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ラムサール条約が2021年に50周年を迎えたのを機に、条約事務局は湿地
についての認識を高めるためのキャンペーンを展開しました。その一環
として公表されたのが、
『ファクトシート』です。
ラムネットＪでは、このファクトシートの翻訳作業中ですが、そのダイ
ジェストをご紹介します。なお、ファクトシートの原文は、50周年記念特
設ページからダウンロードできます。
▶ラムサール条約50周年記念特設ページ
https://www.ramsar.org/resources/50th-anniversary
は、湿地が気候変動や持続可能な開発に対して解決

■湿地と生物多様性

策を与えられるということを知るべきです。これは

WETLANDS AND BIODIVERSITY
湿地の豊かな生態系は、生物多様性が織りなすこの

すべての人びとが共有する国際的な責任であり、誰

世界を支えていて、人びとに食べ物や清らかな水、生

もがその一翼を担えるものです。

業（なりわい）を供給しつつ、洪水や嵐から地域を守
り、気候変動の影響を緩和しています。しかし、こう
した恩恵を受けているにもかかわらず、人類は湿地

を驚異的なスピードで破壊し続け、湿地性生物の
25％は絶滅の危機に瀕しています。

●湿地の生物多様性は、なぜ大切なのか？

世界の動植物の40％は湿地に依存していて、そこに

は現在知られている魚類の30％が含まれています。
湿地は、多くの絶滅に瀕した両生類と爬虫類の棲息

■湿地と水

場所であり、水鳥にとっては渡り先や羽休めの地で

WETLANDS AND WATER

あり、何千もの植物種を育む場所でもあります。マ

湿地と水、そして生命は不可分の関係にあります。

ングローブやサンゴ礁などの沿岸湿地は、地球上で

湿地は、人が利用できる淡水のほとんどを貯える場

とくに生物多様性が豊かなホットスポットで、多く

所というだけではなくて、汚染物質を濾過してその

の固有種が特殊な湿地エリアでのみ見られます。地

水質を改善し、この惑星に生息する生物の種の40％

球の健全な機能という視点からも、人類の持続可能

にとっての故郷（ふるさと）でもあります。すべての

な発展という視点からも、湿地の生物多様性の重要

生命が栄えるためには、緊急に湿地を保護し、より持

性は計り知れません。

続的に水を利用するという行動で、人びとと自然に
とって十分な量の水を確保することが必要です。

●湿地の生物多様性が直面している危機

1970年代以降、世界の湿地の約35%が失われまし

●湿地の水は、なぜ大切なのか？

た。現在残されている湿地も消失し続けていて、その

私たちの住む「青い」惑星は水で満たされているよう

スピードは森林の消失速度の３倍に相当します。

に見えますが、淡水はその2.5％だけです。しかもそ

この世界的な自然危機のなか、生物多様性のために

のほとんどが、氷河や高山の雪、地下水として貯えら

新しい、前例のないアクションを生み出す野心的な

れています。地球上の淡水のうち、使えるものは1％

国際的ロードマップが求められています。人びと

以下です。そして使うことのできる淡水のほとんど
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は湿地にある水で、その約3分の1は川や湖の水で

・沿岸湿地は、異常気象の影響を軽減する：塩沼、マン

なのです。

吸収材のように機能します。これらの生態系は、波の

なものがあります。

で、海岸線に沿って生活し働く人類の60%を、洪水、

す。湿地の水は、もっとも大切な天然資源のひとつ

グローブ、海草床、サンゴ礁などの沿岸湿地は、衝撃

湿地が人びとと自然を支えるやりかたはさまざま

強度を減らし、高潮を吸収し、津波を緩衝すること

・雨水を集めて貯め、地下の帯水層に水を補充する。

物的損害、土地侵食、人命損失から保護するのに役立
ちます。サンゴ礁は沖波の障壁として機能し、異常事

・水量と供給をコントロールして、適切な時に、適切

態から浜を保護します。

な場所に、適切な量の水を送る。

・内陸湿地は洪水を減らし、干ばつを和らげる：氾濫

・汚染物質を自然に除去・濾過・吸収して水質を改善

原、川、湖、沼地などの内陸湿地はスポンジとして機

し、安全な飲み水を供給する。

能し、過剰な降雨を吸収・貯蔵し、洪水を緩和します。

・水産養殖業、内水面漁業、水田その他の食料生産を

・湿地は、災害の前・最中・そして後にも役立つ：暴風

支えて、食料を常に確保してくれる。

雨や洪水が発生しやすい地域を事前に調査し、保護

・10億人の人びとの生計の場として、社会・経済の発

湿地として指定するなどの措置を講じれば湿地は、

展を支えている。

災害発生前に被害を予防し備えるのに役立ちます。

・高潮や洪水を吸収して、地域共同体を守る。

また、災害時には、湿地は最悪の衝撃を吸収すること

・湿地に生息・繁殖する世界の生物種の40％の「ふる
さと」となっている。

ができます。

ての人の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理

は、地域社会が来たるべく災害に対しての備えがで

SDGｓ（持続可能な開発目標）の、とくに目標6「すべ

健全な湿地を維持し、劣化した湿地を回復すること

を確保する」の達成にとって、湿地は欠くことがで

きていることを意味します。

きないものです。

■湿地と防災・減災
WETLANDS AND DISASTER RISK REDUCTION
湿地は、異常気象から私たちを守ってくれます。湿
地は、洪水・干ばつ・ハリケーン・津波の影響に対し

て緩衝材の役割を果たし、気候変動に対して柔軟な
回復力を持ちます。適切に管理された湿地があるこ

とで、被災した地域社会が復興しやくなり、また、

「以前よりも良い状態に復興」するのに役立ちます。
気候と気象に関連した危機が今後ますます頻発す

■湿地と生業（なりわい）

るなか、人間社会と経済が自ら招く荒廃を軽減する

WETLANDS AND LIVELIHOODS

ために、湿地は不可欠なのです。

湿地には多くの機能があり、食糧の生産・水の供給・
輸送・レジャーなど、世界中で10億人以上の人びとに

●湿地による防災・減災は、なぜ大切なのか？

生業（なりわい）を提供しています。しかし、湿地の喪

湿地は、自然な減災手段です。異常気象が発生した

失が進み、生物多様性の減少と貧困の深刻化という

ときに、湿地は人的・経済的・環境的損失と混乱に

悪循環を引き起こしています。湿地を保全して人類

よって地域社会や国への被害を軽減し、早期復興が

と自然に対する複数の利益を守りつつ、人びとが生

可能となります。さまざまなタイプの湿地が、災害

計を立てることができるような持続可能な好循環に

の前と最中、災害後にさまざまな方法で機能し、災

移行するためには、いま、行動を起こさなければなり

害の影響を軽減し、地域社会が日常に戻ることがで

ません。

きるようにします。
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■湿地とCO2貯留
WETLANDS AND CARBON CAPTURE
湿地は、気候変動というこの時代を特徴づける地球
的危機に対する、自然に根差した解決策です。泥炭
地（ピートランド）、マングローブ林そして海草藻場
は、世界中のすべての森林が吸収できる炭素の2倍に
匹敵する量を吸収し貯留するという、地球上でもっ
2
吸収源です。しかし、
とも効率的なCO（二酸化炭素）

●湿地の生業（なりわい）は、なぜ大切なのか？

湿地の水を抜き、破壊してしまうと、湿地は膨大な量

淡水・食糧を供給し、生物多様性を維持し、洪水から

に行動することは、じつは気候変動との戦いの主要

のCO2を排出することとなります。湿地保全のため

湿地は、人間の健康と繁栄に不可欠です。私たちに

な部分なのです。

守り、二酸化炭素を吸収します。湿地は、世界のおも
な雇用を創出していて、持続可能な生業（なりわい）

●湿地のCO2貯留は、なぜ大切なのか？

を提供し、人びとの生計を支えています。湿地には、

地球の気候は変わり続けています。気温は上がり続

コミュニティ全体を支えるさまざまな仕事がある

け、海洋の温度は上昇を続け、雪と氷は解け続け、そ

のです。

して海水面の上昇は過去の記録にあるどの世紀より

・稲作：湿地である水田で栽培される米は35億人の

も速くなっています。原因ははっきりしています。

主食であり、人間が消費する全カロリーの20%を占

人類の活動に起因する大気中の二酸化炭素（CO 2 ）、

めています。アジア、アフリカ、南北アメリカのほぼ

メタンやその他の温室効果ガス（GHG）の量の増加で

10億世帯が、おもに米の栽培と加工で生計を立てて

す。湿地はこれらに対する、自然に根差した解決策の

います。世界の米の約80％は、小規模農家によって

ひとつです。湿地はとても重要な生態系であり、気

生産され、地元で消費されています。

候変動の影響に備え、対処し，そこから形勢を立て直

・漁業：市場に出回るほとんどの魚種は、沿岸域の湿

すことに役立ちます。

地や河口で繁殖し、育ちます。現在、魚肉生産の40%

もっとも重要なことは、膨大な量のCO 2 を自然に吸

以上が水産養殖によるものです。1人当たりの魚の

収・貯留することによって温室効果ガスの排出を安

平均年間消費量は19㎏で、6億6,000万人以上の人び

定させることに不可欠な役割を果たしている、湿地

とが漁業と水産養殖で生計を立てています。

が存在するということです。

・観光とレジャー：海外旅行客のおよそ半数が湿地、
とくに沿岸地域での休息を求めています。旅行と観
光 セ ク タ ー は 2 億 6 , 6 0 0 万 人 の 雇 用（ 雇 用 人 口 の
8.9%）を支えています。
・輸送：河川と内陸の水路は、世界の多くの地域にお
いて、物資と人を輸送するうえで重要な役割を果た
しています。
・水の供給：広大な湿地のネットワークは、
多数の雇用
を創りだし、
淡水を供給し、
廃水を処理・除去します。
・伝統的な湿地の生業（なりわい）
：薬用植物、染料、
果実、葦、草類、そのほか多くの湿地の産物は、とく
に開発途上国で収穫や加工という形で仕事をもた
らしてくれます。
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「湿地のグリーンウェイブ」とは
「グリーンウェイブ」は生物多様性条約事務局の呼びかけによってはじまった、生物多様性を向上させる国際的な
キャンペーンです。
「国際生物多様性の日」の5月22日を中心に、生物多様性を向上させる活動が世界各地で開催
されました。この取り組みをあらゆる湿地で拡げるために、ラムサール・ネットワーク日本は2010年に「田んぼの
グリーンウェイブ」を実施、翌2011年からはその対象をすべての湿地に拡大し、
「湿地のグリーンウェイブ」として
独自に参加団体をつのるキャンペーンを展開してきました。
ラムサール条約事務局が発行した『世界湿地概況（GWO）2021』によれば、世界の湿地は1970年以降35％が消失
していて、最も危機的な生態系の1つです。湿地で生育・生息する生きものの４分の1が絶滅の危機に瀕しています。
一方、湿地の保全・再生や賢明な利用が適切に行われれば、持続可能な食料生産、気候変動の影響力に対する回復力
の向上、SDGs（持続可能な開発目標）などの世界的な目標の達成に大きく貢献することができます。
私たちが直接かかわることにできる活動は小さなものかもしれませんが、小さな一滴（ひとしずく）がやがて大き
なうねりとなるように、
湿地のグリーンウェイブを大きく育て、
「人と自然の共生する社会」の実現を目指しましょう。
●キャンペーンの期間／5月22日（国際生物多様性の日）を中心とした4月〜8月
●キャンペーンの内容／ラムネットＪ事務局では、キャンペーン期間中に開催される湿地のグリーンウェイブ・参
加イベントおよび開催団体について、下記のような支援を行います。
・リーフレットの作成と配布：ラムサール条約や湿地保護についての最新のトピックや、全国の参加団体の活動
などを紹介するリーフレットを作成・配布します。
・専用ウェブサイトでの紹介：登録イベントや参加団体の紹介、地域の湿地の紹介などをウェブサイトに掲載します。
・オンライン「お茶会」
：定期的に実施している湿地のグリーンウェイブのオンライン「お茶会」
（Zoomミーティ
ング）で、登録されたイベントや各団体の活動についてご紹介いただくコーナーをご用意します。
・地域NGOとの共同によるキックオフイベント（春）や報告会（秋）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。
●参加イベントの種類／自然観察会、生きもの調査、田植え、湿地のクリーンアップ、シンポジウム・学習会、写真・
絵画展、コンサート、上映会、エコツアー、ハイキング、ワークショップなどのほか、湿地の生物多様性保全に関連
するイベント全般。一般参加者を募集しない学校や職場内などの限定イベントも登録可能です。
●対象となる湿地の種類／湖沼、湿原、河川、河口、汽水域、干潟、砂浜、磯、サンゴ礁、海草藻場、マングローブ、水田、
ため池、ダム湖、ビオトープなど。

湿地のグリーンウェイブ2022 キックオフミーティング 〜今年もやっぱり湿地自慢〜
湿地のグリーンウェイブ2022の成功を祈念するキックオフイベントを、今年もオンラインで開催します。湿地の
保全や賢明な利用に興味のあるみなさんに、ぴったりのイベントです。ぜひ、ご参加ください。
▶日時：2022年4月2日（土）18:00〜20:00 ▶参加方法：オンライン（ Zoomミーティング）※要事前登録
▶参加費：無料 ▶登録方法：下記のウェブフォームからお申し込みください。https://bit.ly/35MJGhW
［プログラム］
・基調講演：
「世界湿地概況（GWO）2021と日本の湿地の現状（仮題）」 講師 小林聡史氏（釧路公立大学教授）
・全国各地の湿地自慢：湿地のグリーンウェイブ2022登録団体による湿地や保全活動の紹介
●お問い合わせ ラムネットJ E-mail : info@ramnet-j.org

毎月第4水曜日は「お茶会」を開催
ラムネットＪの「湿地のグリーンウェイブ」チームが主催して、毎月1回、オンラインで「お茶会」を開催しています。
湿地の魅力、湿地の保全や賢明な利用、湿地の恵みなど、さまざまなテーマの話題提供をもとに、参加者みんなで話
し合うミーティングです。お気に入りのドリンクやお茶請けを片手に、気軽にご参加ください。
各会のテーマやZoom情報は、ラムネットＪのメーリングリストやFacebookの「湿地のグリーンウェイブ」グ
ループなどでお知らせします。
※ZoomのURL/IDは毎月変更されます。
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【北海道】

湿原

ヨコハマタイヤリトレッド（株）
北海道事業所
ウトナイ湖の自然と共存！

ウトナイ湖の自然観察路周辺の外来植物の分布を調べ、外来種オオアワ
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。2017年から始めた外来植物
「オオアワダチソウ」抜き取り活動ですが、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、なんと19,683本も抜き取りを完了しました（1035本／人）。近年
では2020年が4名、2021年は従業員全員(12名)での縮小した活動を実
施。最近は目に見えて多くの「在来種」が自生をし、外来植物を探すのが
大変なほどになりました。また、春と秋には「ゼロごみの日」として、従業
員全員でウトナイ湖周辺の清掃活動を行っています。
E-mail／hiroko.fukuda@y-yokohama.com

TEL0144-58-2411

https://www.y-yokohama.com/group/ytr/
水田

株式会社アレフ・えこりん村
生きもの育む田んぼで
お米作りを体験！
新千歳空港から好アクセス

【北海道】
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、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、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ます。周囲に池、林、川がある自然に恵まれた環境の
なか、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、わら細工等、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。
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）

http://www.ecorinvillage.com/
https://www.aleph-inc.co.jp/
湿原.湖沼.水田.河川.里山.ため池.室内.その他

陸前古川水草探究会
宮城県北で水草を中心に
植物相を不定期的に調査中！

【宮城県】

かつては田園が広がり、小さな湖沼や川が散在していた、宮城県大崎市古
川の現市街地。緒絶川が町を横切り、その伏流や脇に逸れた水の細やか
な流れが見られます。足元を流れる小さな用水路に目を向けてみると、
今もなお細々と生き長らえている水草の姿があります。一見無機質な三
面張りの用水路でも、水草を中心に様々な植物が生えています。そうし
た見落とされがちな小さな生命（いのち）から得る「感動」を大切に調査活
動に取り組んでいます。上記の地域に留まらず、宮城県北全域や仙台市
でも水草探究を行うことがありますが、
「湿地のグリーンウェーブ」では、
2019年の夏に記録した古川市街地の水草のデータを基に、その後の変
化や未発見の植物を調査します。
E-mail／shoebillintohoku@gmail.com
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【福島県】

河川.河口.汽水域.砂浜.干潟

はぜっ子倶楽部

美しい松川浦を未来の
子供たちに残そう！

松川浦の干潟の生き物観察会や宇多川、小泉川の水質調査と清掃など月

一回の活動を20年間続けてまいりました。震災後「松川浦自然保護区」
を国や県、市の協力で10ha残していただきました。動物や植物がまた

戻ってきています。このエリアの観察会が楽しみです。看板設置も予定
しています。

問い合わせはHPから

http://www.hazekkoclub.com/
http://hazekkoclub.blog.jp/
水田

土の学校

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。

【千葉県】
「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。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
を考えるうえ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。
●2022年の日程：5/8(日)田植え・交流会／6/5(日)草取り、農作業、田ん
ぼの生き物調査／7/9(土)草取り、流しそうめん、バーベキュー交流会、
ホタル見学／9/11(日)稲刈り、郷土のお話／10/9(日)収穫祭（わら細工
体験、もちつき）
E-mail／hyugge@hotmail.com

TEL070-5579-1321

https://www.facebook.com/tsuchinogakko
水田.河川.里山.河口.汽水域.砂浜.干潟.室内.その他（公園・市街地）

日本自然保護協会(NACS-J)
自然観察指導員東京連絡会
(NACOT)

NACOTは、都内で活動する
自然観察指導員の連絡会です

【東京都】

私たちNACOT（ナコット）は、主に東京在住・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。
＜主な活動＞
・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"

http://www.nacot.org/
【石川県】

湖沼.水田.河川.河口.汽水域.

NPO法人 河北潟湖沼研究所

石川県河北潟で活動しています。

河北潟湖沼研究所は、河北潟の環境を回復させようと多くの住民、研究
者、企業の代表者が集まって、1994年に設立されました。実践活動を重
視した研究活動、地域活動、およびこれらを支える事業活動をおこなって
います。
E-mail／info@kahokugata.sakura.ne.jp
TEL076-288-5803

http://kahokugata.sakura.ne.jp
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湿原.水田.里山.室内

NPO法人 中池見ねっと
ラムサール条約湿地・
中池見湿地を未来の子どもたちへ

【福井県】
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。
E-mail／info@nakaikeminet.raindrop.jp TEL090-8269-9801

http://nakaikeminet.raindrop.jp/

河川.河口.汽水域

よみがえれ長良川実行委員会

長良川河口堰を開門しよう！

【岐阜県】
長良川河口堰の開門調査を実現するために行政への要請行動や、公共施
設でのパネル展「よみがえれ長良川」を開催し市民にアピールしていま

す。また、湿地のグリーンウエイブと連携して毎年「長良川下流域環境観
察会」を実施しています。

今年の観察会は、5月21日（土）に開催します。

パネル展「よみがえれ長良川2022」は、7月8日（金）〜7月14日（木）
ぎふメディアコスモス・ギャラリーにて計画しています。

E-mail／mutohitoshi@yahoo.co.jp TEL090-1284-1298

水田.河川.里山.ビオトープ.河口.汽水域.砂浜.干潟.浅海域.塩田跡

愛知県野鳥保護連絡協議会

シギ・チドリおよびコアジサシなど、水辺の
野鳥の宝庫であった愛知県沿岸部の再生

【愛知県】

愛知県野鳥保護連絡協議会は、県内で活動する10余の自然保護や野鳥保

護団体の連絡協議会です。愛知県はじめ地元の環境行政に協力しなが
ら、県内で発生する環境問題を解決するための活動をしています。

愛知県には、伊勢・三河湾の沿岸・島嶼から茶臼山（標高1,416ｍ）まで多

種・多様な環境あり、420種もの野鳥の記録があります。工業県であり、
農業・漁業も繁栄して、人間活動と自然環境の微妙なバランスの中で繁栄
しています。一方、埋め立て等の環境破壊にもあり、近年は、減少を続け
る沿岸部の水鳥の生息環境の復元に関する活動が増えています。
E-mail／calidris@sf.commufa.jp TEL090-1822-8367

【愛知県】

湿原.湖沼.河川.里山.河口.汽水域.砂浜.干潟.室内

劇団シンデレラ

「夢と希望と冒険、自然と共に生きる」を
テーマにミュージカルを上演しています！

「夢と希望と冒険、自然と共に生きる」をテーマに、これまで数多くの「自
然環境の保全」
「森林や湿地の保全」
「野生生物との共存」をテーマとした
ミュージカルを、愛知県尾張地方を中心に上演してきました。
「自然保護」
を声高に訴えるのではなく、ときに笑いや涙も交え、子ども〜大人まで、
さまざまな人たちに楽しんでいただきながら伝えることを大きな目的と
しています。北は北海道から南は沖縄まで、日本各地のラムサール条約登
録湿地やタイ、インドなど、アジア各地でも上演活動を行っています。
E-mail／ﬂawless̲tomoko@yahoo.co.jp TEL090-8499-0029

https://dozira.net/
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河口.汽水域.干潟

NPO法人 藤前干潟を守る会

藤前干潟と流域の
生物多様性を
保全する活動を行っています。

【愛知県】
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、2003年にNPO法人格を取得
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。
今年は藤前干潟がラムサール条約に登録されて20周年の記念の年です。
さまざまなイベントを予定しておりますので、
ぜひ、
遊びにいらしてください。
E-mail／info@fujimae.org TEL080-5157-2002

http://fujimae.org/
河川.ため池

和亀保護の会

ニホンイシガメが
当たり前に棲む水辺へ！

【大阪府】
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。
E-mail／wagamehogonokai@yahoo.co.jp TEL080-6159-8414

http://www.wagamehogonokai.sakura.ne.jp/

【和歌山県】

河口.汽水域.砂浜.干潟

和歌山大学教育学部生物学教室

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。

就学前児童とその保護者といった親子連れでの参加が多いですが、
お一人様も含めいろいろです。

E-mail／tkoga@wakayama-u.ac.jp TEL090-4499-3157

河口.汽水域.砂浜.干潟.人工島.埋め立て地

たましま 干潟と鳥の会

たましまの未来に野鳥の集う
干潟を残したい！

【岡山県】

玉島の干潟は大部分が埋め立てによって失われたり、開発により環境が
悪化しています。そんななかでも渡り鳥たちは残り少ない干潟や埋め立
て地を利用し命をつないでいます。鳥たちがたくさんいるということ
は、それを支えている餌のいきものも豊富にいるということ。とても豊か
な環境という事が言えるのです。そのような環境を守り残していくため
の調査活動などに私たちは取り組んでいます。どなたでも気軽にご参加
いただけます! 一緒に取り組んでいきましょう♪
E-mail／tamashima.higata@gmail.com

https://tamashimahigata.wixsite.com/website
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【徳島県】

水田.河川.里山.ビオトープ.室内

特定非営利活動法人
里山の風景をつくる会
自然循環を守っていく
人の輪づくり

豊かな湿地や川や海は上流の森が健全であることが前提です。面積の
70%以上が森林に覆われる四国では、高温多雨の気候風土も合わさっ
て、幾筋もの河川それぞれの流域が受けることのできる自然の恵みは計
り知れません。しかし近年、森林の劣化が湿地や海域に深刻な影響を及
ぼしています。流域に住む私たちがこの自然循環の異変に気づき、何が
できるのか考える、そして行動する、その輪を広げていく活動をしてきま
した。森や沢や棚田を歩き、森を守り米を作る人たちと交流する源流の
森ツアー。中下流の田んぼや用水路での生きもの観察や田植え稲刈りを
体験する田んぼ探検隊。田園や海岸を散策し、水と人との暮らしや産業の
歴史を地形や町並から読み取るウォーキングやセミナー。上流の森の木
を使った家や家具をつくることで、森が再生すること、地域の米や野菜を
食べることで豊かな田園風景が持続していくことなど、具体的な私たち
にできることも提案しながら、この自然循環を守っていく人の輪づくり
を進めたいと思います。
E-mail／nrj16852@nifty.com TEL090-7142-0910

河川.河口.汽水域.砂浜.干潟

【徳島県】

とくしま自然観察の会

誰でも気軽に参加できる観察会を通じて、身近な自然を楽しみながら、自
然について考えるためのネットワークづくりをしようと1994年に発
足。おもなフィールドは吉野川。国内最大級の汽水域と河口干潟があ
り、長年多くの人々に愛されているところです。観察会、市民調査、干潟
の清掃活動、こどもたちの環境学習の応援、エコツアーなどのフィールド
活動に加え、
「吉野川河口みらい講座」のインターネット発信や「吉野川し
おまねき探検隊」
「吉野川ひがたファンクラブ」などの呼びかけを通して、
自然と日々の暮らしとのかかわりを伝え、吉野川河口域の保全に関心を
持つ人びとの輪を広げていくために活動しています。さらに、吉野川河
口を未来へとひきつぐために、四国初のラムサール条約湿地登録をめざ
しています。

空・川・海・ひとが出会う
吉野川河口を未来へつなぐ

E-mail／kansatsunokai@gmail.com TEL088-623-6783

https://shiomaneki.net
砂浜.干潟.その他（磯海岸）

NPO法人
カイフネイチャーネットワーク

自然の中で、みんなが一つに
なって、楽しみ学ぼう

【徳島県】
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。潮が満ちると離れ島になる磯
（モラスコむぎの前の浜）で、定期的に磯の生き物観察会をします。岩と
岩との間に水溜りができ、魚も泳いでいます。そんな中に飛び込んだり、
みんなで楽しく遊んで海のことを知り、海岸保全、海ゴミ対策につなげる。
E-mail／mollusco@ma.pikara.ne.jp
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TEL088-72-2520

湿原.湖沼.水田.河川.ため池.ビオトープ.河口.汽水域.砂浜.干潟.浅海域.室内

阿波魚類研究会

徳島の魚をとおして徳島を知る！

【徳島県】

徳島県は吉野川や勝浦川、那賀川、海部川などたくさんの川が流れてい
て、瀬戸内海や紀伊水道、太平洋といった多様な海域に面しています。こ
れらの川や海の中には、多種多様な魚類が生息しています。
阿波魚類研究会は、徳島県に生息する魚類やそれらを取り巻く自然環境、
地域文化の調査研究をとおして、徳島県の自然科学の活性化や自然環境
保全を目指す団体です。県内の研究者や学校の先生など、色々な立場の
人が集まって楽しみながら活動をしています。
E-mail／awagyoken@gmail.com

河川.河口.汽水域.砂浜.干潟.浅海域

とくしま釣りの輪

発祥の釣り方・道具・場所の
ある徳島を釣りで元気に！

【徳島県】
「釣りの力で徳島を元気にしたい！」と活動中しています。構想としては、
①釣りに関心を持ってもらうことで自然環境の保全 ②水辺の安全や楽し
み創出 ③釣りを観光資源に（関連業者の事業継承も含めて） ④伝統を次
世代に（釣りを徳島の文化に押し上げる） の４つを主軸に関わる人が
・楽しみながら、 ・無理のない範囲で
・それぞれが成果を実感をしながら、 ・継続できる取り組みを
実現できないかと活動しております。
磯や波止でチヌやグレなどを狙うフカセ釣りは徳島が発祥。
「阿波釣法
（ちょうほう）」と呼ばれたことにより、国内のみならず、アジアまで広がっ
ています。日本でも有数の釣り先進県・徳島で釣りの活用や発信、継承に力
を入れることで新たな釣りファンを増やしていきたい。
楽しい釣りだから、多くの人が関心を持っており、楽しむことに併せて自然
環境の保全なども含めて、いろいろな側面から「釣りも」活用した取り組み
を、行政や企業などと連携の形の構築を目指しています。
E-mail／tokushima.tsurinowa@gmail.com

https://ameblo.jp/tokushima-tsurinowa
【徳島県】

河口.汽水域.砂浜.干潟

四国大学ゴールデンＺ
ボランティア会

ハクセンシオマネキの観察と
クリーン大作戦
−徳島の自然を楽しもう−

わたしたち四国大学ゴールデンＺボランティア会は、徳島の自然環境・保全
や地方創生・地域活性化に向けたボランティア活動に取り組んでいます。
徳島の自然環境・保全について、昨年から、四国大学前の土手下にある吉
野川北岸「古川渡し干潟」
（仮称）において、ハクセンシオマネキやカニの
観察、周辺のクリーン活動を始めました。始めたばかりですので、身近な
ところからひとつずつ、できることに取り組んでいきたいと考えていま
す。毎月１回程度、観察等の活動ができるようにしたいと考えています。
どうぞよろしくお願いします。
E-mail／hama-koi@shikoku-u.ac.jp
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【徳島県】

湿原.水田.河川.ため池.ビオトープ

NPO法人 とくしまコウノトリ基金

コウノトリが舞う笑顔輝く未来に

コウノトリをはじめとする鳥類の保護活動と、その活動を通じて地域を
元気にする取り組みを進めています。湿地に関しては、水生動物が豊富

な水環境を増やすため、耕作放棄地を再生しビオトープとして整備して
います。

E-mail／info@t-stork.jp TEL090-2825-6721

https://www.t-stork.jp

河川.河口.汽水域.砂浜.干潟

吉野川ラムサールネットワーク
吉野川を未来のこどもたちに
残していきたい

【徳島県】
年間を通して、吉野川に関わる場所で身近に住む市民に向け「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。
また、吉野川に関わるさまざまな人たちの話や昔関わっていた人たちの
話を年間３〜４回の通信により発行しています。
吉野川を毎日見ているお年寄りが「吉野川が死んでいく」と悲しそうに呟
きます。その失いつつあるわずかな自然を見てもらい活動に参加して
「楽しかった。良かった。」と言ってもらえることが嬉しくて私たちは活
動を続けています。きっとこの経験が未来に繋がると信じ、吉野川河口
域をラムサール登録地にすることを目指しています。
E-mail／taikazann@hotmail.com TEL090-7268-9488

http://www.yoshinogawa-ram.net
河川.河口.汽水域.砂浜.干潟

NPO法人 川塾

川遊びを通して、
「川と共に生きる」
知恵や技術を体感しよう！

【徳島県】
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。
川には楽しいことがたくさんあり、
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！
E-mail／kawatomoplus@gmail.com TEL080-6385-4200

https://kawajyuku.com
水田.河川.里山.ため池.ビオトープ.河口.汽水域.砂浜.干潟.室内

NPO法人 森からつづく道

里地の保全をとおして人と自然との
豊かな関わりを次世代へ受け継ぎたい

【愛媛県】

森からつづく道は、自然に関する調査・研究ならびに情報発信を行うとと
もに、自然に触れる体験の場を提供することにより、自然に興味を持って
保全に関わる人を増やし、自然と人の暮らしとの豊かなつながりを次世
代に継承していくことを目的に、2013年4月に発足したNPOです。植
物、昆虫、鳥類などの調査・研究をしているフィールドワーク好きなメン
バーや、自然やその恵みに触れたり楽しんだりする機会づくりに携わる
メンバーで活動しています。
E-mail／info@morimichi.org

http://morimichi.org
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TEL089-992-9152

【香川県】

湿原.里山.室内

王越とんぼプロジェクト実行委員会

王越トンボ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。

「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。
E-mail／naturalist.kagawa@gmail.com TEL0877-44-5025

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

【福岡県】

河川.里山.河口.汽水域.砂浜.干潟

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
源流から干潟まで地域の
豊かな自然を次世代へ！

まちづくりの一環として行う自然環境を守る活動で、東朽網校区の宝で
ある源流から干潟までの豊かな自然を活かし、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
（水晶山清掃登山、
昭和池清掃と植樹、
朽網川河口海岸清掃(6/12,11/26)、
カブトガニ産卵観察会(7/16)等）や草刈り、ゴミ拾いなど環境保全活動
を実施しています。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。地元企業や各団体、市民との協
働での取り組みになっています。
（東朽網市民センター）E-mail／hk-sf@ktqc03.net TEL093-475-8861

https://sites.google.com/site/
mizutomidorinokannkyou/home

【福岡県】

砂浜.干潟.室内

日本カブトガニを守る会
福岡支部
カブトガニの棲む海を未来に！

絶滅に瀕しているカブトガニの調査研究と保護活動、カブトガニが生息
する海、干潟の保全・保護活動に取り組んでいる団体で、福岡県内の生息
地３地区で取り組む保護活動を取りまとめる、日本カブトガニを守る会
を構成する６支部のうちの一つです。現在、北九州地区で国内有数のカブ
トガニの産卵・生息地である曽根干潟のカブトガニの保全・保護の取り組
みを活動の中心にしています。
「カブトガニの棲む海を未来に！」を合言葉に、生きた化石と言われ絶
滅危惧種に指定されているカブトガニと、カブトガニの棲む海、干潟を次
世代に残すことを目的に以下のような活動をしています。
【調査・研究活動】産卵調査(6〜8月)や幼体調査（3月〜11月）を重視し、
20年以上継続した長期モニタリングを行なっています。
【普及・啓発活動】毎年支部主催の産卵観察会の実施や依頼を受けた講演
や出前講座、
環境イベントでの展示・解説などを行います。
【保全・保護活動】産卵場の整備として干潟の清掃、海ゴミの回収に地域住
民や各種団体と協働で取り組んでいます。
E-mail／shun5-taka8c@jcom.home.ne.jp
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TEL093-473-8734

【福岡県】

干潟

ウエットランドフォーラム
160万都市の中の干潟／
Urban-Wetland

和白干潟は、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。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
図鑑などを製作しています。昨年から「和白干潟の未来図作り」のワーク
ショップを開催して、地域、行政、高校生、子供達と一緒に、新たな“和白干
潟のWise Use”を創り、活動を展開していきます。
E-mail／cocontei-matsu@nifty.com TEL080-5251-8677

https://wetland-forum.jimdofree.com/

河川.ため池.河口.汽水域.砂浜.干潟.室内.その他

特定非営利活動法人
水辺に遊ぶ会

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…。

【大分県】

1999年7月1日に活動をはじめました。目の前に広がる広大な前浜干潟
に「中津干潟」という名前を付けました。そして、地域の人びとでもなか
なか気づくことのない豊穣な干潟の自然について改めて知っていただく
活動を続けています。ビーチクリーン、松林の保全活動、自然観察会の開
催、出前授業、漁師さんとの協働や研究、研究者支援などを展開していま
す。何かいろいろやってますが、根っこの方は会の名前の通り「水辺に遊
ぶ」ことをモットーにしている、マジメにお気楽な団体となっています。
これからも、これまで通り市民の皆様とともに中津干潟の自然を学んだ
り遊んだりしながら保全活動を続けていきたいと考えています。
E-mail／info@mizubeniasobukai.org TEL0979-77-4396

http://mizubeniasobukai.org/
湿原

川南湿原を守る会
希少植物の芽吹きを願う

【宮崎県】
川南湿原は、川南町の中央部に広がる湿原です。標高50m前後、面積は
約33,000㎡で、新橋溜池から東に植物群落が広がります。1974（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50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、一般来場者のほか、多くの専
門家も訪れています。
川南湿原は、希少植物保護のために1995（平成7）年度から調査を開始し
ました。2003（平成15）年度から本格的に整備工事を進め、2010（平成
22）年度に整備が完了しました。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
E-mail／sports@town.kawaminami.miyazaki.jp TEL0983-27-8020

https://www.town.kawaminami.miyazaki.jp/
soshiki/12/1507.html
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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
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。

会員になって活動の支援をお願いします！
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。

〈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

【沖縄県】

砂浜.干潟.浅海域

泡瀬干潟を守る連絡会
世界に誇る泡瀬干潟を保全し、
ラムサール条約湿地に
早期に登録しよう

泡瀬干潟には、貴重な動植物が多い。クビレミドロ（黄緑藻類、絶滅危惧Ⅰ
A類）、クロツラヘラサギ（鳥類、絶滅危惧ⅠA類）、トカゲハゼ（魚類、絶滅
危惧ⅠA類）、アワセイソタナグモ（クモ類、新種）等である。
トカゲハゼは、日本では、沖縄の泡瀬干潟等を北限（唯一の生息地）とし、
日本列島がかって大陸と陸続きであったことを示す、
「生き証人」として、
極めて貴重である。春先、
「雄の立ち上がる求愛ジャンプ行動」があるの
で観察しやすい。そのトカゲハゼは、泡瀬干潟では、人工島の埋め立て工
事等が原因で生息場所、生息数の減少があり、極めて危機的である。最近
は、素人が見つけることは、なかなか困難である。
そのトカゲハゼ、現在も元気でいるのか、捜してみよう、
「絶滅を救え」と
いうのが、今回のイベントの趣旨です。トカゲハゼの観察には、双眼鏡
（望遠鏡）が必要です。主催者でも倍率の高い双眼鏡（望遠鏡）をいくつか
準備しますが、参加者も可能な限り双眼鏡（望遠鏡）を持参して下さい。
履物は、必ず、
「雨靴」を持参してきてください。
E-mail／save̲awasehigata@yahoo.co.jp TEL090-5476-6628

【沖縄県】

浅海域

浦添西海岸の未来を考える会
那覇市の隣、浦添に残された
貴重な自然の海岸を、
軍港にしない活動です。

那覇市の隣、浦添の西海岸は、沖縄の南部に残された貴重な自然の海岸線
です。珊瑚のリーフが広がり、豊かな生態系を作っています。この海を埋
め立てて、米軍にための軍港を造ろうとしています。米軍基地の返還で、
やっと市民が取り戻した海岸です。湾岸道路が通り、県民の憩いの場所
になっています。再び基地のために手放すことはできません。浦添西海
岸のすばらしさを広く伝え、
県民の財産として守る活動を行っていきます。
E-mail／biwamarubeebee@gmail.com TEL080-8178-1362

https://www.facebook.com/search/top?q=
浦添西海岸の未来を考える会
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