちりばめた白玉星草！
島田湿地は、約500万年前東
海湖に堆積した東海層群に
形成された湧水湿地です。
この湿地には、シラタマホ
シクサ、サワギキョウ、ショ
ウジョウバカマ、サギソウ
など四季折々の花が咲き競
い、モウセンゴケ、ミミカキグサ、タヌキモなどの食虫植
物、カンガレイ、コウホネなどの水中植物、ハッチョウトン
ボ、オツネントンボなどのトンボ類、ヒメタイコウチなど
の水中昆虫などの貴重な動植物が存在する。
この湿地は、保全区域と再生区域に分けられ、保全区域は
年2回の自然観察会と3月のショウジョウバカマと8月の
サギソウ観察会で公開されます。再生区域は4月〜10月の
土日祝日に公開され地域住民の憩いの場になっています。
この会は、毎月第3日曜日に保全活動をしています。

Hydrologic cycle.

ohsato.hitoshi@gmail.com

ニホンイシガメが当たり前に棲む水辺へ！

mutohitoshi@yahoo.co.jp

TEL 090-1284-1298（武藤）

NPO法人中池見ねっと
水田

福井県

里山

http://blog.nakaikeminet.raindrop.jp/
ラムサール条約湿地・
中池見湿地を未来の子どもたちへ。
NPO法人中池見ねっとは、
福井県敦賀市にあるラム
サール条約湿地・中池見湿
地の生物多様性の保全及び
湿地の持続可能な利用を図
り、自然と人間が共生する
豊かな社会の実現に寄与す
ることを目的として、2008年より活動しています。2010
年〜2019年には、敦賀市より委託を受け中池見湿地全域
の保全整備と施設運営業務を行いながら、独自の保全活動
にも取り組んできました。なかでも2011 年から継続して
行っている水田生態系保全のための「ミニ田んぼサポー
ター事業」やアメリカザリガニの駆除活動により、福井県
内では中池見湿地でしか自生していないデンジソウやヤ
ナギヌカボなどをはじめ、キタノメダカやトノサマガエル
などが当たり前にみられる生き物豊かな田んぼを維持し
ています。

干潟

一般市民を対象にした
ゆる〜い干潟観察会です。
和歌浦干潟で春と秋に、有
田川干潟で夏に観察会を
行っています。昨年で50回
目になりました。
tkoga@wakayama-u.ac.jp
TEL 090-4499-3157

kamenanosa529@yahoo.co.jp
TEL 080-6159-8414

NPO法人カイフネイチャーネットワーク
水田

砂浜

徳島県

干潟 浅海域

休耕田をレンゲ畑に、海岸清掃もしています。
山に木を植え、谷川を整備
して子どもたちの遊び場
を、夏は海に誘って海藻や
生き物の変化を視てもらっ
ています。

TEL 0884-72-2520

TEL 090-8269-9801

河口 汽水域 砂浜

在来種の淡水性カメ類の保
護を目的に2004年に設立。
大阪府茨木市・摂津市を流
れる大正川と兵庫県東播磨
地域のため池を中心に活動
している。
おもな活動は1年を通して
の捕獲調査、ミシシッピアカミミガメをはじめとする外来
動植物の防除、活動地の清掃活動、イベントなどでの啓発
活動。また活動で得られたデータをまとめて、研究会や学
会で発表している。調査の現場ではできる限り地元の人び
とや活動団体、行政と連携・協働するようにして、楽しく息
の長い活動ができるよう心掛けている。
活動は月に複数回行っているが、参加を希望される方は
HPより連絡されたい。

hitocyan@mc.pikara.ne.jp

info@nakaikeminet.raindrop.jp

和歌山大学教育学部生物学教室

大阪府

河川 ため池

www.wagamehogonokai.sakura.ne.jp/

長良川河口堰の開門を目指
し、観察会や市民シンポジ
ウムを開催しています。

湿原

和亀保護の会
湿原

長良川河口堰の開門調査を実現しよう！

藤前干潟とその流域、
生物多様性を保全する活動をしています。

湿原

岐阜県

河口 汽水域

http://fujimae.org/

白玉星草と八丁トンボを守る島田湿地の会

よみがえれ長良川実行委員会

和歌山県

吉野川ラムサールネットワーク
砂浜

徳島県

干潟

http://www.yoshinogawa-ram.net/
吉野川を未来のこどもたちに残していく
活動をしています。
年間を通して、春のウォー
キング・清掃活動・干潟の観
察会・ウラギク鑑賞会など
を行っています。
TEL 090-7268-9488

RNJ
Column

特定非営利活動法人 藤前干潟を守る会

水は命のみなもと

地上に降った水を集めて提供してくれる湿地
地表に降った雨や雪はやがて湖、沼、貯水池、田んぼなどを
経て川に集まり、海へと流れてゆきます。その範囲全体を
集水域といいます。

地球には、沢山の水がありますが、そのほとんどは海水で、

私たち生きものに不可欠な淡水は2.5%しかありません。
しかもそのうち私たちが利用できる地表と大気中の淡水

は、わずか１万分の１（0.01%）しかありませんが、その命
の水を一番多く貯えているのが湿地なのです。

ほんのわずかな淡水が、限りないようにみえるのは、太陽

の熱で地表の水が大循環して同じ水を何回も使う事が出
来るからです。

この自然の仕組みをうまく使い続けるためには、集水域全

体の水のつながりを壊さないような賢い使い方が欠かせ
ません。

安藤 よしの

砂浜

愛知県

干潟

藤前干潟を名古屋市のごみ
処分場建設計画から守るた
めに、1987年に活動を開始
しました。その後、1999年
の計画中止および保全確定
を経て、2002年のラムサー
ル条約登録を期に、ＮＰＯ
法人格を取得（2003年）しました。私たちＮＰＯ法人藤前
干潟を守る会は、藤前干潟の保全の歴史。そこに見える、環
境保全のメッセージを多くの人に伝え、藤前干潟とその流
域、生物多様性を保全する活動を展開しています。
干潟やヨシ原を観察・体感する「干潟の学校」や干潟のガイ
ドを育成する「ガタレンジャー養成講座」、小学4年生〜中
学生の子ども対象に実施する「ガタレンジャーJr.」などの
活動を行っています。
info@fujimae.org

TEL 080-5157-2002

愛知県

湧水湿地

http://www.nga.or.jp/moridukuri̲partnershi
p/白玉星草と八丁トンボを守る島田湿地の会
初夏の八丁トンボ、
初秋の白く星をちりばめた白玉星草！
島田湿地は、約500万年前東
海湖に堆積した東海層群に
形成された湧水湿地です。
この湿地には、シラタマホ
シクサ、サワギキョウ、ショ
ウジョウバカマ、サギソウ
など四季折々の花が咲き競
い、モウセンゴケ、ミミカキグサ、タヌキモなどの食虫植
物、カンガレイ、コウホネなどの水中植物、ハッチョウトン
ボ、オツネントンボなどのトンボ類、ヒメタイコウチなど
の水中昆虫などの貴重な動植物が存在する。
この湿地は、保全区域と再生区域に分けられ、保全区域は
年2回の自然観察会と3月のショウジョウバカマと8月の
サギソウ観察会で公開されます。再生区域は4月〜10月の
土日祝日に公開され地域住民の憩いの場になっています。
この会は、毎月第3日曜日に保全活動をしています。

Hydrologic cycle.

ohsato.hitoshi@gmail.com

ニホンイシガメが当たり前に棲む水辺へ！

mutohitoshi@yahoo.co.jp

TEL 090-1284-1298（武藤）

NPO法人中池見ねっと
水田

福井県

里山

http://blog.nakaikeminet.raindrop.jp/
ラムサール条約湿地・
中池見湿地を未来の子どもたちへ。
NPO法人中池見ねっとは、
福井県敦賀市にあるラム
サール条約湿地・中池見湿
地の生物多様性の保全及び
湿地の持続可能な利用を図
り、自然と人間が共生する
豊かな社会の実現に寄与す
ることを目的として、2008年より活動しています。2010
年〜2019年には、敦賀市より委託を受け中池見湿地全域
の保全整備と施設運営業務を行いながら、独自の保全活動
にも取り組んできました。なかでも2011 年から継続して
行っている水田生態系保全のための「ミニ田んぼサポー
ター事業」やアメリカザリガニの駆除活動により、福井県
内では中池見湿地でしか自生していないデンジソウやヤ
ナギヌカボなどをはじめ、キタノメダカやトノサマガエル
などが当たり前にみられる生き物豊かな田んぼを維持し
ています。

干潟

一般市民を対象にした
ゆる〜い干潟観察会です。
和歌浦干潟で春と秋に、有
田川干潟で夏に観察会を
行っています。昨年で50回
目になりました。
tkoga@wakayama-u.ac.jp
TEL 090-4499-3157

kamenanosa529@yahoo.co.jp
TEL 080-6159-8414

NPO法人カイフネイチャーネットワーク
水田

砂浜

徳島県

干潟 浅海域

休耕田をレンゲ畑に、海岸清掃もしています。
山に木を植え、谷川を整備
して子どもたちの遊び場
を、夏は海に誘って海藻や
生き物の変化を視てもらっ
ています。

TEL 0884-72-2520

TEL 090-8269-9801

河口 汽水域 砂浜

在来種の淡水性カメ類の保
護を目的に2004年に設立。
大阪府茨木市・摂津市を流
れる大正川と兵庫県東播磨
地域のため池を中心に活動
している。
おもな活動は1年を通して
の捕獲調査、ミシシッピアカミミガメをはじめとする外来
動植物の防除、活動地の清掃活動、イベントなどでの啓発
活動。また活動で得られたデータをまとめて、研究会や学
会で発表している。調査の現場ではできる限り地元の人び
とや活動団体、行政と連携・協働するようにして、楽しく息
の長い活動ができるよう心掛けている。
活動は月に複数回行っているが、参加を希望される方は
HPより連絡されたい。

hitocyan@mc.pikara.ne.jp

info@nakaikeminet.raindrop.jp

和歌山大学教育学部生物学教室

大阪府

河川 ため池

www.wagamehogonokai.sakura.ne.jp/

長良川河口堰の開門を目指
し、観察会や市民シンポジ
ウムを開催しています。

湿原

和亀保護の会
湿原

長良川河口堰の開門調査を実現しよう！

藤前干潟とその流域、
生物多様性を保全する活動をしています。

湿原

岐阜県

河口 汽水域

http://fujimae.org/

白玉星草と八丁トンボを守る島田湿地の会

よみがえれ長良川実行委員会

和歌山県

吉野川ラムサールネットワーク
砂浜

徳島県

干潟

http://www.yoshinogawa-ram.net/
吉野川を未来のこどもたちに残していく
活動をしています。
年間を通して、春のウォー
キング・清掃活動・干潟の観
察会・ウラギク鑑賞会など
を行っています。
TEL 090-7268-9488

とくしま自然観察の会

特定非営利活動法人 川塾

徳島県

砂浜
河川 河口 汽水域 砂浜 干潟

河川

河口 汽水域 砂浜

https://shiomaneki.net

http://kawajyuku.com

こんなに美しい空と風があることを
世界に誇りたい。

川と人をつなぐ

1994年4月設立。自然観察
会やイベントの開催、リー
フレットや動画による発信
などにより、吉野川河口干
潟や汽水域の生物多様性の
価値、河口に続く小松海岸
などの砂浜や沿岸域の保全
の大切さを伝える活動を行っています。観察会に加えて、
専門家との連携による市民調査、シオマネキ等干潟の生物
の生息環境を守るための清掃活動、こども園や学校の環境
学習の応援に加え、これまでに『しおまねきコンサート』や
『しおまねき寄席』、展覧会、人形劇、エコツアー、干潟塾、
フォーラムなどを開いてきました。
このような活動を通じて、干潟の自然と日々の暮らしとの
かかわりを伝え、さらに、未来へとひきつぐために、吉野川
河口のラムサール条約湿地登録をめざしています。

RNJ
Column

ラムサール条約第 10 回締約国会議にて

ラムサール条約と生物多様性条約をつなぐ
「水田決議」
ラムサール条約には、
「水田決議」と呼ばれる決議書があり
ます。

正確には「決議Ⅹ.31 湿地システムとしての水田の生物多
様性向上」という名称の決議文で、2008年に韓国・チャン

ウォンで開催されたラムサール条約第10回締約国会議で
採択されたものです。

に、農地は環境への負の影響が問題視されることが多いの

TEL 088-623-6783

ですが、日本をはじめアジアを中心に拡がる水田は、農地
とともに湿地としての機能も併せ持っていて、実際に水田

の生き物が、数千年にわたってアジアの水田農業を支えて

水田

河川 里山

徳島県

室内

里山の風景をつくろう。

植物や魚類、両生類、昆虫類など、農業に役立つ天敵も含め

森から流れでる水は田畑を
潤し海へ向かい、その森里
川海のつながりが豊かな生
態系を形成し多様な生物層
を育みます。生きものの多
様性の神秘さや風景の美し
さ、命の育つ喜びなどを感
じることのできる田んぼで、田植えや稲刈りを体験した
り、生きものとふれ合う「田んぼ探検隊」を行います。また、
この豊かな生態系を守って行くために、疲弊する上流の森
からのメッセージを受け止め、暮らしを見つめなおすセミ
ナーやツアーを行います。
人が自然に働きかけて文化を生み歴史を積み上げ、そうし
て里山の風景がつくられてきました。私たちは里山の風景
をつくる活動を進めていきます。

に、水田を適切に管理すれば、稲だけでなくさまざまな水生

た水辺の生き物にとって重要な生息地とすることが可能で、
さらに水鳥の保全上重要な役割も果たすことができます。

ところで、この「水田決議」は、日韓のＮＧＯが提案したも

ので、それを日韓両政府が受け止めて決議案を締約国会議

へと提示して、採択に至ったという経緯があります。また、
それまでラムサール条約に関わりを持ってこなかった農

林水産省が、初めて締約国会議に参加し、決議の審議にか
かわったことにも注目すべきでしょう。

ラムサール条約で「水田決議」が採択された2年後には、日
本・名古屋で生物多様性条約第10回締約国会議が開催され

ました。そのとき、ラムネットＪと日本政府が協働して提

案した、
「水田決議」の完全実施を生物多様性条約の締約国
に求める「農業生物多様性の決定（Ⅹ/34）」が採択されまし

た。このことで、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がつながることができたの
です。

呉地 正行

「王越とんぼランド」にはさ
まざまなトンボをはじめ、
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
ども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。
naturalist.kagawa@gmail.com
TEL 0877-44-5025

NPO法人森からつづく道
湿原

特定非営利活動法人
とくしまコウノトリ基金
湿原

水田

NPO法人とくしまコウノト
リ基金は、コウノトリをは
じめとする希少鳥類の保護
と、豊かな自然を活かした
地域農業や地域経済の活性
化を目的としています。
徳島県では、鳴門市を中心
にたくさんのコウノトリがやって来るようになり、2017
年から4年連続で繁殖に成功しています。コウノトリの定
着と繁殖は、順調に見えますが、繁殖しているのはわずか
に1ペアだけです。この貴重な繁殖地に第二、第三の繁殖
ペアが生まれ、安定した繁殖地、生息地となり、日本で一度
は野外絶滅したコウノトリの本格的な野生復帰が実現す
るよう取り組みます。コウノトリの生息、繁殖は、地域の農
業に支えられています。長年、環境にやさしい農業に取り
組んで来たれんこん畑や稲作水田は豊かな水生生物を育
み、それらがコウノトリの餌となっています。農業が衰退
すると、コウノトリの野生復帰は困難になるため、農業・農
村を元気にし、それを取り巻く地域の経済・社会を活性化
するよう、取り組みます。
info@t-stork.jp

TEL 090-2825-6721

湖沼

水田

河川

愛媛県

里山

http://morimichi.org
徳島県

河川

コウノトリが舞う笑顔輝く未来に

続可能な水田農業が可能なことを示唆しています。実際

nrj16852@nifty.com

TEL 080-6385-4200

機能を適切に管理し、環境負荷を減らす農法を積極的に取
り入れることで生物多様性の向上と、それを基盤とした持

王越とんぼランドにはさまざまな
トンボをはじめ、
貴重な動植物が残っています。

kawatomoplus@gmail.com

https://www.t-stork.jp/

http://www.enjoy-satoyama.com

香川県

室内

https://www.city.sakaide.lg.jp/soshiki/syou
gaigakusyu/ougoshitonborando.html

川が暮らしの一部であった
ころ、そこには子どもたち
の姿があり、子どもたちの
はしゃぐ声が溢れていまし
た。ゲームやパソコンがな
くても、川で泳ぎ魚を獲り、
それらを食べる。川には楽
しい事が沢山あり、遊びを通して川と共に生きる知恵や技
術を身につけていました。川塾は、吉野川をメインフィー
ルドとし、川遊びを通して、子どもたちに川と共に生きる
知恵や技術を体感して貰い、
『川とひとをつなぐ』きっかけ
作りができればと考えています。かたい話しはおいとい
て、まずは、思いっきり川を楽しみましょう！

きたのです。

「水田決議」は、水田を「農業湿地」として捉えて、その湿地

王越とんぼプロジェクト実行委員会
湿原 里山

ラムサール条約では湿地の1つに分類されています。一般

kansatsunokai@gmail.com

特定非営利活動法人
里山の風景をつくる会

徳島県

干潟

松山市北条地域のオオキトンボの
保全事業を展開しています。
現在，主な活動として絶滅
危惧種オオキトンボの保全
のための調査や啓発活動，
市民向けの生きものは環境
保全に関する講座（サイエ
ンスカフェえひめ／隔月）
などを実施しています。
オオキトンボはため池を主な生息地としていますが、池干
しや草刈りなど慣行的なため池管理で生息尾が維持され
ています。オオキトンボが保全されるためにはため池が必
要ですし、そのためには下流の水田が必要です。つまりオ
オキトンボが残ることは、同時に里地に多種の水生昆虫や
両生類、水鳥、湿生植物などの水域生態系が維持されてい
ることになります。7月にはオオキトンボの羽化観察会、
秋には産卵観察会などのほか、さまざまな自然観察会や自
然物を使ったクラフトを予定しています。
info@morimichi.org
TEL 089-992-9152

とくしま自然観察の会

特定非営利活動法人 川塾

徳島県

砂浜
河川 河口 汽水域 砂浜 干潟

河川

河口 汽水域 砂浜

https://shiomaneki.net

http://kawajyuku.com

こんなに美しい空と風があることを
世界に誇りたい。

川と人をつなぐ

1994年4月設立。自然観察
会やイベントの開催、リー
フレットや動画による発信
湿原
などにより、吉野川河口干
潟や汽水域の生物多様性の
価値、河口に続く小松海岸
などの砂浜や沿岸域の保全
の大切さを伝える活動を行っています。観察会に加えて、
専門家との連携による市民調査、シオマネキ等干潟の生物
の生息環境を守るための清掃活動、こども園や学校の環境
学習の応援に加え、これまでに『しおまねきコンサート』や
『しおまねき寄席』、展覧会、人形劇、エコツアー、干潟塾、
フォーラムなどを開いてきました。
このような活動を通じて、干潟の自然と日々の暮らしとの
かかわりを伝え、さらに、未来へとひきつぐために、吉野川
河口のラムサール条約湿地登録をめざしています。

RNJ
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ラムサール条約第 10 回締約国会議にて

ラムサール条約と生物多様性条約をつなぐ
「水田決議」
ラムサール条約には、
「水田決議」と呼ばれる決議書があり
ます。

正確には「決議Ⅹ.31 湿地システムとしての水田の生物多
様性向上」という名称の決議文で、2008年に韓国・チャン

ウォンで開催されたラムサール条約第10回締約国会議で
採択されたものです。

に、農地は環境への負の影響が問題視されることが多いの

TEL 088-623-6783

ですが、日本をはじめアジアを中心に拡がる水田は、農地
とともに湿地としての機能も併せ持っていて、実際に水田

の生き物が、数千年にわたってアジアの水田農業を支えて

水田

河川 里山

徳島県

室内

里山の風景をつくろう。

植物や魚類、両生類、昆虫類など、農業に役立つ天敵も含め

森から流れでる水は田畑を
潤し海へ向かい、その森里
川海のつながりが豊かな生
態系を形成し多様な生物層
を育みます。生きものの多
様性の神秘さや風景の美し
さ、命の育つ喜びなどを感
じることのできる田んぼで、田植えや稲刈りを体験した
り、生きものとふれ合う「田んぼ探検隊」を行います。また、
この豊かな生態系を守って行くために、疲弊する上流の森
からのメッセージを受け止め、暮らしを見つめなおすセミ
ナーやツアーを行います。
人が自然に働きかけて文化を生み歴史を積み上げ、そうし
て里山の風景がつくられてきました。私たちは里山の風景
をつくる活動を進めていきます。

に、水田を適切に管理すれば、稲だけでなくさまざまな水生

た水辺の生き物にとって重要な生息地とすることが可能で、
さらに水鳥の保全上重要な役割も果たすことができます。

ところで、この「水田決議」は、日韓のＮＧＯが提案したも

ので、それを日韓両政府が受け止めて決議案を締約国会議

へと提示して、採択に至ったという経緯があります。また、
それまでラムサール条約に関わりを持ってこなかった農

林水産省が、初めて締約国会議に参加し、決議の審議にか
かわったことにも注目すべきでしょう。

ラムサール条約で「水田決議」が採択された2年後には、日
本・名古屋で生物多様性条約第10回締約国会議が開催され

ました。そのとき、ラムネットＪと日本政府が協働して提

案した、
「水田決議」の完全実施を生物多様性条約の締約国
に求める「農業生物多様性の決定（Ⅹ/34）」が採択されまし

た。このことで、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がつながることができたの
です。

呉地 正行

「王越とんぼランド」にはさ
まざまなトンボをはじめ、
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
ども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。
naturalist.kagawa@gmail.com
TEL 0877-44-5025

NPO法人森からつづく道
湿原

特定非営利活動法人
とくしまコウノトリ基金
湿原

水田

NPO法人とくしまコウノト
リ基金は、コウノトリをは
じめとする希少鳥類の保護
と、豊かな自然を活かした
地域農業や地域経済の活性
化を目的としています。
徳島県では、鳴門市を中心
にたくさんのコウノトリがやって来るようになり、2017
年から4年連続で繁殖に成功しています。コウノトリの定
着と繁殖は、順調に見えますが、繁殖しているのはわずか
に1ペアだけです。この貴重な繁殖地に第二、第三の繁殖
ペアが生まれ、安定した繁殖地、生息地となり、日本で一度
は野外絶滅したコウノトリの本格的な野生復帰が実現す
るよう取り組みます。コウノトリの生息、繁殖は、地域の農
業に支えられています。長年、環境にやさしい農業に取り
組んで来たれんこん畑や稲作水田は豊かな水生生物を育
み、それらがコウノトリの餌となっています。農業が衰退
すると、コウノトリの野生復帰は困難になるため、農業・農
村を元気にし、それを取り巻く地域の経済・社会を活性化
するよう、取り組みます。
info@t-stork.jp

TEL 090-2825-6721

湖沼

水田

河川

愛媛県

里山

http://morimichi.org
徳島県

河川

コウノトリが舞う笑顔輝く未来に

続可能な水田農業が可能なことを示唆しています。実際

nrj16852@nifty.com

TEL 080-6385-4200

機能を適切に管理し、環境負荷を減らす農法を積極的に取
り入れることで生物多様性の向上と、それを基盤とした持

王越とんぼランドにはさまざまな
トンボをはじめ、
貴重な動植物が残っています。

kawatomoplus@gmail.com

https://www.t-stork.jp/

http://www.enjoy-satoyama.com

香川県

室内

https://www.city.sakaide.lg.jp/soshiki/syou
gaigakusyu/ougoshitonborando.html

川が暮らしの一部であった
ころ、そこには子どもたち
の姿があり、子どもたちの
はしゃぐ声が溢れていまし
た。ゲームやパソコンがな
くても、川で泳ぎ魚を獲り、
それらを食べる。川には楽
しい事が沢山あり、遊びを通して川と共に生きる知恵や技
術を身につけていました。川塾は、吉野川をメインフィー
ルドとし、川遊びを通して、子どもたちに川と共に生きる
知恵や技術を体感して貰い、
『川とひとをつなぐ』きっかけ
作りができればと考えています。かたい話しはおいとい
て、まずは、思いっきり川を楽しみましょう！

きたのです。

「水田決議」は、水田を「農業湿地」として捉えて、その湿地

王越とんぼプロジェクト実行委員会
湿原 里山

ラムサール条約では湿地の1つに分類されています。一般

kansatsunokai@gmail.com

特定非営利活動法人
里山の風景をつくる会

徳島県

干潟

松山市北条地域のオオキトンボの
保全事業を展開しています。
現在，主な活動として絶滅
危惧種オオキトンボの保全
のための調査や啓発活動，
市民向けの生きものは環境
保全に関する講座（サイエ
ンスカフェえひめ／隔月）
などを実施しています。
オオキトンボはため池を主な生息地としていますが、池干
しや草刈りなど慣行的なため池管理で生息尾が維持され
ています。オオキトンボが保全されるためにはため池が必
要ですし、そのためには下流の水田が必要です。つまりオ
オキトンボが残ることは、同時に里地に多種の水生昆虫や
両生類、水鳥、湿生植物などの水域生態系が維持されてい
ることになります。7月にはオオキトンボの羽化観察会、
秋には産卵観察会などのほか、さまざまな自然観察会や自
然物を使ったクラフトを予定しています。
info@morimichi.org
TEL 089-992-9152

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
河川

里山

特定非営利活動法人 水辺に遊ぶ会
福岡県

源流から干潟まで、山川海に至る校区の
豊かな自然環境を次世代に残そう！
水 源 と な る 山 、貯 水 池 、河
川、河口、干潟までの環境を
有する東朽網の豊かな自然
を活かして、環境の変遷や
地域の未来を住民全体で考
えていく上で、大人から子
どもまで一緒に学ぶ体験型
学習や環境保全活動として、水晶山清掃登山、昭和池清掃
と植樹、朽網川清掃、朽網海岸清掃、カブトガニ産卵観察
会、四季の干潟の生き物観察会等を、まちづくりの一環と
して実施しています。これらの活動を通して、山から海へ
繋がる水環境が守られ次世代へ繋ぐことの大切さを共感
できる環境意識の高い人づくりを行っていくことを目的
としています。

TEL 093-475-8861

私たちは瀬戸内最大の中津
干潟を中心に保全活動を
行っています。自然観察会
やビーチクリーン、松林の
整備、ため池の保全など活
動はもりだくさん。日々、た
くさんのボランティアの皆
様といっしょに楽しく水辺で遊んでおります。でもただ遊
んでいるだけじゃなくて「海と人の心の距離」や「水辺と人
のつながり」を取り戻したいという思いを込めて遊んでお
ります。
（結局遊んでいるのか！）自然のすばらしさはネッ
トの中だけではわかりません。とにかくフィールドへ出て
体全体で「知る」ことが大切かと…。そしてできれば「大好
き」になってもらいたいと思っています。好きになれば、大
切なものができれば、守りたくなりますよね、きっと。

自然の宝〜ピートランド（泥炭地）
「ピートランド」と聞いても、ピンときませんよね。

ピート（泥炭）とは、枯れて腐って堆積した植物でできた泥
状の炭のことです。ピートランドとはこのようなピートで

できた湿地で、日本では中部地方以北・北海道の内陸湿地
に多く、北海道・サロベツ原野や、福井県の中池見湿地など
が挙げられます。

ピートランドは、“いままで最も評価されてこなかった自然
策、生物多様性保全などに大きな役割を果たすからです。

地球温暖化に関しては、ピートランドは強力な炭素吸収源
で、どの生態系よりも多量かつ長期にわたり炭素を貯蔵し

福岡県

干潟

https://wetland-forum.jimdofree.com/
空と海と生きものたちと
和白干潟のいのちをつなごう。
和白干潟は、博多湾の東の
奥にあります。160万都市
の中に残された自然豊かで
とっても可憐な干潟です。
砂っぽい場所や、泥っぽい
場所、磯干潟、アシ原と塩生
植物。広くはないけれどい
ろんな環境が揃っていて干潟観察や環境学習に最適の場
所です（国指定鳥獣保護区／2003年）。一方で、急激な人
口増加や、相次ぐ埋め立てなど多くの開発の影響を受けて
きた干潟で、渡り鳥の数やアサリの数も激減しています。
ウエットランドフォーラムでは和白干潟の生物調査や啓
発イベント（観察会・清掃ほか）と、写真集や生物図鑑、カレ
ンダーなどを製作しています。
「都市の中の干潟／
Urban-Wetland」として新たな“Wise Use”を創りたいと
活動を展開しています。

TEL 080-5251-8677
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の宝”といわれています。なぜなら、
地味ですが地球温暖化対

info@mizubeniasobukai.org

八代野鳥愛好会

cocontei-matsu@nifty.com

希少植物の芽吹きを願う

生きもの元気、子どもも元気、
漁師さんも元気な中津干潟を100年後も…

TEL 0979-77-4396

kusamitamashii@gmail.com

砂浜

宮崎県

湿原

http://mizubeniasobukai.org

河口 汽水域 砂浜 干潟

https://sites.google.com/site/mizutomido
rinokannkyou/home

ウエットランドフォーラム

川南湿原を守る会

大分県

干潟

熊本県

干潟

人と野鳥がともに持続的利活用できる
干潟生態系を守ります。
本会は、昭和63（1988年）年
4月に創立されました。野
鳥たちの暮らしが守られ、
人と野鳥が上手に共生する
ことを目指す活動を続けて
33年になります。平成29年
（2017年）からは球磨川河
口干潟のラムサール条約登録を視野に入れた干潟の野鳥
観察会、ラムサール条約学習会、八代海の生態系の保全と
持続的利活用を考えるシンポジュウムなどを実施しまし
た。平成30年（2018年）には、
「魚市場見学会」、
「浜辺の
大そうじ大会」、体験学習「アナジャコ釣り」などを行い、令
和2年（2020年）には「次世代とともにがんばろ会」と協力
して、
「青少年水サミット2020 in 八代（オンライン）」を開
催しました。
湿地のグリーンウェーフ活動には、2011年からずっと参
加させていただき、シギ・チドリ類の渡りを応援し、干潟の
重要性を紹介しています。昨年（2020年）からは、体験学習
「田んぼの生き物調査」にも取り組んでいます。
nnjyj615@yahoo.co.jp
TEL 090-3328-4970

ます。通常の土壌の約10倍の炭素を貯蔵し、面積は地表面
の約3％にもかかわらず、世界の全森林の2倍の炭素を貯蔵

しています。ピートランドは、ただ保全されているだけで
大きな役割を果たしているのです。逆に、ピートランドが
劣化すると、一転、最大の敵となります。長年貯えてきた炭

素を一気に放出するからで、これは年間の地球上ＣＯ２排
出量の5％も占めます。ピートランドをそのまま保全し、劣

化したものを再生（再湿潤化）することは地球温暖化への
強力な「自然に基づく解決策」となるのです。

また、生物多様性の点からみると、ピートランドは絶滅の
危機に瀕する生物種の生存を支えています（熱帯泥炭地に
住むオランウータンやトラなど）。

直近のラムサール条約締約国会議（2018年・ドバイ）決議で
も、ピートランドの保全と再生が奨励され「再湿潤化した
湿地での耕作」推進が求められ（決議ⅩⅢ 13）、また、気候変
動緩和のためピートランドを条約湿地に登録する手引き
を定め積極的な登録を促しています（決議ⅩⅢ 12）。

みなさん、身近なピートランドをもっと大事にしていきま
しょうね。

永井 光弘

川南湿原は、川南町のほぼ
中央部の新橋地区に広がる
湿原です。国道10号線から
程近く、標高50m前後、面積
は約33,000平方mで新橋溜
池から東に植物群落が広が
ります。昭和49年に国指定
天然記念物に指定されており、植物の種類は78科298分類
で、そのうち約170種類が希少植物です。全国でもこの湿
原でしか見ることのできない希少種が多く生息しており、
湿原としては、全国有数で多くの専門家も訪れます。川南
湿原は、希少植物保護のために平成7年度から調査を開始
し、15年度からは、国庫補助などを活用し、本格的に整備工
事を進めて22年度に整備が完了しました。整備が完了し、
湿原が一般公開されてからは、ボランティア団体「川南湿
原を守る会」が園内の監視、案内、環境整備、植物の保護活
動などに取り組んでいます。
川南湿原を守る会は、年間を通じて活動しており、開園期
間中には、草刈作業や園内の監視、閉園期間には、園内の一
斉草刈作業、草出し作業、火入れなど植物の保全及び新た
な植物の芽吹きに向けて活動しています。長年にわたる活
動により、希少種の生息範囲、生息数が増加するなど地道
な努力が実を結んでいます。
keita0590̲km@town.kawaminami.miyazaki.jp
TEL 0983-27-8020

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
河川

里山

特定非営利活動法人 水辺に遊ぶ会
福岡県

源流から干潟まで、山川海に至る校区の
豊かな自然環境を次世代に残そう！
水 源 と な る 山 、貯 水 池 、河
川、河口、干潟までの環境を
有する東朽網の豊かな自然
を活かして、環境の変遷や
地域の未来を住民全体で考
えていく上で、大人から子
どもまで一緒に学ぶ体験型
学習や環境保全活動として、水晶山清掃登山、昭和池清掃
と植樹、朽網川清掃、朽網海岸清掃、カブトガニ産卵観察
会、四季の干潟の生き物観察会等を、まちづくりの一環と
して実施しています。これらの活動を通して、山から海へ
繋がる水環境が守られ次世代へ繋ぐことの大切さを共感
できる環境意識の高い人づくりを行っていくことを目的
としています。

TEL 093-475-8861

私たちは瀬戸内最大の中津
干潟を中心に保全活動を
行っています。自然観察会
やビーチクリーン、松林の
整備、ため池の保全など活
動はもりだくさん。日々、た
くさんのボランティアの皆
様といっしょに楽しく水辺で遊んでおります。でもただ遊
んでいるだけじゃなくて「海と人の心の距離」や「水辺と人
のつながり」を取り戻したいという思いを込めて遊んでお
ります。
（結局遊んでいるのか！）自然のすばらしさはネッ
トの中だけではわかりません。とにかくフィールドへ出て
体全体で「知る」ことが大切かと…。そしてできれば「大好
き」になってもらいたいと思っています。好きになれば、大
切なものができれば、守りたくなりますよね、きっと。

自然の宝〜ピートランド（泥炭地）
「ピートランド」と聞いても、ピンときませんよね。

ピート（泥炭）とは、枯れて腐って堆積した植物でできた泥
状の炭のことです。ピートランドとはこのようなピートで

できた湿地で、日本では中部地方以北・北海道の内陸湿地
に多く、北海道・サロベツ原野や、福井県の中池見湿地など
が挙げられます。

ピートランドは、“いままで最も評価されてこなかった自然
策、生物多様性保全などに大きな役割を果たすからです。

地球温暖化に関しては、ピートランドは強力な炭素吸収源
で、どの生態系よりも多量かつ長期にわたり炭素を貯蔵し

福岡県

干潟

https://wetland-forum.jimdofree.com/
空と海と生きものたちと
和白干潟のいのちをつなごう。
和白干潟は、博多湾の東の
奥にあります。160万都市
の中に残された自然豊かで
とっても可憐な干潟です。
砂っぽい場所や、泥っぽい
場所、磯干潟、アシ原と塩生
植物。広くはないけれどい
ろんな環境が揃っていて干潟観察や環境学習に最適の場
所です（国指定鳥獣保護区／2003年）。一方で、急激な人
口増加や、相次ぐ埋め立てなど多くの開発の影響を受けて
きた干潟で、渡り鳥の数やアサリの数も激減しています。
ウエットランドフォーラムでは和白干潟の生物調査や啓
発イベント（観察会・清掃ほか）と、写真集や生物図鑑、カレ
ンダーなどを製作しています。
「都市の中の干潟／
Urban-Wetland」として新たな“Wise Use”を創りたいと
活動を展開しています。

TEL 080-5251-8677
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の宝”といわれています。なぜなら、
地味ですが地球温暖化対

info@mizubeniasobukai.org

八代野鳥愛好会

cocontei-matsu@nifty.com

希少植物の芽吹きを願う

生きもの元気、子どもも元気、
漁師さんも元気な中津干潟を100年後も…

TEL 0979-77-4396

kusamitamashii@gmail.com

砂浜

宮崎県

湿原

http://mizubeniasobukai.org

河口 汽水域 砂浜 干潟

https://sites.google.com/site/mizutomido
rinokannkyou/home

ウエットランドフォーラム

川南湿原を守る会

大分県

干潟

熊本県

干潟

人と野鳥がともに持続的利活用できる
干潟生態系を守ります。
本会は、昭和63（1988年）年
4月に創立されました。野
鳥たちの暮らしが守られ、
人と野鳥が上手に共生する
ことを目指す活動を続けて
33年になります。平成29年
（2017年）からは球磨川河
口干潟のラムサール条約登録を視野に入れた干潟の野鳥
観察会、ラムサール条約学習会、八代海の生態系の保全と
持続的利活用を考えるシンポジュウムなどを実施しまし
た。平成30年（2018年）には、
「魚市場見学会」、
「浜辺の
大そうじ大会」、体験学習「アナジャコ釣り」などを行い、令
和2年（2020年）には「次世代とともにがんばろ会」と協力
して、
「青少年水サミット2020 in 八代（オンライン）」を開
催しました。
湿地のグリーンウェーフ活動には、2011年からずっと参
加させていただき、シギ・チドリ類の渡りを応援し、干潟の
重要性を紹介しています。昨年（2020年）からは、体験学習
「田んぼの生き物調査」にも取り組んでいます。
nnjyj615@yahoo.co.jp
TEL 090-3328-4970

ます。通常の土壌の約10倍の炭素を貯蔵し、面積は地表面
の約3％にもかかわらず、世界の全森林の2倍の炭素を貯蔵

しています。ピートランドは、ただ保全されているだけで
大きな役割を果たしているのです。逆に、ピートランドが
劣化すると、一転、最大の敵となります。長年貯えてきた炭

素を一気に放出するからで、これは年間の地球上ＣＯ２排
出量の5％も占めます。ピートランドをそのまま保全し、劣

化したものを再生（再湿潤化）することは地球温暖化への
強力な「自然に基づく解決策」となるのです。

また、生物多様性の点からみると、ピートランドは絶滅の
危機に瀕する生物種の生存を支えています（熱帯泥炭地に
住むオランウータンやトラなど）。

直近のラムサール条約締約国会議（2018年・ドバイ）決議で
も、ピートランドの保全と再生が奨励され「再湿潤化した
湿地での耕作」推進が求められ（決議ⅩⅢ 13）、また、気候変
動緩和のためピートランドを条約湿地に登録する手引き
を定め積極的な登録を促しています（決議ⅩⅢ 12）。

みなさん、身近なピートランドをもっと大事にしていきま
しょうね。

永井 光弘

川南湿原は、川南町のほぼ
中央部の新橋地区に広がる
湿原です。国道10号線から
程近く、標高50m前後、面積
は約33,000平方mで新橋溜
池から東に植物群落が広が
ります。昭和49年に国指定
天然記念物に指定されており、植物の種類は78科298分類
で、そのうち約170種類が希少植物です。全国でもこの湿
原でしか見ることのできない希少種が多く生息しており、
湿原としては、全国有数で多くの専門家も訪れます。川南
湿原は、希少植物保護のために平成7年度から調査を開始
し、15年度からは、国庫補助などを活用し、本格的に整備工
事を進めて22年度に整備が完了しました。整備が完了し、
湿原が一般公開されてからは、ボランティア団体「川南湿
原を守る会」が園内の監視、案内、環境整備、植物の保護活
動などに取り組んでいます。
川南湿原を守る会は、年間を通じて活動しており、開園期
間中には、草刈作業や園内の監視、閉園期間には、園内の一
斉草刈作業、草出し作業、火入れなど植物の保全及び新た
な植物の芽吹きに向けて活動しています。長年にわたる活
動により、希少種の生息範囲、生息数が増加するなど地道
な努力が実を結んでいます。
keita0590̲km@town.kawaminami.miyazaki.jp
TEL 0983-27-8020

泡瀬干潟を守る連絡会

日本自然保護協会

沖縄県

砂浜

砂浜 干潟 浅海域

https://www.nacsj.or.jp/

世界に誇る南西諸島最大級の干潟を守り、
ラムサール条約湿地登録を目指す。
泡瀬干潟は、環境省が日本
の重要湿地500に選定し、ま
たラムサール条約湿地登録
の候補地に選定し、沖縄県
も泡瀬干潟の価値を認め、
鳥獣保護区・特別保護区に
指定しようと努力してい
る。今年度は地元沖縄市の賛意が得られず指定が実現でき
ませんでしたが、沖縄県は今後とも継続して取り組んでい
くことを2021年3月3日の県議会で県環境部長が答弁し
ています。私たちも引き続き取り組んでいくために今年度
も「湿地のグリーンウエーブIN泡瀬干潟」を実施します。
4月29日・木・公休日、13時集合
save̲awasehigata@yahoo.co.jp
TEL 090-5476-6628

沖縄リーフチェック研究会

沖縄県

浅海域

沖縄のサンゴ礁をモニタリングしています。
2005年に設立以来、沖縄島
周辺を中心に、辺野古・大浦
湾、泡瀬干潟、真栄田岬、大
度海岸などで世界規模の市
民参加型調査リーフチェッ
photo: 岩本俊紀
クなどの方法を用いてサン
ゴ礁をモニタリングしてき
ました。2008年には大浦湾チリビシのアオサンゴ群集の
形を計測しました。調査結果や科学的根拠を元に意見書な
どを出し、勉強会なども行ってきました。辺野古・大浦湾が
ホープスポットに認定されたことを受け、世界に120か所
以上あるホープスポット登録地の話を聞く連続セミナー
シリーズを企画しています。
shark@xc4.so-net.ne.jp

沖縄県

干潟 浅海域

日本の自然を守って70年
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アオサンゴ／ photo: 桐本 香織

ホープスポット 辺野古・大浦湾
辺野古・大浦湾の海には多数の生物が棲み、沖縄島最大の
規模の海草藻場が広がり、豊かなサンゴ礁が広がっていま
す。日本の重要海域やラムサール条約登録候補地に選ばれ
るなど、国内外で豊かさが認識されています。
2019年10月にはシルヴィア・アール博士が率いる米NGO
ミッションブルーにより、世界の重要な海域120か所以上
がホープスポットとして認定されましたが、この地が日本
初のホープスポットに登録されました。
審査のポイントの１つ目は、生物多様性の豊かさです。た
とえば、大浦湾には「チリビシのアオサンゴ群集」と呼ばれ
る大きなサンゴの塊があります。長さ50メートル、幅30
メートル、高さ14メートルで、記録されているアオサンゴ
群集では北半球で最大規模を誇ります。このような大きな
塊で、遺伝子型が同一なサンゴは世界でも例がなく、とて
も希少です。
辺野古・大浦湾には絶滅危惧種であり国の天然記念物であ
るジュゴンをはじめ、262種の絶滅危惧種が含まれていま
す。たとえばハワイの海洋保護区「パパハナウモクアケア
海洋国立モニュメント」は、151万キロ平方メートルの広さ
（日本の国土面積の約４倍）に7,000種の生物が生息してい
ますが、大浦湾はわずか20キロ平方メートルという小さな
場所に5,334種もの生物がいるのです。
また地元住民をはじめとする多くの人たちがこの海を守
りたいと思い、行動に移していることも評価されました。
古くから続く海を舞台にした地域の行事や伝統文化など
があり、なかでも辺野古の米軍キャンプ・シュワブの対岸
にある瀬嵩の集落では、地域の人たちが企画運営する「満
月まつり」が20年以上もつづいています。
しかしながら米軍新基地建設は続いています。自然破壊が
進んでいる現場では、工事実施区域の周囲の保護を強化す
る必要があります。ホープスポット登録を受けて2019年
10月末から2021年1月にかけて「辺野古・大浦湾ホープス
ポット応援署名」を集めたところ、合計25,925名（インター
ネット21,296名、紙媒体4,629名）の声になりました。これ
を受けて沖縄県知事には、県の権限で可能な保護の網をか
けることを要望し、日本政府には工事の一時中止と環境調
査の再実施を求めました。
一方、しばらく姿を消していたジュゴンの声らしき音が、
2020年２月から200回以上にわたり辺野古の工事の現場付
近で記録されています。ジュゴンの声である可能性が高
い、と専門家が述べるなか、ジュゴンの生息が確認されな
いまま埋め立て工事が進められています。
安部 真理子

日本の森林・河川・海辺・里山な
ど自然を生態学的に調査研究
し、自然環境を豊かにするため
の提案と、自然に悪影響をあた
える開発を是正する提言、生物
多様性の保全のための環境管理
の提案など、科学的な根拠をも
とに活動している。また、地域で
の自然保護の担い手として、
「自
然観察指導員」の養成を長く伝統的に全国各地で行ってお
り、全国の個人や法人・自治体などによる会員のほか、寄付
サポーターなどを含め37,000人以上に支えられている。
沖縄の辺野古・大浦湾、泡瀬干潟、奄美大島などにて活動を
進めている。
abe@nacsj.or.jp
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「ワンヘルス」
と湿地のグリーンウェイブ
2019年12月に中国・武漢市で確認され、その後世界各地に

急速に拡がった新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
は、野生のコウモリからヒトに感染したのではないかとい

TEL 080-5067-0957

われています。このような、ヒトと動物に共通する感染症

（zoonosis／ズーノーシス）は、日本では「人獣共通感染症」
とか「動物由来感染症」などと呼ばれています。WHO（世界

浦添西海岸の未来を考える会

沖縄県

海岸 浅海域

保健機構）では「脊椎動物とヒトの間で自然に移行するす
べての病気または感染」と定義していますが、近年、エボラ
出血熱やSARS（重症急性呼吸器症候群）やMERS（中東呼

浦添西海岸の海を軍港にするのでなく、
共に生きる故郷の海として守っていきたい。

吸器症候群）など世界的パンデミックを引き起こす例が増

浦添西海岸は、キャンプキ
ンザーの一部返還でやっと
湿原
市民が取り戻した海です。
南部に残された手つかずの
貴重な自然の海岸です。米
軍の那覇軍港を移設する計
画が動き出しています。市
民・県民がもっと親しみ、この海と共に発展する、豊かな生
き方を模索し、次世代に渡していきたい。スタンディング、
宣伝活動で軍港計画を広く伝える。学習会で市民県民の理
論的力をつけていく。浜下り（はまうり〜旧暦3月3日頃の
浜遊びのこと）やイベントで西海岸に親しみ、市民・県民、
ひいては沖縄に来てくださる方々にとっても、沖縄になく
てはならない場所にして価値を高めていきたい。
この海を守ることで、地域経済が豊かになる仕組みも考え
ていきたい。

離が縮まりすぎていることが原因といわれています。

biwamarubeebee@gmail.com（里道）
TEL 080-8178-1362

えています。これは、無秩序な開発による野生生物の生息

域の縮小や野生生物の違法取引など、ヒトと野生動物の距
この人獣共通感染症の蔓延を解決する方法として、
「 ワン

ヘルス」の理念が注目されています。
「ワンヘルス」とは、
2004年に開催されたヒト・家畜・野生動物間で起こる疾病
の現状と統御の可能性に焦点を当てたシンポジウム「One

World, One Health」に由来するものです。このシンポジウ
ムで勧告された「マンハッタン原則」と呼ばれる行動計画

は、ヒトと家畜・野生動物と生態系の健康はひとつであり、
人間は清浄な水や土壌、空気などの環境をすべての動植物
と共有した世界に生きていると指摘しています。

さて、湿地がワンヘルスに重要な役割を果たしていること
はいうまでもありません。湿地のグリーンウェイブは、ワ
ンヘルスにおける湿地の役割を再認識するキャンペーン

でもあり、
「ヒトの健康」と「動物の健康」と「生態系の健康」
を意識して、それを維持し、保全する活動でもあるのです。
原野 好正

泡瀬干潟を守る連絡会

日本自然保護協会

沖縄県

砂浜

砂浜 干潟 浅海域

https://www.nacsj.or.jp/

世界に誇る南西諸島最大級の干潟を守り、
ラムサール条約湿地登録を目指す。
泡瀬干潟は、環境省が日本
の重要湿地500に選定し、ま
たラムサール条約湿地登録
湿原
の候補地に選定し、沖縄県
も泡瀬干潟の価値を認め、
鳥獣保護区・特別保護区に
指定しようと努力してい
る。今年度は地元沖縄市の賛意が得られず指定が実現でき
ませんでしたが、沖縄県は今後とも継続して取り組んでい
くことを2021年3月3日の県議会で県環境部長が答弁し
ています。私たちも引き続き取り組んでいくために今年度
も「湿地のグリーンウエーブIN泡瀬干潟」を実施します。
4月29日・木・公休日、13時集合
save̲awasehigata@yahoo.co.jp
TEL 090-5476-6628

沖縄リーフチェック研究会

沖縄県

浅海域

沖縄のサンゴ礁をモニタリングしています。
2005年に設立以来、沖縄島
周辺を中心に、辺野古・大浦
湾、泡瀬干潟、真栄田岬、大
湿原
度海岸などで世界規模の市
民参加型調査リーフチェッ
photo: 岩本俊紀
クなどの方法を用いてサン
ゴ礁をモニタリングしてき
ました。2008年には大浦湾チリビシのアオサンゴ群集の
形を計測しました。調査結果や科学的根拠を元に意見書な
どを出し、勉強会なども行ってきました。辺野古・大浦湾が
ホープスポットに認定されたことを受け、世界に120か所
以上あるホープスポット登録地の話を聞く連続セミナー
シリーズを企画しています。
shark@xc4.so-net.ne.jp

沖縄県

干潟 浅海域

日本の自然を守って70年
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アオサンゴ／ photo: 桐本 香織

ホープスポット 辺野古・大浦湾
辺野古・大浦湾の海には多数の生物が棲み、沖縄島最大の
規模の海草藻場が広がり、豊かなサンゴ礁が広がっていま
す。日本の重要海域やラムサール条約登録候補地に選ばれ
るなど、国内外で豊かさが認識されています。
2019年10月にはシルヴィア・アール博士が率いる米NGO
ミッションブルーにより、世界の重要な海域120か所以上
がホープスポットとして認定されましたが、この地が日本
初のホープスポットに登録されました。
審査のポイントの１つ目は、生物多様性の豊かさです。た
とえば、大浦湾には「チリビシのアオサンゴ群集」と呼ばれ
る大きなサンゴの塊があります。長さ50メートル、幅30
メートル、高さ14メートルで、記録されているアオサンゴ
群集では北半球で最大規模を誇ります。このような大きな
塊で、遺伝子型が同一なサンゴは世界でも例がなく、とて
も希少です。
辺野古・大浦湾には絶滅危惧種であり国の天然記念物であ
るジュゴンをはじめ、262種の絶滅危惧種が含まれていま
す。たとえばハワイの海洋保護区「パパハナウモクアケア
海洋国立モニュメント」は、151万キロ平方メートルの広さ
（日本の国土面積の約４倍）に7,000種の生物が生息してい
ますが、大浦湾はわずか20キロ平方メートルという小さな
場所に5,334種もの生物がいるのです。
また地元住民をはじめとする多くの人たちがこの海を守
りたいと思い、行動に移していることも評価されました。
古くから続く海を舞台にした地域の行事や伝統文化など
があり、なかでも辺野古の米軍キャンプ・シュワブの対岸
にある瀬嵩の集落では、地域の人たちが企画運営する「満
月まつり」が20年以上もつづいています。
しかしながら米軍新基地建設は続いています。自然破壊が
進んでいる現場では、工事実施区域の周囲の保護を強化す
る必要があります。ホープスポット登録を受けて2019年
10月末から2021年1月にかけて「辺野古・大浦湾ホープス
ポット応援署名」を集めたところ、合計25,925名（インター
ネット21,296名、紙媒体4,629名）の声になりました。これ
を受けて沖縄県知事には、県の権限で可能な保護の網をか
けることを要望し、日本政府には工事の一時中止と環境調
査の再実施を求めました。
一方、しばらく姿を消していたジュゴンの声らしき音が、
2020年２月から200回以上にわたり辺野古の工事の現場付
近で記録されています。ジュゴンの声である可能性が高
い、と専門家が述べるなか、ジュゴンの生息が確認されな
いまま埋め立て工事が進められています。
安部 真理子

日本の森林・河川・海辺・里山な
ど自然を生態学的に調査研究
し、自然環境を豊かにするため
の提案と、自然に悪影響をあた
える開発を是正する提言、生物
多様性の保全のための環境管理
の提案など、科学的な根拠をも
とに活動している。また、地域で
の自然保護の担い手として、
「自
然観察指導員」の養成を長く伝統的に全国各地で行ってお
り、全国の個人や法人・自治体などによる会員のほか、寄付
サポーターなどを含め37,000人以上に支えられている。
沖縄の辺野古・大浦湾、泡瀬干潟、奄美大島などにて活動を
進めている。
abe@nacsj.or.jp
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「ワンヘルス」
と湿地のグリーンウェイブ
2019年12月に中国・武漢市で確認され、その後世界各地に

急速に拡がった新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
は、野生のコウモリからヒトに感染したのではないかとい

TEL 080-5067-0957

われています。このような、ヒトと動物に共通する感染症

（zoonosis／ズーノーシス）は、日本では「人獣共通感染症」
とか「動物由来感染症」などと呼ばれています。WHO（世界

浦添西海岸の未来を考える会

沖縄県

海岸 浅海域

保健機構）では「脊椎動物とヒトの間で自然に移行するす
べての病気または感染」と定義していますが、近年、エボラ
出血熱やSARS（重症急性呼吸器症候群）やMERS（中東呼

浦添西海岸の海を軍港にするのでなく、
共に生きる故郷の海として守っていきたい。

吸器症候群）など世界的パンデミックを引き起こす例が増

浦添西海岸は、キャンプキ
ンザーの一部返還でやっと
市民が取り戻した海です。
南部に残された手つかずの
貴重な自然の海岸です。米
軍の那覇軍港を移設する計
画が動き出しています。市
民・県民がもっと親しみ、この海と共に発展する、豊かな生
き方を模索し、次世代に渡していきたい。スタンディング、
宣伝活動で軍港計画を広く伝える。学習会で市民県民の理
論的力をつけていく。浜下り（はまうり〜旧暦3月3日頃の
浜遊びのこと）やイベントで西海岸に親しみ、市民・県民、
ひいては沖縄に来てくださる方々にとっても、沖縄になく
てはならない場所にして価値を高めていきたい。
この海を守ることで、地域経済が豊かになる仕組みも考え
ていきたい。

離が縮まりすぎていることが原因といわれています。

biwamarubeebee@gmail.com（里道）
TEL 080-8178-1362

えています。これは、無秩序な開発による野生生物の生息

域の縮小や野生生物の違法取引など、ヒトと野生動物の距
この人獣共通感染症の蔓延を解決する方法として、
「 ワン

ヘルス」の理念が注目されています。
「ワンヘルス」とは、
2004年に開催されたヒト・家畜・野生動物間で起こる疾病
の現状と統御の可能性に焦点を当てたシンポジウム「One

World, One Health」に由来するものです。このシンポジウ
ムで勧告された「マンハッタン原則」と呼ばれる行動計画

は、ヒトと家畜・野生動物と生態系の健康はひとつであり、
人間は清浄な水や土壌、空気などの環境をすべての動植物
と共有した世界に生きていると指摘しています。

さて、湿地がワンヘルスに重要な役割を果たしていること
はいうまでもありません。湿地のグリーンウェイブは、ワ
ンヘルスにおける湿地の役割を再認識するキャンペーン

でもあり、
「ヒトの健康」と「動物の健康」と「生態系の健康」
を意識して、それを維持し、保全する活動でもあるのです。
原野 好正

ラムサール・ネットワーク日本について
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

湿地のグリーンウェイブ2021
ラムサール・ネットワーク日本

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

カンパも上記の口座までお願いします。

ラムサール・ネットワーク日本

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。

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。

●問い合わせ先:ラムサール・ネットワーク日本 湿地のグリーンウェイブ係
・ホームページ：http://www.ramnet-j.org/gw/
・フェイスブック：https://www.facebook.com/groups/2358414017722340/
・問い合わせ先：E-mail：gw@ramnet-j.org
主催／ラムサール・ネットワーク日本
〒110-0016 東京都台東区台東1-12-11 青木ビル3F TEL/FAX 03-3834-6566
Eメール info@ramnet-j.org ウェブサイト http://www.ramnet-j.org/
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

WETLANDS

会員になって活動の支援をお願いします！

