
泡瀬干潟を守る連絡会　 諫早干潟緊急救済本部/東京事務所 　長島の自然を守る会

　国連によって国際生物多様性年と定められた今年、日本各地では今も多くの湿地が破壊に
よって消えていっています。中でも、干拓事業によって我が国最大級の干潟が失われ、深刻
な漁業被害を起こしている諫早湾、8月に埋め立て事業の再開が表明された琉球諸島最大級
の泡瀬干潟、原子力発電所建設により埋め立てられようとしている山口県上関町長島の海で
進行している事態は、豊かな海を破壊する愚行の象徴として、世界の注目を集めています。
　生命ゆたかな湿地を保全するために、第10回生物多様性条約締約国会議（COP10）のホ
スト国である日本政府は、今こそ、愚行の象徴である諫早、泡瀬、長島の海を破壊から保全・
再生へと転換し、その責任を果たさなければなりません。

消えゆく 生 命ゆたかな日本の湿地

国際生物多様性年　緊急プロジェクト

救え！諫早・泡瀬・長島の海
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ISAHAYA
諫早湾閉め切りと有明海異変
水門開放で豊かな漁業の回復と農漁共存を！
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生物多様性の宝庫だった諫早干潟

　九州の有明海西側に位置する諫早湾。そこにはかつて
広大な干潟が広がり、ムツゴロウをはじめとした豊かな
魚介類が生息し、多くの渡り鳥が飛来する「自然の宝庫」
でした。2900haという国内最大級の面積を誇っていた
諫早干潟には、300種以上の底生生物が生息し、シギ・
チドリ類57種を含む232種の鳥類が餌場として干潟を
利用していました。絶滅危惧種や特産種も多く、また
1㎢の干潟から年間22.6tの魚介類が獲れると報告され
るほど生物生産力が豊かで、まさに生物多様性の宝庫で
した。諫早干潟はまた、主要水産物の産卵・生育の場で
もあり、「有明海の揺りかご」の役割を果たしていました。

諫早湾干拓事業による環境破壊

　ところが、1986年、農地造成と背後地の防災を目的
とした諫早湾干拓事業が着工され、1997年4月に諫早
湾が7kmの堤防で完全に閉め切られると、干潟は干上

がり、そこに棲んでいた生物は全滅してしまいました。
影響は有明海にもおよび、2000年には有明海に大規模
な赤潮が発生して、養殖ノリが色落ちし、記録的な不作
となりました。
　干拓地は2008年に完成し営農が開始されましたが、
環境への影響は深刻さを増すばかりとなっています。か
つて干潟が存在した頃には干潟の底生生物が水質浄化機
能の役割を果たしていましたが、現在は内部の調整池の
水質が環境基準を大幅に越えるほどに悪化し、有毒なア
オコが大発生するまでになっています。この汚濁水の大
量排水は、赤潮発生の原因ともなります。また、閉め切
りによって潮の流れが遅くなり、赤潮の発生や海底の酸
素の欠乏、細かくなった泥の海底への堆積などにより、
そこに棲む魚や貝が死滅し、毎年のように漁業被害が起
きています。タイラギやアサリなどの貝類、ヒラメ、カ
レイなどの底魚類、クルマエビ、ワタリガニなどの甲殻
類など様々な漁業資源が激減しています。

諫早干潟緊急救済東京事務所　陣内隆之

1997年4月14日の潮受け堤防閉め切り。その様子は「ギロチン」
と呼ばれた。

豊かだったかつての諫早干潟（シチメンソウ群落）

諫早湾・有明海の位置と干拓事業概要
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諫早湾の閉め切りと水門開放

　閉め切りというと完全に閉じられているとよく誤解さ
れますが、潮受け堤防で仕切られた内側の調整池には、
周辺の河川からの流入水が貯まるため、干潮時を利用し
定期的に外側の海に排水しています。一方、調整池の水
を農業用水に利用するため、淡水に保つ必要があること
から、満潮時に海水が調整池内に入らないよう水門操作
を行っています。
　現在のような調整池から有明海側への一方的な排水で
はなく、有明海側から調整池内に海水を導入するような
双方向の開門操作を行うことにより、調整池の水質が改
善され、汚濁水が有明海に排水される心配がなくなり
ます。「水門開放」とはこのような双方向の開門操作を
行うことを指しています。
　この水門開放の開門幅を徐々に大きくしていき、諫早
湾内に速い潮流が回復すれば、赤潮発生や貧酸素が改善
され、ノリ養殖や漁船漁業にも効果が期待できます。干
拓を免れた内部堤防前面に干潟が復元することも期待さ
れます。開門にあわせて調整池に代わる水源が確保され
ることで、汚濁水ではなくきれいな水を農業用水に利用
することができます。
　また、大雨による背後地の防災対策には、諫早湾干拓
事業の効果はなく、排水ポンプの設置や排水路の拡幅な
どが必要なのですが、水門開放のための準備工として行
うことで、本来の防災対策がようやく整うことになります。
言ってみれば、諫早湾の水門開放は、漁業のみならず農
業にとっても有益な方策なのです。

一日も早い政治決断を！ 
世界が水門開放を求めている

　2008年6月、佐賀地裁は、水門開放を求める判決を
出しましたが、日本政府はこれに従わずに控訴しました。
2009年9月には政権が交代し、2010年5月には新政
権内の検討委員会が水門開放の公約を改めて確認してい
ますが、未だ公約は果たされていません。むしろ、干拓
事業を推進してきた長崎県や農水官僚に押し切られ、ゆ
くゆくは公約を破るのではないかと懸念されます。
　こうして水門開放が先送りされている間にも、有明海
の環境悪化は一段と強まり、この夏も貧酸素や赤潮によっ
て、有明海の漁業は大きな打撃を受けています。今や漁
業のみならず、沿岸の地域社会そのものが崩壊の危機に
あります。新政権は、国民が期待した「国民の生活が第
一」という約束を果たすために、一日も早く諫早湾の水
門を開放し、農業と漁業が共存できる社会を実現させな
ければなりません。それはまた、COP10ホスト国とし
ての責務でもあります。
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諫早湾を分断する潮受け堤防

Website   http://www.isahaya-higata.net/
  http://www.justmystage.com/home/kenshou/
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AWASE
泡瀬干潟・浅海域の埋め立てを止めさせ、
子々孫々に残そう

泡瀬干潟・浅海域埋め立て事業の概要
沖縄市の要請で、国・沖縄県が埋め立
て事業を進め、完成後沖縄県・沖縄市
が利用する。

国の目的
うるま市新港地区のFTZ 振興のため、
東埠頭を整備する。発生する浚渫土砂
処分場として泡瀬干潟・浅海域を埋め
立てる。

沖縄市・県の目的
埋め立て地にホテル、人工海浜、マリー
ナ、客船埠頭、スポーツ施設、商業施
設、医療施設などを造る。

現在
裁判で埋め立ての公金支出が止めら
れたため、沖縄市は新たに第一区の土
地利用計画を策定し、その計画に基づ
いて、再び埋め立て事業が再開されよ
うとしている。国は、埋め立ての変更
手続きを始めようとしている。二区は
中止。

　沖縄県の中部にある沖縄県人口第2の都市、沖縄市の
東に広がる約265haの泡瀬干潟は沖縄諸島最大の干潟
です。沖縄県の干潟は、沖縄県の日本国復帰（1972年）
後、本島北部の山地開発による赤土汚染や埋め立てなど
により減少し、残された干潟は、泡瀬干潟、佐敷干潟（南
城市）、赤嶺海岸（那覇空港沖）など残り少なくなって
います。泡瀬干潟は、奇跡的に残った干潟であり、その
生物多様性が注目され、保全運動が高まっています。運
動の高まりの中で、裁判闘争で勝利するなど保全の展望
が開けました。しかし沖縄市の新たな土地利用計画の策
定と国への提出、その案を国が承認、埋め立て再開の表
明で再び危機に瀕しています。

泡瀬干潟は、生物多様性の宝庫

　泡瀬干潟は、沖縄県でも北部の辺野古海域（普天間基
地の移設で新基地が計画されているところ）に次ぐ豊か
な海草藻場があり、海のゆりかご、として極めて貴重な
場所でした。埋め立て工事が計画されていた187haの
干潟・浅海域周辺には約353haの海草藻場、埋め立て

区域内には79haの海草藻場があり、そのうち25haは
大型海草被度50%以上の豊かな海草藻場でした。
　また、埋め立て地及び周辺海域にはサンゴ（主に枝サ
ンゴ）の群落（周辺海域に30,000㎡、埋立地に1,000
㎡）があり、海草藻場と群生するなど特異な場所でもあ
ります。干潟域はまた、泥干潟、礫干潟、細砂干潟、粗
砂干潟と多様性に富み、環境の多様性ゆえに生物の多様
性が育まれてきました。泡瀬干潟・浅海域には、約360
種の貝が生息（採取した貝の種類は約500種）するな
ど、貝類の生息で見ると「日本一」の場所です。沖縄諸
島に分布する海草は14種ありますが、そのうち13種が
泡瀬干潟・浅海域に生息します。海草の新種「ホソウミ
ヒルモ」、貝類の新種「ザンノナミダ」「ユンタクシジミ」、
魚類の新種「オキナワキチヌ」、カニ類の新種「ヒメメ
ナガオサガニ」、ゴカイの新種「アワセヒガタツバサゴ
カイ」など工事着工後10種の新種も発見されました。
　クビレミドロ（黄緑藻類）、トカゲハゼ（魚類）、クロ
ツラヘラサギ（鳥類）など、絶滅危惧ⅠA類も多数生息し、
埋め立て事業者（国・沖縄県）も、貝類65種、魚類22種、

泡瀬干潟を守る連絡会　前川盛治
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甲殻類18種、鳥類22種、海藻草類13種、その他1種、
合計128種の絶滅危惧種の生息を報告しています。

埋め立て工事の進行、泡瀬干潟裁判、沖縄市の
新たな土地利用計画の策定・提出・承認

　生物多様性の宝庫、泡瀬干潟・浅海域で埋め立て工事
が始まりました。豊かな海草藻場が「移植」で破壊され、
藻場が大きく失われました。沿岸域の海草藻場が砂の堆
積により消失し、貝類が減少するなど環境劣化が進んで
います。一区工事区域では、新種・貴重種・海草藻場が
生き埋めにされ、生息していたサンゴも「移植」で剥ぎ
取られてしまいました。
　私たち、泡瀬干潟を守る連絡会は裁判に訴えました。
那覇地裁（2007年11月）、高裁（2009年10月）で「埋
め立てに経済的合理性はない、公金は支出するな」の判
決が言い渡され、私たちは勝利しました。
　しかし、沖縄市は、裁判に負けたにもかかわらず、経
済的合理性のある新たな土地利用計画を策定し、それが
認められたら工事が再開できるとして、沖縄市案を策定し、
国に提出しました。国は、これまで、「コンクリートか
ら人へ、無駄な公共工事は中止する」「泡瀬干潟埋め立

ては中止を含め見直す」「沖縄市が新たな土地利用計画
を提出したら、厳しく対処する」としていたのに、沖縄
市案が提出されたら、その日にこれを承認し、埋め立て
工事再開を表明してしまいました。マニフエスト違反、
信じられない事態の急展開が起こっています。

今後の展望

　提出された沖縄市案は、何の前触れもなく突然提出・
説明され、市民、議会、支持政党との協議もなく、国に
提出されました。その内容を検証すると、需要予測・観
光客数予測に問題があり、民間企業の進出が不透明な
ど、経済的合理性は全くありません。高裁判決では、「新
たな土地利用計画に経済的合理性があるか否かについて
は、従前の土地利用計画に対して加えられた批判を踏ま
えて、相当程度に手堅い検証を必要とする」とも指摘さ
れていました。沖縄市案はこの指摘に耐えられないもの
です。私たちは、泡瀬干潟を守るために奮闘します。
　日本全国、世界の自然を愛する皆様、共に、泡瀬干潟
保全のために手を取り合いましょう。

泡瀬干潟の貴重な生き物たち

クビレミドロ（黄緑藻類）絶滅危惧ⅠA 類
世界で沖縄（泡瀬干潟など）だけに生息

ヒメマツミドリイシとリュウキュウスガモ
枝サンゴと海草の群生

トカゲハゼ（魚類）絶滅危惧ⅠA類
日本で沖縄（泡瀬干潟など）だけに生息

泡瀬干潟の人気者、ミナミコメツキガニ
最近、新種、沖縄固有種であることがわかった

Website   http://saveawasehigata.ti-da.net/
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NAGASHIMA
いのちの海を埋め立てないで！
上関原子力発電所予定地の海から自然との共生を考える

生物多様性のホットスポット  上関

●希少生物の宝庫
　山口県熊毛郡上関町長島やその周辺海域は、世界的に
珍しい希少生物の宝庫です。主なものは①IUCN（国際
自然保護連合）絶滅危惧種であるカンムリウミスズメの
世界で唯一の周年生息域である ②オオミズナギドリの
世界初の内海繁殖地である ③貝類の進化の分岐点にあ
るヤシマイシン近似種の繁殖地である ④世界で1個体
しか確認されていないナガシマツボの産地であることです。
●瀬戸内の最後の楽園
　また、日本の他の地域では絶滅あるいは絶滅に瀕して
いる生物がここでは健全に生息しているので、“瀬戸内の
最後の楽園”と評されています。鳥類では国の天然記念
物であるカラスバト（環境省R.D.B.準絶滅危惧）、世界
で一番小さなクジラであるスナメリ（水産庁R.D.B.希少）、
人類の祖先と言われるナメクジウオ（水産庁R.D.B.危急）
などです。

“生物多様性のホットスポット”を育む 
自然環境

●瀬戸内の原風景
　1960年年代に瀬戸内海は埋め立てや護岸工事、海砂
採取などの人口改変により多様な生態系をほとんど失い
ました。そんな中にあって奇跡的にかつての自然環境を
残しているのが上関原発予定地長島と周辺海域です。現
在、瀬戸内海の自然海岸は21.4％しか残っていませんが、
上関町長島には75％もの自然海岸が残っています。と
りわけ原子力発電所の敷地造成のため、埋め立て予定で
ある田ノ浦湾を取り囲む照葉樹林は、薪炭林あるいは魚
付き保安林として地域住民により大切に利用されてきま
した。

●豊かな田ノ浦の澄水生態系
　その田ノ浦湾は海底の湧水量を調べた結果、雨量に換
算すると一日最大780ミリもの集中豪雨のような地下水
がわき出ていることが解明されました。このような入り
江は現在の瀬戸内海では数か所しか残っていません。湾
内の海水温は湾外に比べて低く、スギモク群落など日本
海特産種の海藻の生育条件になっています。また豊富な
栄養分が供給されることで、海藻の種類も多くプランク
トンや稚魚の成育場所でもあります。

危機に瀕する上関の自然

●原子炉設置許可も出ないのに埋め立て着工
　ところがここに上関原子力発電所を建設する計画が進
んでいます。改良沸騰水型133.7万キロワット2機を建
設する計画で1982年に計画が浮上しました。予定地の
対岸約3.8キロにある祝島をはじめとして、約4割に達
する地元民の根強い反対で計画は大幅に遅れています。
ところが、2008年10月、原子炉を設置する許可すら
出ていないのに、二井関成山口県知事は田ノ浦湾の公有
水面埋め立て許可を出しました。2009年4月からは陸
域準備工事と称して照葉樹林の大幅な伐採に取りかかり、
9月からは海面埋め立て工事に着手しようとしましたが、
反対派住民や支援者の抗議行動に阻まれ、埋め立て境界
線にブイを設置するにとどまっています。
●ずさんな環境アセスメントや地盤地質調査
　中国電力は1999年4月末、通産省（当時）に「環境
影響評価準備書」を提出しましたが、希少生物のスナメ
リ、ハヤブサ、ナメクジウオ、ヤシマイシン近似種を見
落とすなど、内容の不備が多く、異例の追加調査を命じ
られ、建設計画が1年間延期になりました。その後も長
島の自然を守る会や研究者によりカラスバト、カンムリ
ウミスズメなど希少生物の新たな確認が相次ぎ、指摘さ
れるたびに追加調査を繰り返しています。1999年から

長島の自然を守る会　高島美登里
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長島・田ノ浦
祝島

長島・田ノ浦湾
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現在まで日本生態学会が7度、日本ベントス学会が3度、
日本鳥学会が2度にわたって、アセスメントの不十分さ
を指摘し、やり直しを求めてきました。しかし中国電力
はこれに応えていません。2010年2月15日には「上関
原子力発電所建設工事の一時中断と生物多様性保全のた
めの適正な調査を求める要望書」を3学会共同で提出し
ました。これはきわめて異例のことです。

救え!! いのちの海

●原発は“いのちの海”を殺す！
　地元の漁師さんは田ノ浦湾を「魚たちのゆりかご」と
呼んでいます。ここで育まれた豊かな餌資源があるから
多くの鳥やスナメリも生息でき、漁業で食べてゆくこと
もできます。上関の海は“いのちの海”なのです。
　湯浅一郎氏によると、瀬戸内海全体の水が90％いれ
かわるのに1年半から2年かかります。このため大量の
温排水は瀬戸内海全体に拡散・滞留し、海水温の上昇に
つながると予測されています。また温排水には原子炉内
に貝などがつかないようにするための塩素処理水が含ま
れており、魚の卵や稚魚にも影響があるので沿岸漁業す
べてにとって非常に大きなダメージが予想されます。上

関原発計画は“いのちの海”を殺してしまいます。
●COP10に向けて
　長島・祝島は生物多様性が豊かで将来に向けて持続可
能な自然との共生が実現している、まさにCOP10のモ
デルとして日本が世界に誇るべき地域です。
　生態系の豊かさだけではありません。祝島の方たちは
資源を大切にした1本釣り漁業を主体に営んでいます。
そして農業の主体であるビワはほとんどが無農薬栽培です。
最近では放棄水田や畑で循環型の牛や豚の放牧も始めら
れました。
　まさに現在進行形で「未来に向かって持続可能な社会
作り」が行われているのです。是非、上関周辺海域を含
む瀬戸内海の環境保全が国家戦略の中に明確に位置づけ
られ、上関原発計画が中止されるよう、国際的な世論の
後押しを期待します。

スギモク海の宮殿

カンムリウミスズメ オオミズナギドリ（雛） ヤシマイシン近似種

陸と海の森

ナガシマツボ

Website   http://green.ap.teacup.com/sunameri/
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国際生物多様性年　緊急プロジェクト「救え！諫早・泡瀬・長島の海」

干潟を守る日2010宣言

　わたしたちのふるさとは海に囲まれている。古来、わたしたちは、ゆたかな海のめぐみを

糧とし、海に親しみ、海にはぐくまれて生きてきた。中でも、干潟・藻場・珊瑚礁などの

沿岸湿地、浅海域は、熱帯雨林と並んで地球上で最も生物多様性に富んだかけがえのない

環境として、わたしたちのいのちと暮らしを支えてきた。

　ところが、いのちの海は、人の一生にも満たないわずかな間に、次々に破壊されてきた。

干潟や藻場は埋め立てられ、岸辺はコンクリートで幾何学模様に固められ、山、川、海の

つながりは断ち切られ続けた。

　しかしいま、ラムサール条約や生物多様性条約を生み出した世界の人々によって、海を

破壊する愚行が反省されようとしている。

　今年は国連によって国際生物多様性年と定められた。多様な生き物のいのちの連鎖は、

持続可能な社会に不可欠の前提であり、それは、ゆたかな海なくしてはありえない。わた

したちは、いまこそ、ゆたかな海を破壊する愚行の歴史に終止符を打たなければならない。

　泡瀬、諫早、長島において進行している事態は、そうした愚行の象徴である。

　1997年4月14日の潮受堤防締め切りから13年。諫早では、わが国最大級の干潟が失

われ、有明海漁業は深刻な打撃を受け続けている。政権交代後も水門開放は実現されず、

一刻も早い水門開放が望まれている。

　琉球諸島最大級の泡瀬干潟では、昨年10月の公金支出差し止め判決確定後も、埋立事

業の継続が画策されており、干潟は堤防で囲われたままである。

　瀬戸内海で一番美しいと言われた山口県上関町長島の海では、中国電力による原子力発

電所建設が計画され、カンムリウミスズメをはじめとする多様な生物の宝庫の海が埋め立

てられようとしている。

　わたしたちは、関係する国に、自治体に、企業に訴える。

　国際生物多様性年をただのかけ声に終わらせないためには、愚行の象徴たる、泡瀬で、

諫早で、長島で、破壊から保全への転換が図られなければならないことを。

　それなくして、国際生物多様性年に開かれる第10回生物多様性条約締約国会議のホス

ト国としての責任は、決して果たせないことを。

救え！諫早・泡瀬・長島の海プロジェクト
2010年10月

参加団体
　泡瀬干潟を守る連絡会、諫早干潟緊急救済本部/東京事務所、長島の自然を守る会

後　　援
WWFジャパン、日本自然保護協会、生物多様性条約市民ネットワーク

ラムサール・ネットワーク日本、日本湿地ネットワーク（順不同）

プロジェクト事務局（問い合わせ先）
　陣内隆之（諫早干潟緊急救済東京事務所）

　TEL：090-8179-2123　 Eメール：bi5t-jnni@asahi-net.or.jp
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