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はじめに
　我が国の海岸は，戦後の高度経済成長期より，著しい開発にさらされ，埋立て・浚渫，

さらには人工化などにより，今日では，島嶼部を除く本土における自然海岸の割合は，５

割にも満たなくなった。かつての生物多様性に富んだ豊かで美しい沿岸域は，その重要性

が認識されず破壊され続けてきたのである。 

　当連合会は，1977年第20回人権擁護大会において，海岸地帯保全法の制定，瀬戸内海環

境保全法の制定，両保全法の内容に沿うように公有水面埋立法を全面的に見直すこと等の

提言を行った。その後，1996年第39回同大会において，「種の保存法」指定種について実

効性ある生息地など保護区の指定と野生生物保護施策の実施などの提言を行った。さらに，

2002年第45回同大会で湿地の保全と再生を国家目標に定め，緊急の課題としてそのための

法整備を図ることを提言した。そして，第49回同大会において，生物多様性の保全，修復，

復元に向けた新たな法律の制定や住民参加の管理システムを提言した。

　政府も，2010年に名古屋において開催された生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）

の議長国として，「2020年までに，少なくとも陸域及び内陸水域の17％，また沿岸域及び

海域の10％，特に，生物多様性と生態系サービスに特別に重要な地域が，保護地域に指定

されること」などを内容とする愛知ターゲットを採択させるなどしてきている。さらに，

本年７月ラムサール条約第11回締約国会議（COP11）において我が国で熊本県の荒尾干

潟など新たに９か所が新規登録湿地となった。2009年広島地裁は景観権などに基づき鞆の

浦の埋立免許の差止めを命じ，埋立ては阻止されている。このように，当連合会の取組と

あいまって，沿岸域の環境及び生物多様性の保全について一定の成果がみられるように

なった。しかし，当連合会をはじめとする国内外のNGOや市民らの反対にもかかわらず，

諫早湾干拓事業は強行され，さらに，泡瀬干潟の埋立ても進むなど，沿岸域は今も開発の

脅威にさらされている。

　当シンポジウム実行委員会は，英虞湾（あごわん），有明海，東京湾などの国内，イギリス，

フランスの海外の調査を行った。その調査を通じて，地方自治体が，沿岸管理に当たり地

域の実情を踏まえ市民，NGO，研究者，漁業者その他の関係者と協議して進めていく制

度の整備などの必要性を痛感した。さらに，それは日本だけの課題ではなく，世界的な課

題であることも認識した。

　今は政府の開発政策を是正し，沿岸域の保全と再生を国家の目標とし，そのための実効

性のある法制度の整備を図ることが求められている。そのために本基調報告書及び本日の

シンポジウムでの成果が広く活用されることを切に願うものである。
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第１章　沿岸域の保全・再生の必要性

第１節　沿岸域とは
第１　沿岸域の定義

　「沿岸」あるいは「沿岸域」とは何かについて，日本の法律には定義はない。2007年に

制定された海洋基本法の25条は「沿岸域の総合的管理」という表題を用いているが，本文

中では，「沿岸域」ではなく「沿岸の海域」という用語が使われ，しかもそのどちらにつ

いても定義規定がない。また，2001年に制定された水産基本法によって廃止された沿岸漁

業等振興法でも，「この法律において『沿岸漁業』とは，次の各号に掲げる漁業をいう。」

として，「１　政令で定める小型の漁船を使用して，又は漁船を使用しないで行なう水産

動植物の採捕の事業」，「２　漁具を定置して行なう水産動植物の採捕の事業（前号に該当

するものを除く。）」，「３　水産動植物の養殖の事業」が挙げられているだけで，「沿岸」

についての定義規定はなかった。

　広辞苑や大辞林等の辞書を見ると，「沿岸」については解説があるが，「沿岸域」につい

ては，特段解説はない。広辞苑で「沿岸」の解説を見ると，①「河海または湖に沿った陸

地」，②「河海または湖の陸地に沿った部分」となっており，また，「域」については，①

「さかい。境界。また，一定の区画された場所。範囲。」，②「一定の段階。境地。」となっ

ていることからすると，「沿岸域」とは，「河海または湖に沿った一定の範囲の陸地及びこ

れと接続する一定の範囲の河海または湖」を指すものと考えてよいであろう。したがって，

海の沿岸域を定義する時は，「海岸線を挟んで海域及び陸域を含む帯状の区域」というこ

とになるであろう。日本沿岸域学会・2000年アピール－沿岸域の持続的な利用と環境保全

のための提言－」（以下「2000年アピール」という。）でも，「沿岸域は，水深の浅い海と

それに接続する陸を含んだ，海岸線に沿って延びる細長い帯状の空間である。」としている。

　では，この「帯状の空間」とは，どの程度の広がりを持ったものをいうべきであろうか。

　この点，海岸法では，海岸について定義規定はないものの，「海岸保全区域の指定」に

ついて，「陸地においては満潮時（指定の日の属する年の春分の日における満潮時をいう。）

の水際線から，水面においては干潮時（指定の日の属する年の春分の日における干潮時を

いう。）の水際線からそれぞれ五十メートルをこえてしてはならない。ただし，地形，地質，

潮位，潮流等の状況により必要やむを得ないと認められるときは，それぞれ五十メートル

をこえて指定することができる。」としていることから，沿岸域の定義について，この海

岸保全区域指定の要件を借用することも考えられる。しかし，広辞苑では，「沿岸漁業」が，

「海岸から遠くない，普通は日帰りの航行が可能な範囲で営む漁業」と解説されているこ

とからすると，満潮時の水際線から陸側に50ｍ，干潮時の水際線から海側に50ｍの範囲を

沿岸域とするのは，余りにも範囲を限定しすぎているといわなければならない。
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第２　海外の事例

　他方，海外に目を転じれば，韓国には，「沿岸の効率的な保全・利用及び開発に関して

必要な事項を規定することによって沿岸環境を保全し，沿岸の持続可能な開発を追求して，

沿岸を快適で豊かな暮らしの場として造成することを目的」とした沿岸管理法がある。同

法２条は，１項で，「『沿岸』とは，沿岸海域と沿岸陸域をいう。」とした上で，２項で，「沿

岸海域を「海辺（満潮水位線から地籍公符に登録されている地域の間をいう）」及び「満

潮水位線から領海の外側限界までの海」とし，３項で，「沿岸陸域」を「無人島嶼」及び「沿

岸海域の陸側境界線から500ｍ（港湾法による指定港湾，漁港法による第１種漁港及び第

３種漁港，或いは産業立地法及び開発に関する法律による産業団地の場合には1000ｍ）範

囲内の陸地地域（河川法第２条第１項第２号の規定による河川区域を除外する）」として，

第５条の規定による沿岸統合管理計画で定める地域としている。

　また，沿岸域の陸側の範囲について，国によっては，図表１-１-１のとおり，数ｍから

数千ｍまで様々である。

第３　日本沿岸学会の提言

　上記2000年アピールでは，沿岸域総合管理の対象範囲について，以下のとおり，コアエ

リア，基本エリア，広域エリアの３段階に区分して，これらを総称して「沿岸域」とする

としている。

　コアエリア－「陸域は海岸植生の限界，おおむね100ｍから，海域は藻場の限界水深，

おおむね水深20ｍまで。沿岸域の特性が最も顕著に現れ，生態学的にも重要な水深20ｍま

での海域を含む沿岸域の中心区域。利用頻度は高いが，同時に環境保全に関する優先度が

図表１-１-１　各国の沿岸域における陸側の範囲

出典：「国土技術政策総合研究所資料№473」２頁
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最も高い区域。」

　基本エリア－「陸域は沿岸市町村の行政区域，海域は海岸線から沖合５海里まで。狭域

管理主体で主に対象とする沿岸域。地域的な利用との関連が深い沿岸域。」

　広域エリア－「陸域は海域に影響を与える河川流域の範囲，海域は領海まで。広域管理

主体で対象とする沿岸域であり，相互に影響を及ぼしあう陸域と海域の生態系を含む環境

を一体として捉えた区域。また広域にわたる利用も包含する沿岸域。」

　なお，三大湾（東京湾・大阪湾・伊勢湾），瀬戸内海及びそれと同様に一体的に管理す

る必要がある海域は，上記にかかわらず対象範囲を設定するものとしている。

第４　小括

　結局，沿岸域については，「海岸線を挟んで海域及び陸域を含むある程度の広がりを持

った帯状の区域」と理解した上で，どの程度の広がりを持たせるべきなのかは，沿岸域の

管理の趣旨に応じて，決定されるべきものであろう。

第２節　生態系からみた沿岸域の重要性
第１　日本の海岸線について

　日本は，ユーラシア大陸の東側，日本海を隔てて弧状に連なる列島で構成されている。

列島は北緯20度25分から北緯45度33分まで長さ約3000㎞にわたって位置し，約6800の島嶼

から構成され，その面積は約38万㎞2である。また，地形は起伏に富み，火山地・丘陵地

を含む山地の面積は国土の４分の３を占め，山地が海に迫って入り組んだ地形を形成し，

平野・盆地は小規模で山地の間及び海岸沿いに点在している。

　このような，日本列島の特徴を反映して，日本の海岸線は，約３万5000㎞にもなる。国

出典：国土交通省「我が国の海岸事業」１頁

図表１-１-２　各国の国土面積あたりの沿岸線延長
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土面積当たり（1000㎞2あたり）の海岸線延長は，91.3㎞であり，アメリカ（2.2㎞），ドイツ（6.8

㎞）は勿論，韓国（24.1㎞）やイギリス（51.4㎞）と比べても非常に長くなっている。

第２　日本の沿岸域の自然環境について

　海岸とその周辺の浅海域は，陸と海と大気の接点であり，潮の干満や波によって海中に

酸素が溶け込み，海底まで日光が差し込んで，浮遊性の植物性プランクトンに加え，底生

微小藻類の光合成を可能にすることで，海洋生物にとって良好な生息環境を形成している。

底生微小藻類（その多くは付着性ケイ藻である。）は，植物プランクトンに比べて弱い光

強度でも十分な光合成能を発揮するといわれている。また，海底に堆積した有機物の分解

によって溶出してくるリン，窒素，ケイ素等の無機栄養塩類を利用できるため，海底は藻

類の生育環境として優れている。底生微小藻類は，ゴカイ等の底生生物の餌となり，底生

生物は魚類等の食物連鎖上高次の生物の餌となる。また，底生微小藻類は光合成によって

底質に酸素を供給することで底生動物の生息環境を保証している。このように，海岸とそ

の周辺の浅海域は，魚介類をはじめとして，プランクトン，微生物，底生生物，海藻，海

草，そして鳥類など多様な動植物の宝庫となっている。

　光合成は二酸化炭素から有機物を作り出す作用であるため，一次生産の盛んな沿岸域で

は，光合成による二酸化炭素吸収量は大きい。光合成された有機物は，分解あるいは呼吸

によって，再び二酸化炭素を発生するので，系全体が正味吸収した二酸化炭素を算出する

のは，それらの差で評価しなければならないが，これを藻類による一次生産から，それら

の呼吸量を差し引いた「純一次生産量」を比較したのが図１-１-３である。

　外洋に比べて，大陸棚を含む沿岸域の単位面積当たりの純一次生産量がいかに高いかが

出典：日本海洋学会編「海と環境」189頁

図表１-１-３　水圏における純一次生産量
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わかる。沿岸域は高い一次生産を通じて温暖化の軽減にも寄与しているのである。

　そして，日本列島が，前述のとおり，長く複雑な海岸線を有していることに加え，気候

帯として亜熱帯から亜寒帯までを含み，南から黒潮，北からは親潮等が流れていることか

ら，海域には多様な環境が形成されている。日本近海には，世界に生息する112種の海生

哺乳類のうち50種，世界の約１万5000種の海水魚のうち約25％にあたる3700種が生息して

いる。また，日本の沿岸域には，豊かな生物相を持つ，干潟，藻場，サンゴ礁，砂浜，砂堆，

岩礁，海草帯，マングローブ林などの多様な生態系が形成されている。以下では，その中

でも，生物多様性にとって重要と思われる，河口，干潟，藻場，サンゴ礁について述べる。

第３　河口

　川と海とは様々な出会い方をする。清流のまま海に流れ下る川，河口域にマングローブ

林を成立させる川，河口が波によって塞がれて潟を形成する川，広い内湾干潟にゆっくり

と流れ込む川などである。しかし，どの川にも共通するのは，塩分の急激な変化があるこ

とである。川は支流を集めて流れ下るうちに，少しずつ濁りを増していくが，その濁りの

成分は，山から流れ出した土砂や落葉の分解物などである。下流に行くに従い流れが緩や

かになると，小さな粒子も川底に沈殿するようになるが，コロイド粒子と呼ばれる小さな

粒子は水に懸濁してなかなか沈殿しない。しかし，河口で海水のイオンと出会うと凝集し

て沈殿しやすくなる。そのため，川と海水が出会う辺りよりも下流には，肥沃な泥が堆積

した河床が広がる。また，川が運び込む栄養塩類は河口の植物プランクトンの増殖をもた

らすが，それらによって生産された有機物が，川が運びこむ有機物とともに，河口に集積

する。

　このような河口の泥の上にはヨシ原が発達している。一般に植物は，塩分濃度の高い場

所では生育できないが，ヨシは塩分濃度が海水の半分くらいの河口まで生育している。ヨ

シは根を泥の中に縦横に広げ，軟弱な泥をつなぎ止め，泥中の栄養塩類を吸収している。

また，ヨシ原に棲む，ゴカイ類，貝類，エビ・カニ類等の無数の生物が有機物を二酸化炭

素と水に分解し，水を浄化している。

　河口のヨシ原から海側の波の影響がほとんどない場所に，塩生湿地が広がり，丈の低い，

多肉質の塩生植物が生育している。アサザ科の塩生植物には，ハママツナ，シチメンソウ，

アッケシソウ等があり，キク科の塩生植物には，ハマヨモギ（フクド），ウラギク（ハマ

シオン）等がある。これらの塩生植物群落の周辺にはカニ類の生息地がある。この塩生湿

地の沖側には，広大な河口干潟が広がっている。

　波や海流によって運ばれてきた砂は，河口に砂州を作り，しばしば河口を塞いでしまう。

すると出口を閉ざされた水は行き場所を失い，海岸線の後背地に潟湖（ラグーン）を形成

する。潟湖の中には海との連絡を保ったままのものもあれば，海との連絡を失って淡水湖

になったものもある。潟湖は，川の流れと海流との相互作用によって形成された河口の一

形態で，川の氾濫，波浪による砂州の開閉など，川と海との微妙な拮抗作用が潟の自然に
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変化を与え続けてきた。このような変化の中で，各地の潟湖はそれぞれに特色ある生物相

と生態系を育み，特色ある風土を形成してきた。

　しかし，八郎潟や河北潟など本州にあった大規模な潟湖は干拓されてしまった。

　河口の水は，淡水と海水とが交じり合い中間的な塩分濃度の汽水となる。満潮時に潮が

遡る辺りを感潮域（汽水域）というが，塩分濃度が複雑に変化するこの感潮域には，広い

範囲の塩分濃度に耐えられる生物のみが生息する。そのような生物のうち底生生物の代表

がゴカイ類と二枚貝類である。ゴカイ類は，泥の中のデトリタス（プランクトンなどの生

物体の破片・死骸が海底に溜ったもの）やプランクトン等の小動物を大量に消費すること

によって泥の中の有機物や栄養塩類を体内に取り込み，また，魚類やシギ・チドリ類に大

量に捕食されることによってこれらを外部に搬出し，浄化機能を果している。また，アサ

リ等の二枚貝も，プランクトン等の海水中に懸濁している餌を，発達させた鰓で濾し取っ

て食べることで海水を浄化し，また，ヒトその他の捕食者によって外部に搬出され，浄化

機能を果している。

　河口は，浄化機能を備えた汽水生態系というだけでなく，河川生態系と海洋生態系の接

点としても重要である。川と海とを行き来する回遊魚には，降河回遊，遡河回遊，両側回

遊の３つの回遊形態がある。降河回遊魚は，ウナギのように海で生まれ，河川を遡上して

成長したのち，再び海に下るものである。遡河回遊魚は，サケ科の魚のように，淡水域で

生まれた後に海に下って成長し，産卵のために再び河川を遡上するものである。そして，

両側回遊魚は，アユやヨシノボリのように，遡河回遊魚と同様に繁殖場所は河川だが，遡

上を成魚期ではなく幼魚期に行うものである。日本には，10種のヌマエビ科と９種のテナ

ガエビ科の川エビが生息するがその多くは，両側回遊性の川エビである。

第４　干潟

　勾配が緩やかで，潮の干満に伴って，１日のうち数時間は干出するような河口付近等の

砂泥質の地形を干潟と呼んでいる。干潟が形成されるためには，入り江や湾によって十分

に遮断され，波浪の作用が弱いという地形的な条件と，流入河川による砂や泥の堆積作用

図表１-１-４　干潟のタイプ

出典：栗原康「干潟は生きている」13頁
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がなければならない。日本では潮位差の大きい太平洋岸で，また，内海や内湾でより発達

する。

　干潟には，波静かな内湾に発達した前浜干潟，川の土砂が河口に堆積した河口干潟，浅

海域の一部が砂州などによって外界と隔てられた潟湖干潟などのタイプがある。

　前浜干潟は，有明海，周防灘西，八代海，東京湾，三河湾等の内湾や沖縄本島で大規模

なものが多く，河口干潟は，有明海，周防灘西，伊勢湾，八代海，三河湾などに前浜干潟

規模のものがある。潟湖干潟は，本州で規模の大きいものは松川浦（福島県）くらいしか

残されておらず，網走，根室，釧路等北海道東部の海域に偏在している。

　干潟は，河川が運んできた有機物や栄養塩類が豊富で，また，干出の度に酸素の供給を

受けるために，藻類やバクテリアが繁殖しやすく，これを餌にするゴカイ類や貝類などの

底生生物，プランクトンや稚魚にとって格好の生息場所となっており，さらにはこれらを

餌にする魚類や鳥類にとっても重要な生息環境となっている。とりわけ，国境を越えて，

地球規模で渡りをするシギ・チドリ類にとって，日本の干潟は渡りの中継地・渡来生息地

として重要な機能を有している。

　また，干潟は，アサリ・アカガイなどの二枚貝類やクルマエビ・シバエビなどのエビ類，

ノリなど水産有用種が高密度に生息しており，良好な漁場となっているだけでなく，魚類

の産卵・稚仔魚の生育の場として，沿岸海域の資源涵養の機能を果している。

　さらに，干潟には河口の感潮域で述べたと同様の食物連鎖によるメカニズムから，干潟

の砂泥に堆積した有機物や栄養塩類が域外に取り除かれることによって，浄化機能を果し

ている。瀬戸内海における試算では，干潟1ha当たり下水道人口約7000人の浄化機能（炭

素浄化量換算）を有するとされる。また，干潟は，粒子の細かい砂泥によって形成されて

いるため，ある程度以深の底質は還元状態となっており，窒素の無機化に効果的であり，

無機物のガスとして窒素を大気に放出する脱窒作用も大きいといわれる。

　そればかりか，干潟の多くは内湾の奥部や河口付近に形成されるため，都市に近接した

場所にあり，都市部における自然環境が著しく劣化している中で，干潟は潮干狩りやバー

ドウォッチング等身近に親しめる自然としての重要性が増している。

第５　藻場

　藻場は，沿岸浅海域で，大型の海藻類もしくは海草類が繁茂し群落が発達した場所であ

る。転石，岩礁に発達する藻場は岩礁性藻場，砂泥域に発達する藻場は砂泥性藻場と呼ば

れている。藻場の形成に影響する環境要因は，波，光，着生基盤，栄養塩類等である。こ

れらの要因が満たされたときに，海藻や海草は群落を形成し藻場が成立する。

　海草は海藻とは異なり，はっきりとした根と葉を持ち，水や栄養塩類を輸送する通導組

織や空気を通す通気組織を持っている。そのため，海草は，海藻とは異なり，砂泥質の沿

岸海域にも広く分布するようになった。海草が陸上の被子植物と形態的に異なるところは，

葉に気孔を持たず，表面を覆うクチクラ層が薄い点であるが，このことは，干出すると乾
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燥に弱いという反面，葉の表皮細胞を通じて，無機塩類や二酸化炭素，酸素の出し入れを

活発に行えることを意味している。

　光を存分に受けた海草藻場は，高い生産性を有するが，それだけでなく，内湾生態系の

窒素やリンなどの栄養塩類の物質循環にとっても重要な機能を有している。藻場にもたら

される有機物には，藻場の外から運び込まれるデトリタス，海草の根から分泌される溶出

有機物，そして海草自身がちぎれて流出した植物遺体があるが，これらは，海草の根圏に

豊富に生息している微生物，特に細菌類によって活発に利用され，分解される。そして，

有機物の分解によって生じた窒素やリンは再び海草に吸収される。常に水中にある底質の

深層は潜在的に嫌気的になりやすいが，海草類は根や根茎に通気組織を発達させているた

め，光合成によって生じた酸素を根圏まで運ぶことを可能にしているのである。

　藻場には，その構成種から，アマモ場（水中顕花植物であるアマモ，リュウキュウスガモ，

ボウバアマモ等），ガラモ場（ホンダワラ科大型褐藻），コンブ場，アラメ場（アラメ，カ

ジメ，クロメ等の大型褐藻），ワカメ場，テングサ場，アオサ・アオノリ場等がある。こ

出典：加藤真「日本の渚」92頁

図表１-１-５　九州以北（上）と琉球列島（下）の藻場の景観
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のうち海洋生物の生息場所として重要なのはアマモ場，ガラモ場，コンブ場とアラメ場を

合せたケルプ群落である。

　藻場は，付着卵を産む魚類，イカ類に産卵場所を提供するだけでなく，海草・海藻の葉

体上に付着する微小藻類や微小動物が，孵化した稚仔魚等にとって，格好の初期餌料とな

るため，干潟同様，海の揺り籠として漁業資源涵養の場となっている。

第６　サンゴ礁

　サンゴはイソギンチャクやクラゲとともに刺胞動物門に属する肉食の動物である。その

個体はポリプあるいはサンゴ虫といわれている。サンゴは，触手の刺胞から発射した毒や

触手が分泌した粘液によって，プ

ランクトンなどの餌を捕らえて食

べる。これがサンゴの濾過食であ

る。サンゴの中で，石灰化と群体

生及び藻類共生を発達させたもの

が造礁サンゴである。サンゴは石

灰質の骨格を持った群体（コロニ

ー）からなっている。ポリプは出

芽を繰り返して，群体を形成して

ゆっくりと成長する。群体の形態

は種ごとに異なっている。サンゴ

は褐虫藻と呼ばれる渦鞭毛藻類を

細胞内に共生させている。サンゴ

は褐虫藻が光合成によって作り出

す産物（主にグリセロール）の余

剰分を受け取り，その代わりに不

要になった窒素化合物やリン酸塩

を褐虫藻に受け渡している。急激

な温度変化や塩分濃度の変化，強

い紫外線の照射，汚染物質の流入

などによって，褐虫藻がサンゴか

ら逃げ出してしまうことがある。

これが白化現象であり，褐虫藻を

失ったサンゴは，再び褐虫藻を獲

得することができずに死んでしま

うことも多い。

　また，サンゴは褐虫藻を体内に

図表１-１-６　サンゴのポリプの断面と組織の拡大図

出典：加藤真「日本の渚」145頁
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共生させることによって，光合成と石灰化という２つの能力を同時に発達させることがで

きた。石灰化とは，海水中に豊富に含まれるカルシウムイオンと重炭酸イオンから，二酸

化炭素と水を副産物として放出し，炭酸カルシウムを作り出す作用であるが，海水中の二

酸化炭素濃度が高まると逆向きの反応が増えることになる。石灰化が進むと二酸化炭素が

放出されることになるので，逆向きの反応が増えることになるはずであるが，石灰化によ

って放出された二酸化炭素は褐虫藻によって吸収され，光合成に使われるため，逆向きの

反応は起こらずに，石灰化が促進されることになる。このようにして，サンゴの石灰化は，

二酸化炭素を固定するのに役立っている。

　サンゴ礁は多様な生物に多様な生息場所を提供している。サンゴの表面で小動物を食べ

ているもの（サンゴガニ，テッポウエビ類，ハゼ類），サンゴの表面で濾過食をしている

もの（ワレカラ類，ウミシダ類，クモヒトデ類），サンゴの骨格に付着して濾過食を行っ

ているもの（ウミヒドラ類，ヘビガイ類，フネガイ類，ウミギク類，コケムシ類，群体ホ

ヤ類），サンゴの骨格に穿孔して濾過食をするもの（穿孔性カイメン類，ホシムシ類，ゴ

カイ類，二枚貝類，サンゴフジツボ類），ポリプをかじったり体液を吸ったりする捕食者（シ

ロレイシダマン類，クルマガイ類，ウミウサギ類，オニヒトデ），サンゴをついばむ魚類（チ

ョウチョウウオ類，スズメダイ類，ブダイ類）等，実に多様な生物がサンゴ礁を生息場所

にしている。

　このように数多くの生物が生息するサンゴ礁は，熱帯雨林と並んで，単位面積当たりに

生息する生物の種類が最も多い場所といわれており，生物多様性にとって極めて重要な生

態系である。

第３節　沿岸域の生態系の現状
第１　はじめに

　前記第２節で述べた，日本の沿岸域の生態系が，日本の社会経済の変革の影響を受けて，

どのような状況となったのかについて検討する。まず，日本の社会経済の変革の状況を述

べ，次いで，その結果，沿岸域の生態系がどのように変化していったのかについて述べる

こととする。

第２　日本の社会経済状況の推移

１　1950年代後半～1970年代前半（昭和30年代～40年代）

　1956年の経済白書は，経済が戦前の水準を回復し，戦後復興による経済成長から「近代

化」による新たな成長局面を迎える状況を「もはや『戦後』ではない」と表現した。高度

経済成長期の到来である。総人口が年率１～２％と急激に増加し，農村から都市へと人口

が移動した。重化学工業を中心とする産業構造に変わり，実質国内総生産（GDP）の年

増加は10％前後で推移した。

　エネルギー供給構造が，石炭，水力発電，薪炭から石油中心に変わり，一次エネルギー
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の輸入依存度は1950年代半ばの20％程度から1970年頃には約80％に増大した。また，核家

族化による世帯員数の減少，「三種の神器」などの耐久消費財の普及，自動車の普及など

によってライフスタイルが変化し，大量生産・大量消費の社会となった。

　これら，人口増加や都市への人口移動，エネルギー供給構造や産業構造の変化に応じて，

国土の全域で住宅や産業施設の整備が進み，また，経済成長の基盤として社会資本の整備

が進められた。1962年に全国総合開発計画が，1969年には新全国総合開発計画が策定され，

日本中で「日本列島改造ブーム」といわれる大規模開発が進められた。工業用地や住宅用

地のため，「太平洋ベルト地帯」などの平野部では都市が拡大し，沿岸部では埋立てが進

められた。そして，水需要の増大や都市等での洪水被害に対応して，河川ではダムの整備，

河岸の人工化や直線化が進められ，一部では大規模な砂利採取が行われた。沿岸部では台

風時の高潮などの被害に対応して，海岸の人工化が進められた。

　また，1950年代には隅田川が悪臭を発するようになるなど，産業排水や家庭排水により

河川・湖沼や海域で水質の悪化もしくは富栄養化が進んだ。1960年代頃からは，工業地帯

などで大気汚染が問題になり，水俣病の発生も確認された。

２　1970年代～1980年代（昭和50年代～60年代）

　1973年の石油危機をきっかけにして高度経済成長が終わり，実質GDPの増加は年率５

％前後となった。総人口の伸びは緩やかになり，都市への人口移動は鈍化した。「国土の

均衡ある発展」の考え方の下，国土の開発は地方にも及び，道路，鉄道，港湾，河川，海

岸などにおける社会資本の整備が進展した。

　1980年代後半にはバブル経済が発生し，産業や人口が首都圏に集中し，都市部では地価

が急上昇するとともに，都市周辺部では，1987年のいわゆるリゾート法（「総合保養地域

整備法」）に基づき，リゾート開発ブームが起こった。

３　1990年代～現在

　実質GDPの増加は一時的なマイナスも含めて３％未満で推移した。東京圏への人口移

動は継続しているが，総人口の伸びは鈍化し，2000年代前半には減少に転じ，2050年には

総人口が１億人を切るとともに，65才以上の高齢者が40％にも上るという人口減少・高齢

化社会が予測されている。

　経済・社会のグローバル化が進み，人・物の国を超えた出入りが増加した。貨物の輸

入量は，1950年には約1050万ｔであったが，1975年には約5.5億ｔ，1995年には約7.6億ｔ，

2005年には約8.2億ｔに増加している。

　社会資本の整備は依然として継続しているが，高度経済成長期から増加傾向にあった建

設投資額は，1990年代には減少に転じた。

　2000年代後半には一時的に石油価格が高騰し，エネルギーや食糧の供給の不安が高まり，

1990年代以降，二酸化炭素などの温室効果ガスの排出に伴う温暖化の進展など，地球規模

の環境問題への認識が急速に広がり，国際的な対応が求められるようになった。
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第３　日本の沿岸域の生態系の現状

１　開発等による沿岸域生態系への影響の概要

　高度経済成長期における埋立て・浚渫，海砂利の採取，人工構造物の設置などの開発・

改変によって，干潟，藻場，サンゴ礁，砂浜，岩礁や砂堆などの浅海域が大幅に縮小した（図

表１-１-７）。その後の社会経済状況の変化により，沿岸生態系に対する開発・改変の圧力

は低下しているが，継続的な影響が懸念されている。また，海岸侵食の加速や地球温暖化

が懸念されている。

　1950年代後半から1980年頃まで毎年40㎞2前後の浅海域が埋め立てられたが，1990年以

降は年間10㎞2前後に低下している（図表１-１-８）。

　海砂利の採取量は，1960年代に増加し，1970年代後半までは毎年約7000万ｔ～9000万ｔ

図表１-１-７　沿岸生態系の規模の変化

出典：環境省「生物多様性総合評価報告書」164頁（表III-６）
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以上採取されていた（図表１-１-９）が，瀬戸内海では規制が進むなどして近年では年間

4000万ｔを下回っている。

２　海岸の人工化

　堤防・護岸等が整備された海岸線の延長は，特に1960年代から1970年代にかけて増加し，

現在では約１万㎞に及び，全海岸延長の約30％を占めている（図表１-１-10）。また，海岸

の人工化によって，汀線に人工構造物がない海岸（自然海岸）延長は，1978年には全海岸

延長の約60％，1998年には約50％と低下している。自然海岸の延長は，岩礁海岸よりも，

図表１-１-９　砂利等採取量の推移

出典：環境省「生物多様性総合評価報告書」161頁（図III-21）

出典：環境省「生物多様性総合評価報告書」161頁（図III-20）

図表１-１-８　浅海域の埋立面積の推移
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砂浜海岸において減少している傾向が

ある（図表１-１-11）。

３　干潟の縮小

　干潟は，内湾に多く，開発されやす

いため，高度経済成長期における埋立

て・干拓によって大幅に縮小した。多

くの干潟は，後背地の陸域が改変され

たことにより，海岸同様，陸と分断さ

れる傾向にある。全国の干潟の面積は，

1945年には約840㎞2であったが，1978

年頃には約550㎞2に減少し，約40％の

干潟が消失した（図表１-１-12）。瀬戸

内海では，1945年から1990年頃の約50

年間で，210㎞2から約120㎞2に半減し，

東京湾では，同じ50年間に約100㎞2か

ら約20㎞2と約80％減少した。

４　藻場の縮小

　藻場の分布は，北海道，青森，石川，

静岡，長崎の５道県で全国の50％以上

を占め，特に海草藻場の約30％が北海

道に分布する。海草藻場は埋立て等の

改変や水質汚濁などにより，また，海

藻藻場はこれらに加えて潮焼けなどに

よって大きく縮小した。1970年代前半

の全国の藻場面積が約2100㎞2であっ

たのに対し，1990年頃には約2010㎞2

と４％ほど減少し，1990年代から2000

年代にかけて更に減少したと推計され

ている（図表１-１-13）。

　なお，藻場減少要因の１つとして，

海水温の上昇による亜熱帯性の植食性

の魚類等の滞留が指摘されている。ま

た，一部の海域では，ガラモ場の種組

成が温帯性のホンダワラ類から亜熱帯

性のホンダワラ類へ変化しており，地

球温暖化の影響が指摘されている。

図表１-１-10　堤防・護岸等の延長及びその割合

出典：環境省「生物多様性総合評価報告書」巻末資料４
（データ27-③）

図表１-１-11　自然・半自然・人工海岸の延長の推移

出典：環境省「生物多様性総合評価報告書」巻末資料４
（データ27-④）

図表１-１-12　干潟面積の推移

出典：環境省「生物多様性総合評価報告書」巻末資料４
（データ27-⑤）
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図表１-１-13　藻場面積の推移

出典：環境省「生物多様性総合評価報告書」巻末資料４（データ27-⑦）

図表１-１-14　サンゴ群集面積の推移とサンゴ被度

出典：環境省「生物多様性総合評価報告書」巻末資料４（データ27-⑧）



－20－

第１編　沿岸域の保全・再生の現状

５　サンゴの減少

　サンゴ礁の礁地内におけるサンゴ群集の面積は，1978年頃の約360㎞2から1990年頃の

約346㎞2に，４％ほど減少した（図表１-１-７）。沖縄島では15％の減少であった。また，

1970年代，南西諸島等におけるサンゴの被度はほぼ100％であったとされるが，1990年頃

のサンゴ群集では，約60％が被度５％未満，約90％が被度50％未満であり，全体としてサ

ンゴの被度が低い状態となっている（図表１-１-14）。

　このようなサンゴの規模の縮小や質の低下の要因としては，埋立てなどの外に，赤土の

流入，オニヒトデの食害，サンゴの白化，海洋の酸性化などが指摘されている。

６　砂浜や砂堆の縮小

　各地で海岸侵食が進んで砂浜が縮小しており，その速度を増している。その背景とし

て，海砂利の採取，川砂利の採取やダム建設に伴なって土砂供給が減少していること及び

陸から海に突き出た構造物などによって漂砂システムが変化すること等で砂浜環境が影響

図表１-１-15　砂浜の侵食速度の変化

出典：環境省「生物多様性総合評価報告書」巻末資料４（データ27-⑪）
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を受けたことが指摘されている。全国の

砂礫海岸の侵食速度は，20世紀初頭（明

治中期）から，1970年代後半までは年間

約0.7㎞2であったが，1970年代前半から

1990年代前半までは年間約1.6㎞2となっ

ている（図表１-１-15）。

　瀬戸内海・有明海・八代海等では，度

重なる海砂利の採取により，潮流によっ

て浅瀬に形成された砂堆が縮小している

といわれている。さらに，海砂利の採取

は，アマモ場の減少の原因となったとさ

れ，また，採取による深堀り跡は，貧酸

素水塊の発生や底生生物の生息環境の悪

化の一因として指摘されている。

７　閉鎖性海域の水質の変化

　海水の富栄養化によって生じる赤潮や

青潮が東京湾，伊勢湾，瀬戸内海におい

て発生した件数は，近年では減少する傾

向がみられる（図表１-１-16）。しかし，

閉鎖性海域における環境基準（BOD，

COD）の達成度は，1970年代半ばから

90年代にかけては改善する傾向を示した

が，近年はやや悪化する方向で推移して

いる（図表１-１-17）。生活排水などで富

栄養化が進行する一方で，都市部の河口域で干潟などの浄化機能を持つ生態系が減少する

傾向にあることが原因と指摘されている。

８　沿岸・海洋域における保護地域等の現状

　沿岸・海洋域の重要な海域には自然公園，鳥獣保護区などの保護地域が指定されている

が，干潟をはじめ，藻場，サンゴ礁などの海域のカバー率は低い。藻場，サンゴ礁の４～

５割程度が，国立・国定公園を主とした保護区に指定されているが，そのほとんどは規制

の緩やかな普通地域となっており，干潟のうち保護区が指定されているものは１割程度に

止まっている。2011年３月策定の海洋生物多様性保全戦略では，国立公園の海域公園地区

については，2012年度末までに2009年の2359haから約4700haに倍増することが目標とさ

れている。

図表１-１-16　東京湾，伊勢湾，瀬戸内海における
赤潮・青潮の発生件数

出典：環境省「生物多様性総合評価報告書」巻末資料４
　　　（データ27-⑫）

図表１-１-17　閉鎖海域における環境基準（BOD又
はCOD）の達成度

出典：環境省「生物多様性総合評価報告書」巻末資料４
（データ27-⑬）
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第２章　我が国における沿岸域の現状

第１節　総論
第１　沿岸域の機構と機能の概観

　海は，陸域と河川によりつながっていて，河川によって，水だけでなく土砂，窒素とリ

ンの栄養塩類が供給され，魚類等の生物が往来し，陸域内の水系と一体となったものであ

る。

　海岸の砂浜は，海に流入する河川や海岸の海食崖から土砂が供給されて形成されている

もので，砂は留まっているのではなく沿岸漂砂として絶えず移動していて，その動的平衡

のもとで砂浜は維持されている。河川によって海に土砂が流れ出ると，外海では，波浪作

用が強いため，河口周辺で土砂粒子の分級が行われ，細砂よりも細かいシルト，粘土は拡

散し，細砂以上のより大きい粒径のものは河口沖にテラス状の砂州（河口テラス）を作っ

て河口デルタを発達させ，その後，波の作用によって沿岸方向に漂砂として運ばれる。こ

れに対して，汽水湖を含む内海の内湾では，波浪作用が弱いため，河口沖に細砂だけでな

く，シルトや粘土を大量に堆積して干潟や浅場が形成される。

　陸域に取り囲まれている内湾では，上記のように，河川から供給される土砂によって干

潟や浅場が形成され，河川から栄養塩類が供給されるとともに，河川水が流入するととも

に湾口を介して外海と繋がっていて，流入する河川水の流量と湾口の大きさに応じた外海

との海水交換があり，潮汐変動による上層と下層との混合の下で，その湾特有の物理的化

学的環境が形成されている。これらの下で，干潟で生育・生息する付着性藻類，貝類や甲

殻類，バクテリア等の底生生物，浅場に生育するアマモなどの海草（藻）類，そこを産卵

域とする魚類などが生息し，その上にこれらを捕食する魚類更に鳥類など多様な生物が生

息し，さらには漁業等の人間の営みが成り立ち，もって健全な物質循環が維持されるとと

もに豊かな生態系が形成されて，豊かな海が成り立っていた。

第２　沿岸域の環境の悪化とその原因

１　内湾，特に閉鎖性海域における環境の悪化

　内湾，特に閉鎖性海域における環境の悪化について，早くから深刻な環境の悪化を起こ

していて水質総量削減がなされている東京湾，伊勢湾，大阪湾及び大阪湾を除く瀬戸内海

を代表例として中心的に述べ，その他の内湾については必要に応じて付記して検討する。

⑴　内湾における環境の悪化の機構

　①　水質汚濁の発生機構

　閉鎖性の内湾においては，外海と海水交換しにくいため，汚濁物質が内部に蓄積し

やすい。また，夏期には，海面の水温上昇と河川からの淡水の流入により成層構造が

発達し，海水が鉛直方向に混合しにくくなるため，底層の溶存酸素量が少なくなりや

すい。このため，閉鎖性の内湾においては，有機物（その量は有機物を分解するのに
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必要な酸素の量である化学的酸素要求量COD㎎／Ｌで示される。）及び有機物の原因

物質である栄養塩類の窒素とリンの濃度が高くなりやすく，これらを原因とする赤潮

や貧酸素水塊といった海域環境上の問題が発生している。上記した沿岸域の機構がう

まく働かなくなっているのである。

　水質汚濁防止法施行規則１条の３第１項２号においては，「閉鎖性海域」は（式２-１）

によって求められる「閉鎖度指数」が１以上である海域としている。

　閉鎖度指数＝（√Ｓ×D1）／（Ｗ×D2）・・・・・・・（式２-１）

　ここに，Ｓ：海域面積，Ｗ：湾口幅，D1：湾内最大水深，D2：湾口最大水深

　上記閉鎖度指数によって「閉鎖性海域」に指定された内湾や汽水湖は，東京湾，伊

勢湾，瀬戸内海をはじめとして，88海域である。第２で取り上げる事例のうち英虞湾，

有明海，中津干潟（瀬戸内海）はこの閉鎖性海域での事例である。

　閉鎖性の内湾における水質汚濁の発生機構（メカニズム）の概要を図表１-２-１に

示す。水質汚濁に影響する主な要因には，原因物質である有機汚濁物質（COD）及

びその原因物質である栄養塩類（窒素とリン）の発生源である工場・事業場（産業系），

下水処理場等（生活系），農地・畜産場等（農業系その他）から河川を通じてあるい

は直接の流入があり，湾内における栄養塩類を原因物質とする有機物の内部生産，発

生した有機物の沈降，堆積及び堆積した有機物の分解，これらを引き起こす要因とし

て，河川からの淡水の流入，外海との海水交換，潮流・潮汐による海水の移動・混合

などがある。その他，栄養塩類による植物プランクトンの発生の要因として水温，日

図表１-２-１　閉鎖的内湾の水質汚濁の発生機構

出典：中央環境審議会『第７次水質総量削減の在り方について（答申）』（2010）
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射量等の気象条件があり，湾内における物質循環を担っているのが生物による食物連

鎖と漁業による取上げであり，無酸素あるいは低酸素の嫌気的条件下での底質からの

栄養塩類の水中への溶出もある。これらが複雑に絡み合いながら，閉鎖性の内湾の環

境の悪化が生じている。

　②　赤潮の発生機構

　内湾における赤潮は，海水が成層化して上層と下層の混合が起こりにくい状態とな

ったとき，植物プランクトンの増殖に必要な十分な日照と窒素・リンの栄養塩類の供

給があるという基礎的要因の上に，降雨後の河川水の大量流入による塩素量の低下と

いった物理的刺激等の誘発要因が加わって発生するものと考えられている。

　③　貧酸素水塊の発生機構

　河川等から栄養塩類を含む汚濁負荷の流入があったとしても，干潟や浅場に生息す

る二枚貝などによる懸濁態有機物の取込み，干潟でのバクテリアによる硝酸態窒素を

窒素ガスに変える脱窒作用による大気中への放散，干潟での付着藻類，浅場でのアマ

モなど海草（藻）類による汚濁原因物質の栄養塩類（窒素とリン）の吸収・固定，干

潟でのバクテリアやゴカイ類等の底生動物による藻類等の捕食，これらの甲殻類の捕

食，浅場を産卵域とする魚類によるその捕食，更にこれらを捕食する魚類，これら魚

介類や底生生物を捕食する鳥類，さらには漁業による取上げにより，有機物の増加は

抑えられる。しかし，汚濁負荷量の一層の増加や，埋立てによる干潟や浅場の減少，

それによる貝類等の減少，汚濁による海草（藻）類の減少，これらによる魚介類の減

少によって富栄養化して，植物プランクトンの大増殖によって赤潮が発生すると，そ

の死骸である有機物が大量に沈降し海底に堆積する。堆積した有機物はバクテリアに

より無機化されるが，この時に水中に溶存している酸素が消費され，酸素が上層等か

ら供給されないと溶存酸素量DOが減少し，消費に追いつかなくなると，貧酸素状態

となる。このようにして発生した貧酸素水のまとまりを貧酸素水塊という。魚やエビ・

カニのように水中を活発に動き回る生物にはDO4㎎／Ｌ，貝などあまり活発に動かな

い生物でもDO3㎎／Ｌが必要である。

　底質が貧酸素状態になると，堆積していた窒素とリンが海中に溶出して，汚濁の原

因となる。また，底層の貧酸素水塊が陸からの強い風や潮の流れなどによって生じる

鉛直対流により沿岸に向かって上昇（湧昇）するのが青潮あるいは苦潮（名称はいず

れも貧酸素状態において嫌気性細菌の硫酸還元菌によって生成される硫化水素に由来

する。）といわれているものであり，これが発生すると，海中や浅場を中心とした海

底に生息する生物が貧酸素の水によって大量に死滅する。

⑵　流入汚濁負荷量の増大による水質汚濁

　①　水質汚濁の激化と水質総量削減制度

　内湾，特に東京湾，伊勢湾，大阪湾は，1960年代の高度経済成長期において，埋立

地を含む陸域からの産業化による工業排水，都市化による生活排水によって，水質汚
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濁（有機物量の増大）が激しくなった。さらには大阪湾以外の瀬戸内海でも，第二次

全国総合開発計画の下で陸域の開発が進み，水質汚濁が激しくなった。

　そのため，1966年に公害対策基本法が制定されて水質環境基準が設けられ，1970年

に制定された水質汚濁防止法により工場・事業所の排水規制（濃度規制）が行われ，

閉鎖性が強く汚濁の激しい東京湾，伊勢湾，瀬戸内海については排水の総量規制が行

われ，さらに，1979年に水質汚濁防止法の改正及び瀬戸内海環境保全特別措置法によ

ってCODを指定項目として総量削減基本方針に基づく総量削減が行われるようにな

った（現在の総量削減基本方針は2011年６月に策定された第七次総量削減基本方針）。

　しかし，内湾に流入するのは有機物だけではなく，栄養塩類である窒素とリンも多

く，これらの湾内流入によって栄養塩類過多の富栄養化が起こり，植物プランクトン

の異常な増殖である赤潮を発生させるなど，富栄養化による水質汚濁が顕在化した。

そのため，2001年策定の第五次水質総量削減基本方針からは窒素とリンも指定項目と

なった。

　②　水質濃度の推移

　ア　COD

　CODの水質総量削減基本方針の東京湾，伊勢湾（三河湾を除く。），三河湾，大阪湾，

瀬戸内海（大阪湾を除く。）の1979年の総量削減基本方針策定後の推移は以下のとお

りである。

　図表１-２-２のとおり，CODの濃度は，東京湾，三河湾が最も高く，続いて大阪

湾，伊勢湾（三河湾を除く。），大阪湾を除く瀬戸内海の順となっている。1981年度か

ら2008年度までのCOD濃度の推移は，東京湾，大阪湾においては低下傾向が見られ，

伊勢湾（三河湾を除く。）は横ばいで推移し，三河湾も全体としては横ばいで推移し

ている。大阪湾を除く瀬戸内海ではわずかに上昇傾向が見られる｡

　イ　窒素とリン

　図表１-２-３のとおり，窒素とリンの水質総量削減基本方針の東京湾，伊勢湾（三

河湾を除く。），三河湾，大阪湾，瀬戸内海（大阪湾を除く。）の1979年の総量削減基

本方針策定後の推移は以下のとおりである。

　窒素（全窒素：Ｔ－Ｎ）の濃度は，東京湾が最も高く，続いて大阪湾，三河湾，伊

勢湾（三河湾を除く。），大阪湾を除く瀬戸内海の順となっている。1981年度から2008

年度までの推移は，東京湾，大阪湾においては低下傾向が見られ，伊勢湾（三河湾を

除く。），三河湾及び大阪湾を除く瀬戸内海においては，ほぼ横ばいで推移している。

　図表１-２-４のとおり，リン（全リン：Ｔ－Ｐ）の濃度は，東京湾が最も高く，続

いて三河湾，大阪湾，伊勢湾（三河湾を除く。），大阪湾を除く瀬戸内海の順となって

いる｡ 1981年度から2008年度までの推移は，東京湾，大阪湾においては低下傾向が見

られ，三河湾においては一時上昇して低下して横ばいに推移し，伊勢湾（三河湾を除

く。）及び大阪湾を除く瀬戸内海では横ばいで推移している。



－29－

第２章　我が国における沿岸域の現状

図表１-２-２　海域別COD濃度の推移

出典：中央環境審議会『第７次水質総量削減の在り方について（答申）』（2010）

図表１-２-３　海域別窒素濃度の推移

出典：中央環境審議会『第７次水質総量削減の在り方について（答申）』（2010）

図表１-２-４　海域別リン濃度の推移

出典：中央環境審議会『第７次水質総量削減の在り方について（答申）』（2010）
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　③　水質環境基準達成率の推移

　東京湾，伊勢湾，大阪湾，瀬戸内海（大阪湾を除く。）のCODについての環境基準

達成率の推移は図表１-２-５，窒素とリンについては図表１-２-６のとおりである。

　また，東京湾，伊勢湾，大阪湾，瀬戸内海（大阪湾を除く。），瀬戸内海全体の

COD，窒素とリンについての2008年度の類型別の環境基準達成率は図表１-２-７のと

おりである。

　CODについては，1981年から2008年の間，環境基準達成率は上昇していない。類

型別にみると，環境基準を100％達成しているのは基準値の大きいＣ類型で，基準値

が厳しいＡ類型ほど環境基準達成率が低い。

　また，窒素とリンについては，瀬戸内海（大阪湾を除く。），大阪湾，伊勢湾の順で

環境基準達成率の向上があるが，東京湾では横ばいである。類型別にみると，COD

と同様に，環境基準を100％達成しているのは基準値の大きい類型で，基準値が厳し

い類型ほど環境基準達成率が低い。

　④　水質汚濁負荷量の推移

　COD及び窒素とリンの負荷量の東京湾，伊勢湾，瀬戸内海の1979年の総量削減基

本方針策定後の推移は図表１-２-８のとおりである。

図表１-２-５　CODの環境基準の達成率の推移

出典：中央環境審議会『第７次水質総量削減の在り方について（答申）』（2010）

図表１-２-６　窒素とリンの環境基準の達成率の推移

出典：中央環境審議会『第７次水質総量削減の在り方について（答申）』（2010）
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　COD負荷量は，水質

総量削減が開始された

1979年度において，東京

湾では477ｔ／日，伊勢

湾では307ｔ／日，瀬戸

内海では1012ｔ／日であ

ったが，2004年度では，

東京湾では211ｔ／日，

伊勢湾では186ｔ／日，

瀬戸内海では561ｔ／日

となっている｡ 東京湾で

は56％，伊勢湾では39％，

瀬戸内海では45％が削減

されたことになる。

　窒素負荷量は，1979年

度において，東京湾では

364ｔ／日，伊勢湾では

188ｔ／日，瀬戸内海で

は666ｔ／日であったが，

2004年度では，東京湾で

は208ｔ／日，伊勢湾で

図表１-２-７　COD，窒素とリンの類型別環境基準達成率（2008年度）

出典：中央環境審議会『第７次水質総量削減の在り方について（答申）』（2010）

図表１-２-８　海域別汚濁負荷量の推移

出典：中央環境審議会「第７次水質総量削減の在り方について」諮問関係
資料
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は129ｔ／日，瀬戸内海では476ｔ／日となっている。東京湾では43％，伊勢湾では31

％，瀬戸内海では29％が削減されたこととなる｡

　リン負荷量は，1979年度において，東京湾では41.2ｔ／日，伊勢湾では24.4ｔ／日，

瀬戸内海では62.9ｔ／日であったが，2004年度では，東京湾では15.3ｔ／日，伊勢湾

では10.8ｔ／日，瀬戸内海では30.6ｔ／日となっている。東京湾では63％，伊勢湾で

は56％，瀬戸内海では51％が削減されたこととなる｡

⑶　赤潮及び貧酸素水塊の発生

　①　赤潮

　過剰な量の栄養塩類に，日照，水温，塩分濃度の条件がそろうと，植物プランクト

ンの異常な増殖である赤潮が発生する。

　東京湾，伊勢湾，大阪湾，大阪湾を除く瀬戸内海の発生件数の1979年の総量削減基

本方針策定後の推移は図表１-２-９のとおりである。

　赤潮の発生件数は，東京湾においては，1979年から2007年までの間，年間50件前後

で横ばいで推移している。伊勢湾においては，1979年から2003年までの間，年間159

件から50件程度にまで減少し，その後は横ばいで推移している。瀬戸内海については，

1975年前後に年間200～300件程度の赤潮が発生していたが1987年に年間100件程度に

減少して，その後は横ばいで推移している。大阪湾については，1979年から1985年ま

での間，年間40件前後の赤潮が発生していたが，その後は年間30件程度で横ばいで推

移している。

　②　貧酸素水塊

　夏季に生じやすい成層化により上層と下層の海水混合が起こりにくくなると，堆積

している有機物の分解のために酸素が消費され補給もなくなるので，底層の溶存酸素

濃度が低下し，貧酸素水塊が発生する。

　東京湾，三河湾，伊勢湾（三河湾を除く。），大阪湾，瀬戸内海（大阪湾を除く。）

図表１-２-９　赤潮発生件数の推移

出典：中央環境審議会『第７次水質総量削減の在り方について（答申）』（2010）
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の夏季の底層の溶存酸素濃度DOの1979年の総量削減基本方針策定後の推移は図表１-

２-10のとおりである。

　夏季の底層のDOは，大阪湾を除く瀬戸内海が最も高く，続いて大阪湾，三河湾，

伊勢湾（三河湾を除く。），東京湾の順となっている。1981年度から2008年度までの推

移を見ると，東京湾については３㎎／Ｌ台の低い濃度で推移している。伊勢湾（三河

湾を除く。），三河湾，大阪湾については４㎎／Ｌ前後で推移し，大阪湾を除く瀬戸内

海については６㎎／Ｌ台で横ばいに推移している。

　東京湾，伊勢湾，大阪湾では，夏季を中心として成層化し，底層において溶存酸素

量の著しく少ない貧酸素水塊が発生している。図表１-２-11の伊勢湾の例にみられる

ように，大規模な貧酸素水塊が底層に数か月にわたって存在していることが明らかに

なっている。

　貧酸素水塊の発生は，そこに生息する底生生物を死滅させ，更にこれを捕食する魚

類等の生物を減少させ，生物多様性が大きく損なわれている。その上，底層の貧酸素

水塊が陸からの強い風や潮の流れなどによって生じる鉛直対流により沿岸に向かって

上昇（湧昇）する青潮（苦潮）が発生すると，海中や浅場を中心とした海底に生息す

る生物が大量に死滅し，内湾の生物多様性は一層大きく損なわれている。このままで

は生き物のいない海になりつつある。

⑷　干潟及び藻場の減少

　東京湾，伊勢湾（三河湾を除く。），瀬戸内海の干潟面積の推移は，図表１-２-12の

とおりである。

　環境庁が実施した自然環境保全基礎調査によると，東京湾における干潟の面積は

1945年の約9400haから大幅に減少し，1978～79年の約1000ha，1998～97年では約

1700haである。伊勢湾における干潟の面積は1955年に4900haであったが，大幅に減

少し，2000年では約1800haである。瀬戸内海における干潟の面積は，1949年から1978

図表１-２-10　夏季における底層DOの推移

出典：中央環境審議会『第７次水質総量削減の在り方について（答申）』（2010）
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年にかけて減少し，その後更に減少して1995年から2006年にかけてやや増加して約

１万1900haである。

　東京湾，伊勢湾，瀬戸内海いずれの海域においても，1950年頃と比べて，1980年以

降は干潟の面積が大きく減少している。

⑸　干潟と浅場の保全と再生の必要性（水質改善機能の悪化と改善の必要性）

　①　1979年から実施された水質総量削減基本方針によって海域に流入する汚濁負荷量

は，COD，窒素とリンいずれにおいても，減少している。

　しかし，水質濃度は，COD，窒素とリンいずれにおいても，改善されておらず，

図表１-２-11　伊勢湾における底層DOの分布（2008年）

出典：中央環境審議会『第７次水質総量削減の在り方について（答申）』（2010）
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環境基準の達成率も上昇していない。

　その上，赤潮の発生件数は，全ての海域で1995年以降は減少していない。また，毎

年のように，夏季に成層化することにより底層の溶存酸素量が著しく低下し，貧酸素

水塊が発生している。赤潮と貧酸素水塊の発生，特に貧酸素水塊が陸からの強い風等

によって生じる鉛直対流により沿岸に向かって上昇（湧昇）する青潮（苦潮）はそこ

に生息する生物を死滅させており，内湾の生物多様性は大きく損なわれつつある。

　内湾は，ようやく生活排水対策がある程度進んで流入する汚濁負荷量が減少してい

るにもかかわらず，水質環境基準の達成率が頭打ちになっただけでなく，赤潮や夏季

図表１-２-12　干潟面積の推移

出典：中央環境審議会『第７次水質総量削減の在り方について（答申）』（2010）
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に底層で貧酸素水塊が発生しており，生物多様性と豊かな生態系は大きく損なわれる

ようになっている。

　このような状態は，流入する汚濁負荷量の削減だけでは，内湾の環境，とりわけ生

物多様性に富んだ豊かな海への改善に結びつかないということを示している。

　②　海域内において水質改善機能を有する干潟と浅場は，1950年頃に比べると大きく減

少し，1979年以降も減少したままである。かつてあった干潟と浅場の藻場による水質

浄化機能が失われて損なわれたままであることが，流入する汚濁負荷量を削減しても，

それに応じたように水質が改善されず，赤潮，さらには底層の貧酸素水塊が毎年のよ

うに発生している大きな要因と認められる。

　このように，多くの干潟と浅場が失われてきているので，残された干潟と浅場の藻

場を保全するのは当然のこととして，埋立て等によって失われた干潟と浅場及び浅場

の藻場を復活し再生することが内湾の環境及び生物多様性の改善には不可欠である。

　国分秀樹氏が，英虞湾において，干拓で失われた干潟を干潟として再生復元するこ

とによって，生物量が増大することにより，植物プランクトン等の懸濁態有機物の吸

収・分解量が大きく増加して物質循環量が増大し，汚濁物質である懸濁態有機物が減

少して，貧酸素化の原因となる懸濁態有機物の沈降・堆積量が減少することを含めて，

湾内の環境が改善されることを，数値モデル解析によって明らかにしている（国分秀

樹「英虞湾干潟域の生物生息機能・物質循環機能の定量的評価と生態系再生手法に関

する研究」『三重県水産研究所研究報告18号』（2009））。第２節第２で報告する英虞湾

再生の取組はこれを基礎理論として行われ，成果を上げつつある。

　また，ダムの建設は，内湾に河川から流入する土砂を減少させ，ダム湖で形成され

る汚濁物質の流入もあって，上記第１で述べた河川から供給される土砂によって形成

されている河口沖の干潟や浅場，特に砂干潟や浅場の藻場を次第に消失させる。八代

海に流入する球磨川では，荒瀬ダム，瀬戸石ダム，市房ダムが建設され，砂利採取も

あって，八代海に流入する砂の量が大きく減少し，汚濁物質の流入が増加した。その

結果，球磨川河口は，砂干潟が泥化し，中州も消失し，濁りのために藻場も消失して，

地形と地質は大きく変化した。しかし，現在，荒瀬ダムの撤去工事が始まり，可動ゲ

ートが開けられたことにより球磨川河口は干潟が回復しつつある。今後必要なことは，

球磨川における荒瀬ダムの撤去のように，横断構造物の撤去等によって内湾に流入す

る土砂を増やし汚濁物質を減少させて，干潟や浅場を回復することである。

　しかし，以上のように干潟や浅場の重要性が認識されるようになったにもかかわら

ず，第２節第４で報告する泡瀬干潟の例に見られるように，埋立てが不明確な目的の

ために行われている。

⑹　その他の内湾の水質改善機能とその悪化

　①　潮流による海水混合

　干潟や浅場のほかに，内湾の水質浄化機能を果たしているものに上層と下層が乱さ
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れて混合することがある。これによって，水中の溶存酸素が上層から下層まで行き渡

り，底層の溶存酸素量も生物の生存に必要な濃度に維持される。上層と下層に分かれ

て成層化すると，上層水と下層水の混合がなくなり，上層から下層への酸素の供給が

途絶える。この上層と下層の混合を引き起こす大きな要因が潮流の強さである。潮流

の強さは潮汐変動（干満の水位差）に影響され，内湾のその大きさは，当該内湾の振

動の固有周期と外海から進入してくる潮汐波の周期（特に主な成分である月に起因す

る周期12.42時間の分潮・M2分潮12.42）との関係で決まり，両者の周期が近いと共振

して潮汐は大きくなり，両者の周期が遠くなると潮汐は小さくなる。第２節第１で報

告する有明海は，固有周期がM2分潮12.42時間に近いため，この共振作用により干満

差が約５ｍに達する大きな潮汐変動が生じて強い潮流が生じ，上層と下層の水が混合

して底層の貧酸素化は生じていなかった。内湾の固有周期は，当該内湾の面積が小さ

いと小さくなるので，埋立てや締切堤によって面積が減少すると潮汐波の周期から離

れるため共振作用が弱まり，干満差が小さくなって潮流が弱まる。これによって，上

層と下層が混じり合わない成層化が，干満差の小さい小潮時に特に生じやすくなり，

上層からの酸素の供給がなくなった底層では，大量の有機物があるとその分解に酸素

が消費されて，貧酸素化が生じる。

　有明海では，陸域からの汚濁負荷量は増大しておらず変化していないのに，諫早湾

干拓事業の潮受堤防による締切の後，特にその内部湾である諫早湾，更に有明海湾奥

部において，表層が熱せられて底層との温度差ができやすい夏季において，干満差が

小さく潮流の弱まる小潮時，あるいは表層の塩分濃度が減少して密度流が生じやすい

河川（筑後川）の洪水後に，成層化して底層の貧酸素化が生じるようになった。

　これに関連して，物質循環の変化として，有明海湾奥部では，潮受堤防による締切

後は，締切前には赤潮が生じていなかった降水量でも赤潮が長期にわたって生じるよ

うになり，それが沈降して底層の有機物量が増大しているが，このように赤潮が大規

模になった原因は成層状態が長期にわたるようになったためであるという研究者から

の指摘もある。また，諫早湾では，潮受堤防による締切前は，潮汐流が強くて赤潮が

起きないし，懸濁物は湾奥の干潟に運ばれて湾外に出ない状況にあったが，締切後は，

赤潮が多発するようになり，調整池で大量に発生したものも合わせて生成された懸濁

物が湾外の有明海に排出されるようになり，有明海湾奥部への鉛直循環流に組み込ま

れ，懸濁物が有明海湾奥部に運ばれて貧酸素化を大規模にしているという研究者から

の指摘もある。

　諫早湾の貧酸素化は，潮受堤防による締切によって潮流が弱まったことが物理的原

因である。有明海の湾奥部については，潮受堤防による締切後は，漁民は流れが弱く

なったことを体感している。そして，潮受堤防による締切後，諫早湾口付近では，例

えば島原半島沿岸部では，有明海のそこより奥の湾面積の減少率（約５％）を上回る

４～５倍の潮流減少率（21～27％）が観測されており（湾面積の減少に対して潮流の
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減少が非線形ということである。），湾面積減少から計算された平均的な潮流減少量よ

りも大きな潮流減少が生じている。潮受堤防による締切後の有明海湾奥部の成層化の

機構は，湾奥部全体という平均化ないし単純化されたものでなく，海底や海岸の地形

によるものを含めて潮流がより遅くなったところがあって成層化しやすくなり，筑後

川からの流入水も加わって，成層化ないし成層構造の一層の強化と，成層下の密度流

の強さの減少も生じている可能性があるということである。

　上記のように有明海湾奥部において，潮受堤防による締切後は流れが弱くなったこ

とが漁民によって体感されているが，これまでのシミュレーション解析では，潮受堤

防締切による湾奥部全体に及ぶ潮流の変化は得られていない。それは，海底及び海岸

の地形，非線形効果，成層の効果等がモデルに表現し尽くされておらず，シミュレー

ションのモデルの解像度が不十分なことによる可能性がある。福岡高等裁判所の判決

によって確定した諫早湾干拓事業の潮受堤防の排水門の５年間の開放に際して，実施

されることが予定されている開門調査は，シミュレーションではなく，開門して潮受

堤防の内部に自然に常時海水を出入りさせ，その条件下での有明海の湾奥部の潮流と

成層化等について実際に調べることができるものであり，潮受堤防の締切前に準じた

条件下での調査であって，潮受堤防の締切の影響を検証するために是非とも必要な調

査である。

　なお，埋立てをしたために内湾の共振作用が弱まって潮位が低下したことは，名古

屋港の埋立てにおいても明らかにされている。

　②　河川水流入による鉛直循環流

　また，内湾では，湾奥に密度の小さい河川水が流入し，密度の大きい外海水が湾口

から流入することによって，上層は密度の小さい水が湾奥から湾口へ流れ，下層は密

度の大きい外海水が湾口から湾奥に流れる構造の鉛直循環流が下層から上層への湧昇

も伴って生じる。この鉛直循環をエスチャリー循環ともいう。これによって，内湾の

汚濁物質は内湾から外海に運び去られ，内湾の汚濁物質量は減少していく。エスチャ

リー循環流も水質浄化機能を果たしている。

　流入する河川の流量が大きいと鉛直循環流を引き起こす力が強くなり，鉛直循環流

の流量は大きくなるので，ダム等による河川開発事業によって河川から流入する流量，

とりわけ大きな流量が減少すると，鉛直循環流の流量が減少し，内湾の汚濁物質は外

海に運び去られず内湾に留まったままで，内湾の水質は悪化する。

　三河湾では湾奥の豊川による鉛直循環流によって，水質が維持されてきたが，豊川

用水等によって豊川の水が取られて豊川の流量が減少したことが，干潟と浅場の埋立

てとともに三河湾の水質汚濁の原因である。

　したがって，ダム等を建設して河川開発事業を行って内湾に流入する河川流量，と

りわけ大きな流量の流入をなくすことは，内湾の環境を一層悪化させるので，慎まな

ければならない。
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２　外海における悪化

⑴　絶えない砂の供給によって成り立つ砂浜

　上記第１で述べたように，海岸の砂浜は，海に流入する河川，海岸の海食崖から土砂

が供給されて形成されているもので，砂は留まっているのではなく沿岸漂砂として絶え

ず移動していて，その動的平衡の下で砂浜は維持されている。河川によって海に土砂が

流れ出ると，外海では，波浪作用が強いため，河口周辺で土砂の粒径分級が行われ，細

砂よりも細かいシルト，粘土は拡散し，細砂より大きい粒径のものは河口沖にテラス状

の砂州（河口テラス）をつくって河口デルタを発達させ，その後，波の作用によって沿

岸方向に漂砂として運ばれる。このように波の作用によって砂が移動・堆積して地形変

化する限界水深はほぼ10ｍとされている。

　したがって，河川から絶えず土砂が流入して供給されていることが，砂浜が維持され

る条件である。宇多高明氏の報告によれば（宇多高明「日本の海岸侵食」（1997）山海堂），

日本の地域を代表する比較的大きな河川が流入する海岸の漂砂量は図表１-２-13のよう

であり，日本の大きめの河川からは年間において約10万～23万㎥の砂が海に流出してい

ることになる。

⑵　砂浜の後退

　しかし，上流にダムが建設されると下流への土砂の流れが遮断されて，ダム上流のダ

ム湖に堆積し，ダム下流への流出はなくなり，河川下流では，砂の供給が少なくなって，

砂が運び去られるのが優越し，砂がなくなって露岩や大粒径の石だけになってしまう河

床のアーマーコート化（粗粒化）が起こり，更に海への土砂の流出が大きく減少する。

加えて，河川における砂利採取が海への砂の流出の減少を一層悪化させている。

　もう１つの砂浜の供給源は海食崖での波浪による侵食で生み出される砂である。これ

が波の作用によって沿岸流の下流側海岸に運ばれる。九十九里浜はその代表例である。

海食崖が沿岸漂砂を無視して波浪による侵食の防止対策がなされると，砂が生み出され

にくくなって沿岸流下流側への砂の供給が乏しくなる。

　このようにして河川等からの砂の供給が減少すると，沿岸に運ばれる漂砂量が減少し，

図表１-２-13　日本の各海岸における年間の漂砂輸送量

出典：宇多高明『日本の海岸侵食』（1997）



－40－

第１編　沿岸域の保全・再生の現状

海浜を維持するために必要な砂が減少していく。海浜では，波の作用によって砂が絶え

ず運び去られるので，沿岸流上流側海岸からの砂の供給がなくなると，当該海岸では，

砂がなくなり，海面下では10ｍの限界水深の海岸からの距離が短くなり，汀線以上では

砂浜がなくなって後退していき侵食が生じる。そのため，砂の移動を押さえるために離

岸堤や消波ブロックが設置されてきたが，これらを設置しても砂の移動は続くので，砂

の絶対量は減少の一途であり，侵食を止めることはできない。

　国土交通省によれば，「近年は海岸侵食が激化しており年間160haもの貴重な国土が

失われている。このままの状況で推移すると，15年後には新島（東京都）の面積に匹敵

する2400ha，30年後には三宅島（東京都）に匹敵する4800haが侵食によって失われる。」

との報告がされている。

⑶　海岸構造物によって生じる侵食と堆積

　海岸に防波堤や突堤のような海に突き出た構造物ができると，沿岸流の方向が変わり，

構造物のより上流側海岸で侵食が，構造物のところでは堆積が生じる。また，防波堤が

大規模に海岸を囲うように設けられると，防波堤によって波が遮断され，防波堤の波の

荒い外側から内側の波の静かな遮断域への砂の移動が生じ，防波堤の外側では侵食が，

内側では堆積が生じる。そして，この堆積した砂が埋立ての材料となったり沖合に投棄

されると，波の作用によって移動している砂が海浜から消失してしまい，砂の一層の減

少が引き起こされる。（図表１-２-14）

⑷　縦割り行政による海岸侵食の助長

　日本の海岸に関わる土地の管理区域とその根拠法は，海岸保全区域（海岸法），港湾

区域（港湾法），漁港区域（漁港漁場整備法）に区分され，陸域には保安林区域（森林法）

がある。海岸保全区域とその他の区域が隣り合いながら線引きされている。

　港湾区域における港湾の整備，漁港区域における漁港の整備，保安林区域の指定等に

おいては，それぞれが別々に計画が立てられている。沿岸漂砂はこれら管理境界とは関

係なく，管理境界を越えて沿岸全体を移動している。しかし，港湾や漁港の整備計画に

図表１-２-14　波の遮蔽域周辺での堆積と侵食

出典：宇多高明「海岸環境の変化－海岸の荒廃を防ぐために－」『平成20年度水資源・水災害危機に関する調査研究成果
報告書』（2009）社団法人資源協会
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おいて，沿岸の砂の移動を念頭に置いて計画が作られていない。それも，それぞれがバ

ラバラで計画が立てられている。

　これらの計画の策定，離岸堤や消波ブロックの設置が沿岸の砂の移動を考慮せずなさ

れており，それが乏しくなっている砂の偏在をもたらし，海浜の侵食を助長している。

⑸　小括

　以上のように，海岸の砂浜は，海に流入する河川，海岸の海食崖から絶えず土砂が供

給されて形成されており，砂は留まっているのではなく沿岸漂砂として移動していて，

その動的平衡の下で砂浜は維持されている。しかし，ダム等による河川から，侵食崖の

侵食防止工事による海食崖からの沿岸漂砂の供給が乏しくなったため，海浜が後退し，

海岸侵食が激しくなっている。このような沿岸漂砂が減少している悪条件にもかかわら

ず，海岸に係わる行政は管理区域が分割され縦割りになっており，沿岸漂砂の流れの保

全を考慮することなく，それぞれの法律の枠内でバラバラに計画の作成や施設の整備が

行われている。

　したがって，現在は，激しく起こっている海浜後退と海岸侵食を食い止めるだけでな

く，ダムに砂を溜め込まないようにさせるなど河川等からの砂の供給を増大させ，豊か

な砂浜を回復することが，沿岸域環境，更には国土の保全のために第一に必要なことで

ある。

　また，縦割り行政で砂の移動に対する配慮が乏しい現状の沿岸域の管理を，砂の移動

範囲を単位とした沿岸域管理主体によって，砂の移動を統一的に理解して，総合的に管

理するようにすることが必要である。

３　陸域からの漂着ゴミ

　さらに，陸域から河川を通じて生活形態の変化に伴う多種多様のゴミが海域に流れ込

み，潮流に乗って遠く離れた沿岸に集中して漂着している。

　その結果，ゴミの排出源でない潮流下流側の住民や地方自治体に無用の負担をかけ，

悩ませている。

第３　まとめ

　以上のように，日本の沿岸域は，内湾では，埋立てによって干潟及び浅場が著しく減少

しており，そこに生息する貝類や甲殻類等の底生生物が減少し，浅場のアマモ等の藻場が

減少し，そこを産卵域とする魚類等が減少し，生物多様性と水質改善機能とが失われてき

ている。これらのため内湾では，流入する汚濁負荷量は減少し，あるいは増大しておらず

変化がないのに，赤潮や貧酸素水塊が頻発し，そのため更に生物多様性が失われ，かつて

の豊かな海はなくなろうとしている。また，外海では，ダム等による河川から，侵食崖の

侵食防止工事による海食崖からの砂の供給が乏しくなったため，海浜後退や海岸侵食が生

じ，危機的状況にある。行政による縦割りの管理や施設整備計画がそれを一層助長してい

る。
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第２節　各論
　以下では，我が国における沿岸域の状況につき，当実行委員会で現地調査を行った地域

を中心に，その現状と問題点を指摘する。これら以外にも取り上げるべき地域があること

は当然の前提として，実行委員会が限られた時間と予算の中で行った現地調査の結果を反

映するものとなっているので，その点は御容赦願いたい。

　最初に内湾・閉鎖性水域について検討し，その後，砂浜等の海岸侵食事例，最後に津波

被災地の状況という順番で検討を加える。

第１　有明海

１　有明海の概要

⑴　有明海総論

　①　有明海の環境

　有明海は，長崎県，佐賀県，福岡県，熊本県に囲まれた内湾で，96㎞に及ぶ奥行き

に比べて幅が狭く，しかも平均の水深が約20ｍと浅い海である（図表１-２-１-１）。

　このような地形的な条件から，潮汐振動（干満の差）が大きく湾奥部では６ｍにも

達し，また，湾奥部で１ノット（約50㎝／秒），湾口部で５ノット（約250㎝／秒）に

も達する早い潮流が特徴である。

　有明海の生物相の重要な特徴は，たくさんの特産種や準特産種を有することである。
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図表１-２-１-１　有明海及びその周辺の地理，点線は干潟の分布を示す

出典：佐藤正典編「有明海の生きものたち」
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ここにいう特産種とは，日本国内では，有明海（隣接する八代海の一部を含む場合も

ある。）にしか分布記録がないものであり，これまで23種の特産種が確認されている

（図表１-２-１-２）。準特産種とは，日本国内では有明海を含む一部の海域にのみ分布

記録があるもので，少なくとも40種以上の準特産種が確認されており，その中には，

有明海以外では稀（もしくは既に絶滅）というものが多い（図表１-２-１-３）。

　有明海の湾奥部，特に佐賀県から福岡県沿岸には，水深５ｍ以下の広大な泥質干潟

が広がり，そこでは，ムツゴロウやワラスボなど他の地域では見られない生物群集を

含む独特の泥干潟生態系が形成されている。また，熊本県沿岸には砂質干潟が広がり，

わが国屈指のアサリ漁場となっていた。

　かつて有明海は，極めて高い漁業生産を誇り，1980年前後は日本一の漁業生産性を

誇る宝の海であった。

　②　宝の海を支える奇跡のシステム

図表１-２-１-２　有明海特産種の一覧表

出典：佐藤正典編「有明海の生きものたち」
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　本来であれば閉鎖性内湾として汚濁しやすい性格の有明海が宝の海であり得た理由

として，我が国最大の潮汐と早い潮流，そして，発達した干潟による水質浄化作用，

他の内湾に例がないほど大量の浮泥が存在していたことが挙げられる。

　有明海では，河川から流入する豊富な粘土粒子と栄養物質によって大量の浮泥が生

産され，それが大きな潮汐に助けられてうまく生態系の食物連鎖に取り込まれ，結果

的に海域の汚濁化は防がれ，大変高い生物生産が達成したといえる。この有明海のシ

ステムは，自然界の極めて巧みな，そして微妙な働きによって成り立っている奇跡の

システムともいうべきものである。

　③　賢明な利用

　ラムサール条約による湿地保全の基本原則は「賢明な利用（wise use）」にある。「賢

明な利用」とは，生態系の自然財産を維持し得るような方法で人類の利益のために湿

地を持続的に利用することをいい，「持続可能な利用」と同じ意味であるとされている。

図表１-２-１-３　有明海準特産種の一覧表

出典：佐藤正典編「有明海の生きものたち」



－46－

第１編　沿岸域の保全・再生の現状

　湿地の賢明な利用として，漁業で

の利用，農業での利用の他に，人間

生活における文化的な営みとしての

利用も注目されている。例えば，古

くからの潮干狩りなどのレクリエー

ションとしての利用する他に，近

時，干潟を地域振興，環境教育の場

として利用する取組も活発化してい

る。有明海においても後述する鹿島

市におけるガタリンピックなど干潟

を文化的に活用する取組が始まって

いる。

⑵　鹿島市沖に広がる干潟

　有明海に面した佐賀県鹿島市では，

鹿島市沖に出現する広大な干潟を街づ

くりに利用する取組が行われている。

例えば，2012年で28回目の開催を迎え

た干潟で運動競技を行う「ガタリンピ

ック」は毎年数万人単位が来場する全

国規模の一大イベントとなっている。

その他，干潟で環境教室を開催し，干

潟の価値や干潟の生物多様性を学習す

る場としても干潟が利用されている

（写真１-２-１-４，１-２-１-５）。

　ガタリンピックが始まる前まで，地

元では，干潟を，「汚い」，「泥」とい

う負のイメージで見ていた。しかし，

干潟を利用したイベントを通じて鹿島

市の知名度を上げた取組は，自然を利用しつつ町おこしをし，しかも経済的利益も上げ

ている点で，自然と地元住民との共生を実現する１つのモデルケースと評価できるもの

である。

⑶　大授搦

　佐賀県の有明海沿岸には泥質干潟が広がっており，特に佐賀市東与賀干拓沿岸の干潟

は，「大授搦（ダイジュガラミ）」と呼ばれている。大授搦は，多数の渡り鳥が飛来する

ことで知られており，特に，シギ・チドリ類の飛来数は日本一で，渡り鳥のオアシスと

して，ラムサール条約湿地の候補ともなっている（写真１-２-１-６）。

写真１-２-１-４

写真１-２-１-５

写真１-２-１-６
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　1997年の諫早湾の締切り以降，諫早

湾では見ることができなくなった塩生

植物シチメンソウが大授搦には咲き誇

っており特に秋の紅葉シーズンには多

くの観光客の眼を楽しませている。

⑷　荒尾干潟

　熊本県荒尾市沿岸には広大な干潟が

広がっており，福岡県大牟田市の南防

砂堤から熊本県玉名郡長洲町長洲港北

防波堤間の干潟は荒尾干潟と呼ばれて

いる。荒尾干潟は，南北9.1㎞，東西最大3.2㎞にわたって1656haの干潟を形成し，連続

した干潟としては日本一の面積を誇っている。荒尾干潟は，大授搦に次ぐシギ・チドリ

の飛来数となっており，2012年７月，同干潟の国指定鳥獣保護区及び特別保護地区指定

部分が，ラムサール条約湿地に登録された。有明海において初めてのラムサール条約登

録である（写真１-２-１-７）。

　荒尾市沖は，漁業が盛んで，特にノリ養殖業が盛んな地域である。そのため，荒尾干

潟のラムサール条約登録に際しては，漁業者から漁業への影響を心配する声もあった。

しかし，日本野鳥の会熊本県支部らの熱心な活動によって，荒尾干潟の価値が市民に認

識されるに至り，条約登録が実現した。

　今後は，シベリア・アラスカ・東アジア・オーストラリア・ニュージーランドを結ぶ

渡り鳥の中継地として，より一層の保全が期待されている。

⑸　諫早湾

　諫早湾干潟は，有明海奥部に位置する3300haの我が国最大規模の干潟で，粒子組成

が細かな「ガタ」と呼ばれる泥質からなるきめ細かな泥質干潟であった。

　諫早湾干潟は，有明海の生きものたちの産卵の場，幼稚魚の涵養の場として，あるい

は，干潟に暮らす底生生物による水質浄化機能を有する天然の浄化槽として，有明海に

おける要ともいうべき地位を占め，昔から有明海で暮らす漁民たちに「泉水海」，「有明

海の子宮」，「有明海の腎臓」などと呼ばれていた。また，近時，奥行きのある諫早湾の

地形が有明海の特徴ともいうべき流速の速さを支える機能を有していたことも分かって

きた。

　さらに，地球規模での渡りの旅をする渡り鳥にとって，東アジアにおける渡りのルー

トを維持する上で，中継地，越冬地として，諫早湾干潟は重要な位置を占める貴重な生

息地であった。

　しかし，後述するように国営諫早湾干拓事業によって諫早湾干潟は失われてしまった。

２　有明海異変

⑴　漁業被害

写真１-２-１-７
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　国営諫早湾干拓事業の潮

受堤防工事が開始された

1989年以降，有明海では魚

類とカニ類の漁獲高が急激

に減少した。工事に伴う湾

内環境の悪化によって，諫

早湾内において1990年から

急激に貝類が減少した。特

に，有明海の特産であった

大型二枚貝タイラギは激減

し，長崎県では1993年以降

休漁状態が続き，佐賀県，

福岡県においても1999年以

降ほとんど漁獲されなくな

っている（図表１-２-１-８，１-２-１-９，

１-２-１-10）。

　1997年の潮受堤防の締切り以降，有明

海の環境変化は加速し，大規模な赤潮が

頻発するようになり，2000年12月から翌

年にかけて有明海全域において養殖ノリ

が色落ち（本来色つやのよい真っ黒なノ

リがうす汚れた黄土色に変わる現象）に

見舞われる大凶作となった（写真１-２-

１-11）。それ以降，わずかの天候の変化

によって極端にノリが色落ちするように

なり，有明海では，不安定

な漁業を強いられる結果と

なっている。

⑵　開門調査を求める動き

　国（農林水産省）は，こ

の大凶作を受けて，2001年

３月にノリ不作の原因究明

を目的とする「ノリ不作等

対策関係調査検討委員会」

を研究者や漁連会長などを

委員として，立ち上げた。

図表１-２-１-８　有明海の県別のタイラギ漁獲量

出典：「有明海・八代海総合調査評価委員会報告書」

図表１-２-１-９　有明海のアサリ漁獲量の推移

出典：「有明海・八代海総合調査評価委員会報告書」

図表１-２-１-10　有明海における魚類漁獲量の経年変化

出典：「有明海・八代海総合調査評価委員会報告書」
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同委員会は，同年12月に「諫早湾干拓

事業は重要な環境要因である流動およ

び負荷を変化させ，諫早湾のみならず

有明海全体の環境に影響を与えている

と想定され，また，開門調査はその影

響の検証に役立つと考えられる。現実

的な第一段階として２か月程度，次の

段階として半年程度，さらにそれらの

結果の検討をふまえての数年の，開門

調査が望まれる」という内容の「諌早

湾干拓地排水門の開門調査に関する見解」を発表した。この見解に基づき，2002年４月

から短期開門調査が行われたが，第二段階以降の開門調査（中・長期開門調査）は現在

まで行われていない。

　当連合会は，2003年10月には「諫早湾干潟の再生と開門調査の実施を求める意見書」

を発表し，干拓事業の廃止，中長期開門調査の実施を求めた。

　同年12月11日に熊本県議会において「諫早湾潮受堤防排水門を開けての中・長期開門

調査を求める意見書」が採択され，同月12日に佐賀県議会においても「諫早湾干拓潮受

堤防排水門を開けての中・長期開門調査を求める意見書」が採択され，さらに，同月19

日に福岡県議会において「諫早湾干拓潮受堤防排水門の中，長期開門も含めた原因究明

調査の実施に関する意見書」が採択されるなど，有明海沿岸の自治体において，開門調

査を求める声が高まった。

　しかし，2004年５月に亀井善之農水大臣が中長期開門調査を実施しないと発表した。

この発表を受け，当連合会は，「諫早湾干拓事業の中・長期開門調査を求める会長声明」

を発表し「貴重な価値を有する諫早湾干潟を保全・再生するため，自ら設けたノリ第三

者委員会の提言に従い，中・長期開門調査を行うよう」強く求めた。

　さらに，当連合会は，同年８月には，佐賀地裁の仮処分決定を受けて「諫早湾干拓事

業差止仮処分決定に関する会長声明」を発表し，事業そのものの中止及び中長期開門調

査の実施を求め，翌2005年６月には「諫早湾干拓事業差止仮処分事件の保全抗告決定に

関する会長声明」を発表し，工事再開の中止，中長期開門調査の実施を求めた。

⑶　有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律

　2000年から2001年にかけて有明海全域を襲ったノリの大凶作をきっかけに，2002年11

月に議員立法によって「有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律（以

下，本項においては「有明海特措法」という。）」が制定された。

　この法律は，有明海及び八代海の環境の保全及び改善，水産資源の回復等による漁業

の振興に関し実施すべき計画を策定し，その実施を促進する特別の措置を講ずることで

有明海及び八代海を豊かな海として再生させることを目的とするものである。そして，

写真１-２-１-11　色落ち海苔
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2003年２月，同法４条に基づき，総務省，文部科学省，農林水産省，経済産業省，国土

交通省及び環境省が「有明海及び八代海の再生に関する基本方針」（以下「基本方針」

という。）を策定した。

　自然環境及び生態系の再生のためには，環境悪化の原因を解明して，それを克服する

ことが必要である。

　有明海においては，ノリ第三者委員会や研究者らが指摘するように，諫早湾干拓事業

が有明海の環境を悪化させた主要な原因の１つと考えられている以上，潮受堤防排水門

を開放するなど諫早湾干拓事業を見直すことが再生のために必要である。

　しかし，有明海特措法及び基本方針は，諫早湾干拓事業の問題点については何も触れ

られておらず，有明海のどの問題をどのように解決するか具体策が示されてない。また，

再生事業に対する評価システムが脆弱であるなど，その実効性に疑問が持たれている。

⑷　有明海・八代海総合調査評価委員会

　有明海特措法に基づき設置された，有明海・八代海総合調査評価委員会は，2006年12

月に以下のような内容の委員会報告書を公表した。

　「有明海においては，1955年～1975年の間の急速な干拓・埋め立て，海岸線の人工化

（護岸化），港湾等の人工構造物の構築，ノリ網の敷設，潮位の上昇等の要因に応じて，

長期的に潮流速が減少した可能性が高く，干潟の消失による浄化能力の低下と相まって，

1970年代からの富栄養化に関与した可能性がある。」

　「また，近年，諌早干拓によって3,550haの海域と1,550haの干潟が消失し，浄化能力の

低下及び諫早湾周辺海域での潮流速の減少が生じた。」

　「1960年代までの有明海は，潮流による浮泥の巻き上げや流動が赤潮の発生を制限し，

植物プランクトンを中心とした浮遊生態系と干潟生態系を主とする底棲生態系が適度な

バランスを取っていたが，近年の有明海は，干潟の減少，底層環境の悪化により干潟生

態系を主とする底棲生態系が衰える一方で，流動の低下，透明度の上昇等によって植物

プランクトンに有利な要件が生じ，浮遊生態系主体の物質循環に移行してきた可能性が

推察される。特に，底層の貧酸素化によって底質からの栄養塩類や鉄などが溶出して，

ラフィド藻といった有害赤潮の発生が増加し，水産生物に悪影響を及ぼしていると思わ

れる。以前は有明海でほとんど見られなかった有害赤潮は有明海における適切な物質循

環を阻害すると懸念される。」

と述べ，熊本港や筑後大堰などの有明海沿岸での開発が有明海の富栄養化に関与した可

能性を指摘しながらも，諫早干拓による干潟の消失と湾の締切りによる潮流速の減少に

よって，赤潮の発生や底層環境の悪化（貧酸素水塊の発生）を招き，環境異変の原因と

なっていることを指摘している（図表１-２-１-12，１-２-１-13）。

⑸　有明海再生に向けた取組（佐賀県）

　佐賀県は，有明海特措法に基づいて有明海再生に向けた取組を開始している。

　佐賀県は，まず，有明海の現状として，貧酸素水塊が大規模・長期化していること，
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赤潮の発生件数が増加していること，それに伴い，有明海におけるサルボウやタイラギ

など貝類が大量斃死し漁獲量が減少し，ノリが色落ち被害に見舞われていると分析して

いる。

　そこで，佐賀県は，有明海再生に関する佐賀県計画を策定し，海域環境の保全及び改

善，水産資源の回復等による漁業の振興を目標に，再生事業の実施，普及啓発活動の推

進，調査研究の推進に取り組むこととした。

　再生事業としては，漁業生産力の増進のために海底耕耘や作澪に取り組んでいる。

　これらの再生事業は，一時的には有明海の漁業生産力の回復につながり，漁業者たち

図表１-２-１-12　大型珪藻類の発生機構

出典：「有明海・八代海総合調査評価委員会報告書」

図表１-２-１-13　有明海湾奥部における貧酸素水塊発生の模式図

出典：「有明海・八代海総合調査評価委員会報告書」
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からも歓迎されている。しかし，有明海異変の抜本的な解決にはつながっていない。

　そこで，佐賀県としては，有明海の環境変化の根本的な仕組みや定量的解明のために，

諫早湾干拓潮受堤防の排水門を開放する開門調査を短期的取組として掲げ，その調査の

結果を踏まえて，より効果のある有明海再生事業を推進しようとしている。

３　諫早湾干拓事業

⑴　事業の概要

　国営諫早湾干拓事業は，諫早湾奥の干潟・浅海域を締め切り，農地造成と水害対策の

ために調整池と干陸化（一部埋立て）を行った事業である。

　当初計画では，締切り面積3500haの中で約1800haを干陸化する予定であったが，

2001年に農水省の事業再評価制度による九州農政局の再評価第三者委員会が事業見直し

の答申を出し，農水省は2002年に干陸面積を半減して約900haに変更した。しかし，潮

受堤防の位置は従来のままなので，締切り面積自体は変わっていない。

　潮受堤防の長さは７㎞に及び，その北部及び南部にそれぞれ200ｍ，50ｍの排水門が

設置され，諫早湾の潮位が調整池の水位（－１ｍで管理）よりも低くなる干潮時に調整

池の水が排出されるようになっている（図表１-２-１-14，写真１-２-１-15）。

　同事業に対しては，生態系へ悪影響を与え深刻な環境破壊をもたらすという問題の他

に，1970年以来続いている減反・開田抑制政策の結果，多くの休耕地が生まれた状況下

図表１-２-１-14　諫早湾干拓事業計画平面図

出典：九州農政局「諫早湾干拓事業の概要」
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で，巨費を投じて新たに広大な農地造

成をすることが必要なのかという問題

や，高潮洪水の防止目的というのであ

れば，既存堤防の嵩上げや排水機能の

強化，高床式建築など洪水に強いまち

づくり等々代替案がある中で干拓を行

う必要があるかといった問題点が指摘

されていた。

⑵　湧き上がる反対の声

　1997年４月14日，潮受堤防の最後の開口部約1.2㎞が瞬時に締め切られ，諫早湾干潟

は有明海と切り離された。

　潮受堤防の締切りに対して，国内はもとより海外からも抗議の声があがり，当連合会

も，潮受堤防締切り直後の1997年５月に，「干潟が回復不可能な事態に至らないよう排

水樋門を一旦開放して海水を干潟に導入し，生態系に与える被害を最小限に食い止める

ことが緊要であると考える。その上で，干拓事業を継続するか，変更・廃止するかの問

題について，情報公開・住民参加手続きを保障したうえで，自然保護団体を含めて，事

業の必要性・合理性や干潟に与える影響など諸々の視点から十分論議を尽くすべきであ

る。もはや一刻の猶予も許されない。速やかに排水樋門を開放するよう強く求める。」

とする会長声明を発表した。

　当連合会は，さらに，同年10月17日に「諫早湾干拓事業に関する意見書」を公表し，

以下のような提言を行った。①農水大臣は潮受堤防の排水門を開放し，潮受堤防内に海

水を導入すること，②農水大臣は，国営諫早湾土地改良事業を廃止すること，③環境庁

長官は農水大臣に事業の廃止及び排水門を開放するよう勧告すること，④国は防災問題

（洪水，高潮，排水不良）について検討委員会を設置して十分調査・研究すること，⑤国，

長崎県，諫早市等関係市町村は，干潟の回復や生態系・鳥類の調査を積極的に行うとと

もに，当面ラムサール条約に基づく登録地の指定並びに鳥獣保護法に基づく特別保護地

区の指定を行うこと。

　しかし，多くの批判にさらされながらも諫早湾干拓事業は続けられ，その間，赤潮の

頻発，貧酸素水塊の発生，調整池の排

水などにより，魚介類の壊滅，海苔の

凶作が相次いだ。有明海沿岸地域では，

漁業不振による漁民の自殺や心中が社

会問題となった（写真１-２-１-16）。

⑶　干拓事業の完成と営農の開始

　内外の市民や当連合会をはじめとす

る団体から事業を疑問視する声，事業

写真１-２-１-15　潮受堤防北部排水門付近

写真１-２-１-16　打ち上げられた魚
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の中止を求める声が出されたが，それ

でも事業は続けられ，2007年11月，諫

早湾の干拓が完工した。完成した干拓

農地は長崎県の外郭団体である長崎県

農業振興公社に約51億円で売却し（干

拓事業費は約2500億円），同公社が41

農業経営体に干拓農地をリースに出す

こととなった。同公社は，長崎県に対

し約70年（当初は98年であった。）か

けて借入金を返済する計画となってい

る。

　しかし，2008年４月から営農が開始

したが，リース料の滞納が続くなど安

定した経営状況とはいえない。

　また，2007年頃から調整池に有毒の

アオコが発生したり，調整池周囲に大

量のユスリカが発生したりするなど新

たな環境の変化がみられる（写真１-

２-１-17，１-２-１-18）。

　さらに，潮受堤防締切り以降も背後

地が湛水被害に見舞われており，排水

対策が喫緊の課題となっている（写真

１-２-１-19）。

⑷　司法判断

　2008年６月27日，佐賀地裁は，国に

対して，諫早湾干拓事業潮受堤防の南北両排水門を判決確定から３年以内に開放し，以

後５年間にわたって開門を継続することを命じる判決を下した。

　この判決は有明海の再生を願う漁業者や全国の市民らから歓迎された。

　当連合会も同日「諫早干拓訴訟佐賀地裁判決に関する会長談話」を発表し，潮受堤防

締切りと諫早湾内及びその近傍における環境変化との間の因果関係を認め，漁業被害の

回復のために潮受堤防の開門を認めた判決を高く評価した。

　佐賀地裁判決を不服とする国は控訴をしたが，2010年12月６日，福岡高裁は，佐賀地

裁判決を支持して，国の控訴を棄却する判決を言い渡した。

　当連合会は，同日「諫早湾干拓訴訟福岡高裁判決に関する会長談話」を発表し，「国

が上告等を断念し，佐賀地裁判決からすでに２年以上も期間が経過していることをふま

えて，今こそ，ただちに開門する準備に着手し，有明海再生のために第一歩を踏み出す

写真１-２-１-17　アオコ

写真１-２-１-18　ユスリカ

写真１-２-１-19　湛水被害に見舞われた畑
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こと」を強く求めた。

　国は，開門を求める有明海漁業者の声，全国の市民の声，当連合会をはじめとする環

境保護団体などからの声，そして，政権内部からも湧き上がる開門を求める声に抗しき

れず，上告を断念した。これによって福岡高裁判決は確定し，国は2013年12月20日まで

に排水門を開放した状態にしなければならない法的義務を負うこととなった。

　ただ，長崎県知事や諫早湾干拓地の背後地の住民を中心に開門に反対する意見も根強

く残っている。

⑸　有明海再生に向けての佐賀大学の取組

　後述の英虞湾（第２参照）の例にもあるように，沿岸域をどのように保全・再生して

いくのかについては，自治体だけで検討できるものではなく，研究機関との連携が必要

となる。

　有明海においては，地元の大学である佐賀大学が，2004～2009年度（最初の１年間は

学長裁量経費，後の５年間は文部科学省の特別教育研究費）まで「佐賀大学有明海総合

研究プロジェクト」を立ち上げ，有明海異変への研究を行ってきた。また，佐賀大学は，

佐賀県が旗振り役となり有明海に関係する研究者で組織した「特定非営利活動法人有明

海再生機構」とも密接な連携をとって研究を行っている。

　さらに，佐賀大学では，2010年春に，学内で有明海研究を先導的に行ってきた二組織，

「有明海総合研究プロジェクト」と「低平地研究センター」をベースに新たに「低平地

沿岸海域研究センター」を発足させた。同時に，文部科学省特別経費の支援を受けて，

「有明海における環境変化の解明と予測プロジェクト」（2010～2012年度）を立ち上げ，

地元地域からの強い要請のある有明海の環境異変問題の解決，特に諫早湾潮受堤水門開

放問題について，３年間集中して取り組むこととした。具体的には，潮受堤防を長期開

門した場合のシミュレーションを行い，開門の効果について予測することや，開門調査

を実施するに当たって有用な科学的知見を整理・提供することなどに取り組む。さらに，

望ましい有明海環境の在り方や有明海の環境再生に向けた望ましい合意形成の方法につ

いて検討を行う。

　このプロジェクトの初年度に福岡高裁判決が確定したことから，いずれ行われる中長

期開門調査へ向けて，諫早湾調整池の水質調査や，数値モデルによる開門影響予測など

の調査・研究を引き続き行っている。

　佐賀大学は，研究機関として開門の是非については，中立の立場であることを前提に

しながら，地元の大学として，技術的観点からの提言を行っているとのことである。ま

た，有明海再生の問題についても，諫早湾干拓の問題だけを解決すれば有明海が再生で

きるわけではないので，諫早湾の開門問題が解決しても，有明海に目を向け続けて欲し

いとのことである。
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第２　英虞湾－閉鎖性海域の環境悪化と再生－

１　英虞湾の概要

⑴　英虞湾は三重県志摩半島南部の志摩市に位置する湾であり，伊勢志摩国立公園に属す

るリアス式の湾である。旧志摩郡大王町と旧志摩町を結ぶ深谷大橋，同町御座岬と度会

郡南勢田曽崎を結ぶ線及び陸域により囲まれた海域を指す（平成５年８月27日環境庁告

示第67号による定義）。英虞湾の海域面積42.23㎞2に対して，湾岸線は140㎞に及び，典

型的なリアス式海岸として海岸線が極めて複雑に入り組んだ形状となっている。

⑵　また，英虞湾は平均水深が10.5ｍと全体的に水深の浅い湾である。特に湾奥部の水深

は５ｍよりも浅く，湾内の最深部でも水深は40ｍ程度となっている。他方で，湾口部の

水深は12ｍと浅いため，英虞湾の鉛直断面図では，いわゆるすり鉢状になっている。また，

海域面積42.23㎞2，湾岸線140㎞に及ぶ英虞湾の湾口幅は1.7㎞に過ぎない。このように，

英虞湾は，極めて閉鎖性の高い海域であり，湾の内外で海水交換が起こりにくい形状と

なっている。

２　英虞湾の主な産業及び周辺人口の推移について

⑴　真珠養殖

　英虞湾は真珠養殖発祥の地であり，古くは1893年に真珠養殖が開始され，戦時中に低
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迷したが，1950年頃から生産量が頂点に達した1966年まで，真珠生産量は増大の一途を

たどった。

⑵　沿岸漁業

　また，英虞湾では，1960年頃までは，採貝，採藻，底引き網などによる沿岸域漁業が

盛んに行われ，年間200ｔ以上の水揚げがあった。しかし，1963年以降は漁獲高が年間

50ｔ以下にとどまるなど急激に減少し，2000年以降は年間20ｔ以下で推移している。

⑶　農業

　英虞湾の周辺では，農業に適した平坦な土地が少なかったことから，既に元禄年間に

おいて潮止め工法による干拓により農地の拡大が図られるようになり，その後も戦前ま

で湾奥部の干潟を干拓し農地化する事業が継続して行われた。これにより，農地面積は

拡大したが，現在は干拓により農地化された土地の８割以上が耕作放棄地となっている。

⑷　観光業

　英虞湾周辺では，1970年に近鉄特急が賢島までの乗り入れを開始したころから観光客

数の増加傾向が強まり，1994年４月の志摩スペイン村の開業時にピークに達した。その

後は，減少傾向となり，2000年以降の志摩市における観光客数は年間500万人前後で推

移している。

⑸　周辺住民の人口

　英虞湾を囲む志摩市（旧阿児町，志摩町，大王町，浜島町，磯部町）の人口は，1960

年頃から，約６万人超で推移してきたが，2000年頃から減少傾向が続き，2012年７月１

日現在で５万6029人となっている。

３　英虞湾の環境悪化

⑴　概要

　英虞湾は，古来より「御食つ国」と呼ばれ，豊富で良質な海産物の産地として知られ

てきたが，他方で，全国に先駆けて赤潮の発生が確認されるなど，環境悪化が問題とな

ってきた。

　近年では，後述の通り新たなタイプの赤潮が頻発し，また，貧酸素水塊の発生も確認

され，底生生物の構成にも変化が生じている。

　特に底質の富栄養化の進行が顕著であり，汚染泥の増大が底生生物の生育環境の悪化

に重大な影響をもたらし，これが英虞湾の自然浄化作用を妨げ，貧酸素水塊の発生や底

生生物相の単相化を招き，海域全体の

環境悪化へとつながっているものと考

えられている。

⑵　赤潮の発生と赤潮構成種の変化

　英虞湾では，古くは1892年には既に

赤潮の発生が確認され，1900年，1905

年にも発生が記録されている。1980年

写真１-２-２-１　横山展望台から見た英虞湾
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以降は，発生件数そのものは横ばいで，年間８件以下で推移している。

　しかし，赤潮化する植物プランクトンの種類構成には，近年変化が生じており，特に

渦鞭毛藻について顕著な変化が生じている。すなわち，1990年以前はカレニア・ミキモ

トイ（karenia mikimotoi）による漁業被害が中心であったが，1990年以降はカレニア・

ミキモトイの出現は減少し，新たにヘテロカプサ・サーキュラリスカーマ（heterocapsa 

circularisquama）が発生するようになり，大量のアコヤガイの斃死を招き真珠養殖業

に重大な被害をもたらすようになった。

⑶　貧酸素水塊の発生

　英虞湾では，1956年には既に大規模な貧酸素水塊の発生が確認された。近年でも，湾

奥部である立神地区ではほぼ毎年，湾央部であるタコノボリ地区や，湾口部である御座

などでも少なくとも数年おきに，６月から９月の夏季において，貧酸素水塊の発生が確

認されている。

⑷　海底の有機物量の増加

　英虞湾では，1960年代から既に海底への有機物の堆積が問題化しており，「昭和41年

度浅海漁場開発事業調査報告書（Ⅰ）‐真珠養殖漁場の底質改良に関する諸調査‐」（1967

年３月三重県）に湾奥部での底質悪化が記録されている。

　英虞湾の湾奥部では，1980年以降，化学的酸素溶存量（COD）と酸揮発性硫化物（AVS）

につき，水生生物保護のための環境の水質基準である水産用水基準における底質の基準

（CODにつき20㎎／ｇ乾泥以下，AVSにつき0.2㎎／ｇ乾泥以下）を上回る高い値が継続

しており，底質の汚染は深刻である。

⑸　底生生物の構成の変化

　英虞湾における底生生物の構成は，1940年代には貝類をはじめとする軟体動物が45％

を占め，最も優占している状況であったが，1965年の調査では約60％をゴカイなどの環

形生物が占めるようになり，最近では70％以上を環形生物が占める状況が続いている。

　このように，英虞湾の底質環境の悪化に伴い，底生生物も貧酸素水塊が発生している

状況に耐性を有する環形生物が優占的となっており，生物多様性が失われつつある状況

が生じている。

４　英虞湾における環境悪化の要因

⑴　干潟，浅場の減少

　①英虞湾では，過去において，海域面積の約10％に当たる約269haの干潟が存在した。

　しかし，前述したように，農地面積拡大のため元禄年間から戦前にかけて，湾奥部の

干潟の干拓が進められ，全体の約70％に当たる約185haの干潟が消失し，現存する干潟

は，河口干潟約３ha，前浜干潟81haにとどまっている。

　また，英虞湾沿岸域では，干潟を干拓して農地化が図られた土地の約85％が休耕地化

しており，有効活用が図られていない現状にある。

　干潟には，良好な光環境の下，底生微細藻類等を中心とする豊富な植物が繁茂する。
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また，干潟の底生生物は，この底生微細藻類や潮の干満を利用して海水中のプランクト

ン等の有機物を摂取し，体内に栄養を取り込んで成長し，繁殖を行う。さらに，これに

より体内に有機物を取り込んだ底生生物は，漁獲や飛来する鳥類などの捕食生物により

捕食され沿岸域外に運搬され，これにより有機物を沿岸域外に排出する。そして，底生

生物が消化した結果として有機物が低分子化し，これをバクテリアが分解して，最終的

には二酸化炭素と無機態窒素・リンとして無機化される。

　このような干潟を舞台とする食物連鎖は，海域の水質浄化や物質循環機能を担うこと

になり，干潟は，生態系の維持のみならず，物質循環による良好な海域環境の維持にお

いて極めて重要な役割を有している。

　②英虞湾では，上述のように，このような機能を有する干潟とアマモの繁殖場所とな

る浅場が，水田開発のため潮受堤防で海域と分断されることにより，その約７割が消失

した。特に，1959年の伊勢湾台風と翌年のチリ地震津波による被害の後に，当時耕作さ

れていた水田を塩害から守るために，コンクリート製の潮受堤防が新たに建設され湾奥

部と海域との分断がより強固なものとなった。

　これにより，干潟や浅場の持つ自然浄化能力が減衰し，貧酸素水塊や赤潮の頻発につ

ながっていったものと考え得る。

⑵　真珠養殖による堆積物の増大

　前述のように，英虞湾における真珠養殖は，古くは明治時代にまで遡り，第二次世界

大戦により一時衰退したものの，戦後，外貨獲得手段として政府による支援を受けたこ

とから1955年以降急速に生産を拡大した。

　かかる，閉鎖性の高い英虞湾における過密養殖は，ヘドロの堆積や水質悪化などの弊

害を引き起こした。なお，真珠養殖と底質汚染との関係についての科学的根拠は，国

分ら「210Pb堆積年代測定法による英虞湾の堆積環境の解析」（地球科学42，99 ‐ 111

（2008））が詳しい。

　アコヤガイは，エラで海水を濾過して主に植物プランクトンを摂取するためアコヤガ

イが英虞湾の水質浄化に資する側面も有する。他方で，アコヤガイが摂取したものの吸

収しきれなかったものは老廃物として

排出する。大量のアコヤガイを養殖す

ればするほど，この排出物は増加し，

海底に堆積する量も増加する。また，

真珠養殖にはアコヤガイの貝殻面に付

着する汚れを除去する必要があり，か

つては，この除去作業が海上で行われ

ていたことから，取り除かれた汚れが

そのまま海洋に廃棄され海底に堆積し

ていた。さらに，硫化水素の発生やヘ

図表１-２-２-２　湾奥部の干潟減少の様子

出典：英虞湾干潟域の生物生息機能・物質循環機能の定量的
評価と生態系再生手法に関する研究（国分秀樹）－三
重県水産研究所研究報告第18号
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テロカプサ赤潮によりアコヤガイが斃死

した場合，その死骸も海底に堆積するこ

とになる。

　このように真珠養殖により排出される

有機物が，海底に大量に堆積することに

より，底質の環境を悪化させる要因とな

っている。

⑶　陸域からの負荷

　英虞湾が属する志摩市の人口は，前述

のように，おおむね６万人台で推移してきたが，2000年頃から減少が始まり，現在では

５万6000人前後で推移してきている。

　しかし，志摩市は市全域において生活排水処理設備の整備が遅れており，し尿のみを

処理する単独浄化槽のみが設置された世帯も多く残存している。そのため，生活雑排水

が未処理のまま英虞湾に通じる河川や英虞湾内に排出されており，陸域からの環境負荷

が依然として減少しない要因となっている。

⑷　漁獲量の減少

　英虞湾に流れ込んだ栄養分は，海生生物に取り込まれることになるため，漁業は海生

生物を捕獲することにより海域に流れ込んだ栄養分を域外に取り出す作用を有する。

　しかし，英虞湾においては，前述のように，1963年頃から漁獲高が急激に減少し，

2000年以降は年間20ｔ以下と低調な状態が続いている。

　かかる漁獲高の減少は，環境の悪化による魚介類の減少と高齢化等による漁業者の減

少，比較的収益性の高いアオサ養殖等への転換など様々な要因が考え得るが，いずれに

せよ，漁獲高の減少によって，栄養源を海域外へと取り出す作用が弱体化していること

は明らかであり，これも英虞湾の環境悪化の要因となっている。

５　英虞湾における取組

⑴　このような各種の要因に対して，地元志摩市では様々な取組が開始されている。

　まず，志摩市では，陸域からの負荷を減少させるための取組として，2004年に「生活

排水処理基本計画」を策定するなど，下水道設備や合併浄化槽設置の推進を図り，また，

真珠養殖に伴う海底堆積物の増大については，アコヤガイの洗浄により生じる汚れを海

域に流さないようにするなど，真珠養殖業者が自主的に取組を進めている。

　ただ，英虞湾における取組として特筆すべきは，国内の自治体として初めて沿岸域の

総合的管理を志向する「新しい里海づくり」の取組である。これにより豊かな英虞湾の

自然環境を保全・再生し，陸域からの環境負荷を減らすとともに，干潟や浅場を中心と

する自然の物質循環機能を回復させることにより，英虞湾の環境悪化に歯止めをかける

効果が期待される。

⑵　立神真珠研究会による初期の取組

写真１-２-２-３　潮受堤防と前浜干潟及び後背地
の様子

←後背地　　　　　　　　前浜干潟→
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　この「新しい里海づくり」の取組も，その基となった活動は，当初は行政主導で進め

られたものではなかった。

　きっかけは，1997年に社団法人農林水産先端技術産業振興センター（STAFF）（現：

社団法人農林水産・食品産業技術振興協会）農林水産新技術開発事業において，「水産

養殖海域の水質汚染を防止する環境管理エキスパートシステムの開発」が行われ，この

事業への参加要請が，志摩市阿児町立神地区の真珠養殖業者らに持ち込まれたことに発

する。

　この事業への参加により，同地区の真珠養殖業者らが，英虞湾の物質循環の実情を数

値で確認したことから，英虞湾の環境改善に向けた取組の必要性を認識したことが，そ

の後の「新しい里海づくり」の礎となった。

　そして，1999年に，かかる真珠養殖業者の１人である原条誠也氏を中心とする「立神

真珠研究会」が，浚渫ヘドロの除去事業により排出される浚渫土を利用した人工干潟の

造成を提案し，2000年４月から，志摩市阿児町立神地区の前浜干潟において，三重県，

三重大学，大成建設株式会社らの協力を得て，人工干潟造成実験と干潟造成の効果に関

する追跡調査が行われた。

　さらに，「立神真珠研究会」は，この成果を踏まえて2001年及び2002年に，「英虞湾の

再生を考えるシンポジュウム」を主催するに至り，このシンポジウムを受けて，英虞湾

再生に向けた「英虞湾再生コンソーシアム」を設立するに至った。

　このように，「新しい里海づくり」の基礎となった活動は，地元真珠養殖業者らが中

心となって自主的に進められたものであり，この活動において「立神真珠研究会」は極

めて大きな役割を果たした。

⑶　三重県地域結集型共同研究事業から志摩市里海創生基本計画の策定まで

　その後，2003年からは，独立行政法人科学技術振興機構（JST）の支援による三重県

地域結集型共同研究事業「閉鎖性海域における環境創生プロジェクト（通称：英虞湾再

生プロジェクト）」が開始された。このプロジェクトでは，産官学民の連携にて英虞湾

の再生が検討された。

　そして，2006年から2009年にかけて旧阿児町立神杓浦に位置する潮受堤防内の休耕地

に海水をポンプで導入することによる干潟再生実験が行われた。また，その成果を受け

たJST実装支援事業として，2010年からは，湾奥部の干拓地と潮受堤防の間にある調整

池（志摩市阿児町立神字石淵）をモデルとして，海域と後背地を分断している潮受堤防

の水門を開放し，海水導入を行うことによる干潟再生事業が実施された。この事業は三

重県水産研究所を中心とし，2008年に設立された英虞湾自然再生協議会が協力して実施

された。なお，この英虞湾自然再生協議会は志摩市によって設立されたもので，自然再

生推進法の法定協議会とは異なるが，地元市民や漁協・真珠組合等の事業者団体，三重

大学や三重県によって構成されており，中部地方環境事務所もオブザーバーとして参加

しているものである。
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　また，2004年から，「立神真珠研究会」が行った人工干潟造成とその後の追跡調査の

成果を元に，同じ海域にてより大規模な人工干潟を造成する現地実証実験が，「平成15

年度三重保全地区英虞湾漁場環境保全創造事業」として行われた。

　さらに，志摩市では，前述した「英虞湾再生プロジェクト」の成果を受けて，2010年

に新しい里海づくりを市の重点政策と位置付け，平成2011年４月には，志摩市役所内に

里海推進室を設置した。そして，2012年３月には，沿岸域の総合的な管理体制の構築を

目指す「志摩市里海創生基本計画」を策定した。この「志摩市里海創生基本計画」は，

海域と海域に影響を与える陸域を一体の「沿岸域」と捉え，市民参加の下で，関係者が

一丸となって沿岸域の総合的な管理体制を構築しようとするもので，国内の基礎自治体

として初めての画期的な試みとなるものである。特に，「志摩市里海創生基本計画」の

中で，志摩市は「稼げる里海」と銘打ち，「地域の自然環境が保全され，農林水産業の

生産が維持されるとともに，国内外の人々から景観や産品が魅力的で，『訪れたい，住

みたい，応援したい』という評価を受ける地域となり，農林水産物や景観，文化といっ

た地域の資源を損なうことなく，持続的に利用することが可能な沿岸域」の実現を目指

していることは，注目に値する。

⑷　干潟再生について

　①　干潟や浅場が，沿岸域の物質循環機能を有し，また，生態系の維持による生物多様

性の確保にも重要な役割を果たすことは前述したとおりである。

　この点において，英虞湾において実施された２つの特徴的な干潟再生事業は，日本

の沿岸域の保全と再生を考える上で，多くの示唆を与えてくれる。

　②　阿児町立神地区人工干潟について

　この地区では，まず「立神真珠研究会」が中心となり，2000年９月に，前浜干潟の

地盤に浚渫ヘドロを混合して25㎡ずつ５区画の小規模の人工干潟を造成し，１年後に

は浚渫ヘドロのみで干潟を造成した６区画目の実験区を増設し，浚渫ヘドロの最適混

合率を把握するために追跡調査を３年間実施した。この調査において，浚渫土30％と

50％では同等程度の底生生物の増加が認められたが，浚渫土100％では厳しい結果と

なった。

　その後，2003年12月から2004年３月まで（第１期工事）と，2004年12月から2005年

３月まで（第２期工事）とに分けて，上記追跡調査の成果を元に，浚渫土混合率50％

の実験区（実験区①）と30％の実験区（実験区②）を各1500㎡ずつ（第１期工事），

同混合率30％の実験区4200㎡（実験区③）の人工干潟を造成し，実証実験が行われた。

　また，この実証実験では，天然の沿岸域と同様に干潟，アマモ場，浅場と連続した

一連の生態系を造成することが目指された。そこで，人工干潟上にコアマモ場，人工

干潟の沖部に隣接してアマモ場が造成された。

　その結果，造成前の前浜干潟では二枚貝類中心の多様性の低い生物相であったもの

が，浚渫ヘドロを混合したことにより，多毛類や甲殻類，腹足類など堆積物を摂取す
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る生物が増加し多様性の高い生物相に変化することが確認された。また，コアマモが，

人工干潟上でも天然コアマモ場と同様の成長傾向を示すことが発見された。

　さらに，小規模の人工干潟との比較においては，干潟面積が拡大することにより，

定着する底生生物の種類数及び個体数が増加することも確認された。

　そして，英虞湾の浚渫ヘドロを用いた人工干潟においては，浚渫ヘドロの混合割合

を約20％から30％とすることが適当であることを示す実験結果となった。

　③　阿児町石淵地区再生干潟について

　前述のように，独立行政法人科学技術振興機構（JST）の支援による実装支援事業

として，2010年から，湾奥部の干拓地と潮受堤防の間にある調整池（志摩市阿児町立

神字石淵）をモデルとして，海域と後背地を分断している潮受堤防の水門を開放し，

海水導入を行うことによる干潟再生事業が実施された。

　同事業では，まず，2009年から，潮受堤防に設置されている水門を改造するととも

に，同年12月には底生生物・底質等についての事前調査を行い，2010年２月から，試

験的な沿岸休耕地への海水導入実験を開始した。その際に，予想以上の海水面の上昇

が見られたことから，モデル海域周辺地への海水侵入防止対策を施した後に，本格的

な海水導入による干潟再生を開始した。海水導入後約３年で干潟を再生する計画とな

っている。

　その結果，干潟再生前の生物調査では，ユスリカやカワゴカイなどの汽水性の汚れ

た環境に対応可能な生物が６種類確認できたにとどまっていたが，海水導入後６か月

程度でボラ，ハゼ，スズキの稚魚，ウミニナ，ヘタナリ，ケフサイソガニなどの移動

性の生物を中心として20種類が確認され，18か月後には確認できる生物種が30種類に

図表１-２-２-４　底生生物の種類数と個体数の推移

出典：浚渫ヘドロを用いた大規模造成干潟の低質と底生生物の特性について（高山百合子・片倉徳男・国分秀樹　大成建
設技術センター報第42号（2009））



－64－

第１編　沿岸域の保全・再生の現状

まで増加した。また，海水導入前に

は確認できなかったアサリの稚貝も

発見されるようになるなど，生物数

が確実に増加してきている。また，

海底の状況も海水導入前と導入後で

は肉眼でも確認できるほど改善して

きている。

　④　干潟再生の成果と課題

　ア　以上に紹介した２つの干潟再生事業からも明らかなように，干潟の再生や沿岸遊休

地への海水導入により，生物量と多様性のいずれもが高い生物相の回復につながる効

果が確認された。

　また，既述の三重県地域結集型共同研究事業「英虞湾再生プロジェクト」において，

現在の干潟面積のままである場合（干潟面積84ha）と，湾内の沿岸休耕地全てを干

写真１-２-２-５　立神地区人工干潟

提供：三重県水産研究所　国分秀樹氏

写真１-２-２-６　干潟の生き物たち

図表１-２-２-７　モデル海域図
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潟として再生した場合（266ha）の干潟の有機物除去能力をコンピューター上で検証

したところ，前者の除去能力が年間16ｔ程度であるのに対して，後者では年間128ｔ

程度まで増加するとの結果も明らかとなった。

　さらに，立神地区の人工干潟造成実験により，人工干潟において底生生物の生育に

適した浚渫ヘドロの混合割合等に関して，石淵地区の海水導入実験においては，実際

に海水を導入する場合における流入海水量の予想や周辺地への海水侵入防止策等につ

いて，それぞれ英虞湾におけるデータではあるものの，他の地域で同様の取組を行う

場合にも応用可能となる有益な情報が収集された。

　全国的に実施されている航路・港湾の浚渫事業等により排出される浚渫土砂は，中

津干潟の例に見られるように，この用いられ方によっては自然環境の破壊を招来する

ものとなる。しかし，英虞湾における人工干潟実証実験により，一定の条件下におい

ては，かかる浚渫土砂を，失われた干潟の再生に有効利用し得ることが実証された。

　また，海水導入については全国の沿岸や港湾域の遊休地を再利用する手法として，

英虞湾と同様の問題を抱える他の閉鎖性海域にも展開可能な技術手法となる。

　このように，干潟再生により沿岸域の生物多様性と物質循環機能が向上することを

写真１-２-２-８　潮受堤防と水門の様子

提供－三重県水産研究所　国分秀樹氏

図表１-２-２-９　干潟再生後の底生生物の変化

提供：三重県水産研究所　国分秀樹氏
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明らかとし，これに伴う新たな技術手法を生み出した点で，英虞湾における２つの干

潟再生事業により大きな成果が得られ，また，現在得られつつあるものである。

　イ　他方で，干潟再生を行うに当たっては，課題も多い。

　まず，沿岸域の管理が極めて複雑であり，農地や潮受堤防については地方農政局，

海岸や港湾は国土交通省，漁港や漁業権に関しては水産庁が関与し，さらに，各自治

体の部局との調整が必要となる。特に，潮受堤防の改変や撤去については，補助金等

に係る予算の執行の適正化に関する法律が大きな壁となる。

　さらに，干拓地を干潟化する場合には，個人の所有地となっていることから，その

所有者や土地利用者との調整が必要となる。

　加えて，再生した干潟に対する漁業法４条の適用の有無，防災，干潟や水門の管理

権の設定，周辺漁業者との調整なども問題となる。

６　まとめ

　以上，我が国における沿岸域の総合管理を目指す先進的な取組事例として，英虞湾

における事例を紹介した。英虞湾においては，今後もリゾート施設である「合歓の里」

において海水導入による干潟再生事業が予定されており，また，干潟再生候補地の調

写真１-２-２-10　海水導入前後の海底の様子

導入前　　　　　導入後
提供：三重県水産研究所　国分秀樹氏

写真１-２-２-11　海水導入後の放流あさりとコアマモの様子

提供：三重県水産研究所　国分秀樹氏
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査選定も進んでいる。

　上述したように，英虞湾における取組も，今後，様々な障害を乗り越えていくこと

が必要であり，必ずしも順風満帆なものとはいえない。特に，所謂縦割り行政による

弊害は大きな障害となっている。この点は，前述のように，「英虞湾自然再生協議会」

が自然再生推進法に定める法定協議会とはなっていないことに端的に示されている

（第２編第１章第10節　自然再生推進法参照）。

　しかし，地元志摩市では，英虞湾の環境再生が地域全体に恵みをもたらすことにつ

いて，地域住民や事業者，行政や研究機関らが共通理解を有するに至っている。英虞

湾において，地元住民らが中心となる英虞湾自然再生協議会や三重県水産研究所と行

政担当部局との連携により，一歩一歩進められている取組は，我が国における沿岸域

の総合管理を実現するための礎となるものである。

　現在，遊休耕作地に代表される低・未利用地は，我が国の沿岸域で約６万haにお

よび，その面積は琵琶湖のそれにも匹敵するものとなっている。英虞湾の事例は，時

代の変化と共に放置されるに至った遊休地を柔軟に活用し，自然と人間生活の共生を

中心として，時代の要請にあった沿岸域の管理を行うことが，生物多様性の確保と物

質循環機能の維持回復によって豊かな海を取り戻すことに欠かせないものであること

を如実に示している。今後の我が国においては，この英虞湾での取組を基礎とし，総

合的な沿岸域管理の実現に資する法制度の構築が急務である。
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第３　中津干潟－官学民による干潟保全の実現と防護・干潟保全の調和－

１　中津干潟の概要
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⑴　干潟の概要

　中津干潟は，大分県中津市沿岸（瀬戸内海西部の周防灘）に面し，中津港を挟んで山

国川から宇佐市との境界までの海岸線延長約10㎞，奥行き約３㎞，干潟面積1347haの

広さを有する河口干潟である。

　この中津干潟では，砂質，砂泥質，礫質の干潟をはじめ，広大な塩性湿地，砂浜など，

多様な環境が比較的良好な状態で維持されている。

⑵　中津干潟の生物相

　2001年度からの調査によると，中津干潟では，カブトガニ，ハクセンシオマネキ，シ

オマネキ，ハマグリ，タイラギ，イチョウシラトリ，ヘナタリ類，ゴマフダマ，アオギス，

トビハゼ，ナメクジウオ，ズグロカモメ，コアジサシ，カモ類，シギチドリ類，ハマサ

ジ，フクド，ハマボウなどが確認されており，正式に同定した生物種は約550種にも上る。

これら同定された約550種の中には，新種や，日本各地の干潟で絶滅しつつある生物の

生息が確認されており，さらに，約４割が絶滅危惧種となっている。

⑶　中津干潟の価値

　中津干潟では，多様な環境が比較的良好な状態で維持され，かつ，生物多様性が維持

されていることに加え，現在でもそこで漁業をして生計を立てている漁業者がいる。

　このように，いわば「里海」として，人の生活と密接に関わり合いながら，良好な環

境の中で多くの生物が生活しているという点に，中津干潟の重要な価値が存在している

といえる。

２　NPO法人　水辺に遊ぶ会

　かかる中津干潟の保全活動において，中心的役割を担っているのが，NPO法人水辺

に遊ぶ会（以下「水辺に遊ぶ会」という。）である。

⑴　設立の経緯

　中津干潟に隣接する中津港は，1999年に重要港湾に指定されたところ，大分県は，中

津港湾拡張整備工事から発生する浚渫土砂を活用して，中津干潟の一部に覆砂し，海藻

類の堆積・腐敗を改善する事業（エコポート事業）を計画した。

　当時，中津干潟が有する多様な環境や生態系の重要性は，地域住民にもあまり認識さ

れていなかったため，当初において同計画に反対していたのは，いずれも地域外の環境

保護団体であったが，このような状況の中，地域住民による活動の必要性を感じた作家

松下竜一氏の呼び掛けにより，足利由紀子氏をはじめとする市民有志が集められ，同氏

が代表を務める水辺で遊ぶ会が1999年７月に設立された。そして，同会により，この地

域の干潟が「中津干潟」と名付けられ，干潟観察会などの緩やかな保全活動が開始された。

⑵　会の運営及び組織の概要

　水辺に遊ぶ会の事務局は，理事長を含めて５人である。

　会員は，約220人である。

　干潟観察会をはじめとする各イベントは，参加費を徴収して運営しているが，その他
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の全般的な運営は，わずかな会費・寄付と民間からの補助金で賄っている。

　財政的には厳しい状況にあり，会の運営のほとんどは，ボランティアに依存している。

⑶　活動の内容と特徴

　水辺に遊ぶ会では，「この10年から20年くらいの間に疎遠になってしまった人と海と

の関係を取り戻したい」との目標のもと，干潟観察会や生物調査，ビーチクリーン，地

元小学校の環境学習などの活動を，広く実施している。これらの活動は，地域に中津干

潟の存在を知らしめるとともに，市民が干潟や海と関わる機会が作出されるなど，様々

な活動に波及している。

　水辺に遊ぶ会の活動は，「中津干潟のあり方については，行政及び地域住民全体で話

し合って決めていくことだ」との考え方に基づいている点に重要な特徴があるといえる。

　干潟観察会やビーチクリーン等を通じて，市民に中津干潟の存在と重要性を広く知ら

しめるとともに，市民の立場から中津干潟における生物調査を実施し，干潟の管理・保

全のための計画立案の基礎情報の把握と周知を実現するなど，水辺に遊ぶ会は，中津干

潟の保全活動において極めて重要な役割を担っている。

　このような会の存在が，以下に紹介する中津干潟の保全活動においても，重要な役割

を担うこととなった。

３　中津干潟における開発計画と干潟保全

⑴　協議の場としての中津港大新田地区環境整備懇談会の設置

　中津干潟に隣接する中津港は，背後に自動車産業の立地を受けて，港湾機能を拡張整

備されることとなり，1999年に重要港湾に指定された。そして，これに伴い，港の拡張

整備の浚渫土砂を，海藻等の堆積・腐敗の対策として，中津干潟に覆砂する事業（エコ

ポート事業）が大分県により計画された。

　しかし，自然保護団体など複数の団体から中津港拡張に反対する要望書が関係省庁や

県知事宛に提出された。また，港湾改修が干潟環境に与える影響の調査のために大分県

によって設置された「中津港改修環境影響調査検討委員会」も，中津港の整備計画には

問題はないものの，干潟の覆砂事業については，「干潟生態系の多様性に配慮し，専門家，

図表１-２-３-１　中津干潟の位置関係

出典：環境省
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地元住民及び環境団体等の意見を十分に聞くべき」という提言を提出した。

　このような中，水辺に遊ぶ会は「様々な考えや立場を持つ人々が一堂に会して，エコ

ポート事業について話し合う場を設けて欲しい」という協議会設置の申入れを県知事宛

に提出した。

　その結果，大分県は，2000年５月，市民を座長とする「中津港大新田地区環境整備懇

談会」を設置した。

⑵　中津港大新田地区環境整備懇談会の概要

　同懇談会は，行政，専門家（干潟，漂砂，海洋環境，海生生物，環境技術），自然保

護団体（WWFJ，日本野鳥の会大分県支部，中津干潟を守る会），地元代表（市議会議員，

自治委員（区長），漁業協同組合，水辺に遊ぶ会など），公募による住民代表の各委員に

よって構成された。

　会議は，完全公開を原則とし，飛び入り発言も自由であった。また，同懇談会事務局

において会議の資料を作成するに当たっては，一般市民が会議の内容を理解した上で発

言できるようにするため，イラストや色彩の使用，分かりやすい用語の使用など，様々

な工夫が施された。

　これらの工夫により，行政・市民・専門家の間の活発かつ忌憚のない意見交換が可能

となった。そして，このことにより，単純に海岸事業に反対することで自然保護を実現

するという一方的議論ではなく，海岸事業の必要性や目的を理解した上で，干潟を保全

するために実際にどうすることが必要であるかという実質的検討が実現された。

⑶　中津港大新田地区環境整備懇談会の提言とエコポート事業の中止

　ところで，同懇談会では，①エコポート事業に関する検討に加えて，②舞手川河口の

護岸未整備地区約180ｍにおける護岸整備の在り方についても，検討が行われた。②に

ついては，舞手川河口付近は，荒天時に背後の民有地への越波や侵食が生じており，護

岸の早期整備を求める地元の声もある一方で，同付近は希少生物であるカブトガニの産

卵地であり，環境上の価値が高い地区でもあったことから，生活圏防護と干潟保全の調

和を如何に図るかということに関連する議論となった。

　結論としては，約１年間で５回の懇談会と４回の分科会が実施された結果，人と自然

の共生の観点から，①のエコポート事業については，「大新田地区の干潟については，

写真１-２-３-２　水鳥が集う中津干潟
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覆砂等の事業は行わず，環境学習やレクリエーションの場として賢い利用を行うことと

する。また，この一帯で今後海岸事業を行うときには，必ず懇談会を設置し様々な人の

意見を聞くこととする。」という内容の提言が提出され，その結果，中津干潟への覆砂

事業は中止されることとなった。

　一方，②の護岸整備の在り方については，大新田地区の海岸事業の残り180ｍの延長

部分の事業の進め方として，以下の内容が提言として出されるに至った。

　①　侵食・高潮対策については，民有地の侵食が進んでいる区間について最小限の延長

（約60ｍ）で護岸を建設し，一旦事業を休止する。護岸は被覆石工法で行う。そして，

工事中・工事後にモニタリング調査を行う。また，工事影響範囲内の干潟生物に関す

る調査を行う。

　②　残りの約120ｍの区間は，公園化や用地買収等の可能性を検討するとともに，今後

の侵食状況を約２年間程度で調査する。当該調査は，地元団体・中津市・大分県が共

同して行う。

　このように，中津港大新田地区環境整備懇談会における行政・市民・専門家を交えた

検討の結果，中津干潟を覆砂するというエコポート事業は中止となり，覆砂による環境

悪化は未然に防がれることとなった。一方，舞手川河口における護岸の在り方について

は，約２年間の調査の上，大新田地区環境整備協議会により引き続き検討がなされるこ

ととなった。

４　環境保全と生活圏防護の調和

⑴　干潟調査活動を通じた環境保全と生活圏防護の重要性に対する認識の形成

　中津港大新田地区環境整備懇談会の提言後２年の間に行われたのが，水辺に遊ぶ会を

中心とした市民計画型の干潟調査活動であった。

　大分県には自然史博物館や干潟生物相調査を継続的に行う研究機関が存在しないた

め，学術総合調査を行うことは困難と考えられた。しかし，その状態のままでは，中津

干潟の生物相が十分把握されず，そのために干潟の重要性について十分な認識がもたれ

ないまま，干潟が開発・改変の対象となることが危惧された。そこで，約２年間をモラ

トリアム期間として護岸設置事業が休止される間，水辺に遊ぶ会と懇談会有志により，

舞手川河口の環境調査として，生態系の現況や海浜の変形状況等についての調査が行わ

れることとなった。

　当該調査結果は，水辺に遊ぶ会の呼び掛けにより2001年11月に実施された中津港大新

田地区舞手川河口部周辺自然環境報告会にて，「市民有志」の名の下による報告書とし

て提出された。当該報告会においては，大分県土木事務所による河口周辺の侵食状況，

中津市の街づくりの立場からみた大新田地区の整備なども報告され，専門委員や一般の

参加者による意見交換が行われた。その結果，参加者において，河口付近は生態的に非

常に貴重な場所である一方，民間の土地の侵食の可能性もあるとの認識が共有されるに

至った。
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　なお，当該調査報告書の特徴的な点は，市民による生物環境調査結果のみが報告され

るだけでなく，他の懇談会メンバーも調査執筆を分担し，まとめられた点にある。例え

ば，海岸・河口の海浜変化の測量結果は大分県土木事務所が，漂砂環境の解析と診断は

専門委員の国土交通省国土技術政策総合研究所研究総務官が，環境調査結果の評価と新

海岸法の下での自然海岸・河口砂州の保全計画の細部の考え方の整理は専門委員が，そ

れぞれ行った。すなわち，同調査は，住民と行政，専門家の共同により実施・報告され

たものであったのである。

⑵　大新田地区環境整備協議会の提言による環境保全と生活圏防護の調整の実現

　中津港大新田地区環境整備懇談会の体制を引き継ぐ形で，2002年に「大新田地区環境

整備協議会」が設置され，約２年間に渡る侵食状況の調査等も踏まえた上で，舞手川河

口における護岸未整備の残り約120ｍ区間の護岸設置についての検討が行われた。この

検討は，前記のとおり，生活圏防護の必要性と干潟保全の必要性の調整をどのようにし

て図るかという点に関するものである。

　この点に関し，同協議会では，４つの代替案を作成し，比較検討を行った。

　Ａ案は，何もしない案である。この場合，生物環境への影響はないが，高潮にも対応

できず，民有地の侵食も進行するため，防護上の問題は残ることとなる。

　Ｂ案は，防護ラインをセットバックさせ，貴重な生態系を持つ河口の湿地の用地を買

収し，その湿地の陸側に護岸を設ける案である。この場合，護岸の内側は高潮及び波浪

から防護できることとなる。

　Ｃ案は，河口に突堤を設ける案である。この場合，砂移動を抑えることができるので，

海浜の侵食が防止できる。しかし，河口の干潮域の環境に影響が生じる上，高潮を防ぐ

効果もない。

　Ｄ案は，海岸線に沿って従来どおりの護岸を整備する案である。この場合，高潮・侵

食を防ぐ効果はあるが，生態系への影響は大きくなる。

　同協議会においてこれらの比較検討を行った結果，護岸建設位置が当初の官民境界（基

本的には汀線）になければならないとの制約条件を外して考えれば，自然の砂州，浜

堤，ラグーンが背後の田畑に対しては防護機能を果たす可能性が大きいとの意見が出さ

れた。そこで，協議会においては，Ｂ案について更に検討することとし，背後地の詳細

測量を行った。そして，測量の結果，背後地の地盤高がある程度高いため，海岸からの

越波や河口部での水位上昇に伴うバックウォーターによる浸水が防除可能な施設を配置

すれば，高潮対策は十分可能であることが判明した。また，浜堤の高さが最高潮位に近

いため，浜堤が防護機能をある程度持つこと，自然地形により守られた背後に施設を設

置する場合，人工構造物の強度を減ずることができることが考えられた。

　一方，洪水前後での調査の結果，舞手川河口砂州の場合，突堤や導流堤によって周辺

海岸から河口内へ逆流し，河口砂州を伸張させて河口閉塞の要因となる沿岸漂砂につい

ては，洪水時に水位がある程度上昇する前に砂州の一部がフラッシュ（流される）する
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ことが確認された。それと同時に，河口に人工構造物を設置すると，海域から河口の汽

水域へと遡る多様な生物の移動が著しく妨げられることが危惧された。そのため，河口

に人工構造物は設置するべきではないとの判断がなされた。

　こうした協議会の提言を受け，大分県は，国土交通省に予算要求し，2004年にセット

バック方式による防護事業を実施した。これにより，堤防による干潟の分断が回避され

た。

　すなわち，堤防を海岸線から内陸にセットバックさせて建設することにより，その海

側に存在する干潟を保全しつつ，陸側の民有地の防護を図る方法が実現されたのである。

５　その他の干潟保全活動

　なお，以上の他，中津干潟では，蛎瀬川河口西側に存在していた砂浜が東側に流れ，

蛎瀬川河口を塞ぐ形状となったため，洪水発生に対する住民不安と蛎瀬川河口西側の砂

浜後退が生じるという問題も生じた。

　この問題への対応として，水辺に遊ぶ会や学識者，行政との協議の結果，ネット袋詰

の石による突堤が蛎瀬川河口西側に３か所設置されている。ネット袋詰の石による突堤

という方法が選択されたのは，①コンクリートの突堤によって完全に水の流れを遮断し

てしまうよりも，水の流れを確保しつつ一定割合の砂を留めることが可能であり，環境

に対する影響が少ないと思われたこと及び②突堤によるデメリットが生じた場合や突堤

の移設が必要となった場合に，撤去や移動が容易であり，突堤設置による影響への不安

を持つ住民からの理解を得るという観点からも，経済的観点からも，有用と考えられた

ことによる。

　この突堤により，現在，蛎瀬川河口西側の砂浜は回復傾向にあり，一定の効果が見ら

れている。

６　中津干潟における保全活動の評価

　これまでの中津干潟における干潟保全活動は，次の点において，他の地域においても

参考にすべき点を含む沿岸域保全事例であると考えられる。

　１つ目は，専門家や行政と，地元住民や市民団体の協議の場や調査報告の場が設定さ

れ，それに基づいた協議検討結果に従い，干潟が保全され，かつ，今後の事業等のおい

ても，様々な人の意見を聞く場を必ず設定すべきとの提言がなされた点である。中津干

潟では，干潟に関する様々な問題について，市民団体と専門家，行政との連携が現実に

保たれている。すなわち，関係者による協議等の場が設定され，そこでの意見に基づい

た計画によって干潟保全が地域レベルで図られているという点において，沿岸域保全の

モデルともいうべき好事例といえる。

　２つ目は，生活圏防護と干潟保全という２つの必要性の調和を，護岸堤防のセットバ

ックという方法によって実現した点である。護岸堤防をセットバックしたことにより，

カブトガニを始めとする生物の生息地が守られている一方，防護上の問題も生じていな

い。むしろ，堤防をセットバックさせることで，堤防に波が常時直接当たることが無く
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なったため，堤防の護岸機能は高まっている。生活圏防護の必要性の観点から，沿岸域

において自然状態に何らかの改変を行わざるを得ない場合において，環境保全との両立

を実現する１つの方法として，他の地域においても参考にし得る事例といえよう。

　中津干潟は，国際的に貴重な水辺環境であるとして，環境省によってラムサール条約

潜在候補地に挙げられており，同条約への登録が期待されている。また，中津干潟は，

2010年，世界湿地ネットワークによる「ブルーグローブ賞」をドナウデルタ等と共に受

賞している。同賞は，湿地の管理の良さを称える賞であり，中津干潟における干潟管理

が，世界的にも評価されていることを示すものであるといえる。

７　現状の問題点

　現在，中津干潟では，中津港の整備・拡張に伴い，掘削航路への土砂の流入による干

潟の減少が懸念されている。この問題については，国土交通省が主体となって設置され

た「中津港海域環境管理懇談会」においても，行政や専門家，市民団体，地元住民や漁

写真１-２-３-３　セットバックされた護岸堤防

写真１-２-３-４　セットバック堤防の位置関係
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業者等による協議がなされることが望ま

れるところではあるものの，具体的協議

とそれに基づく対応策がとられるには至

っていない。今後は，中津港の整備・拡

張による影響についての行政を中心とし

た具体的調査と，その結果を受けた上で

の具体的協議及び適切な干潟管理が望ま

れるところである。

　また，その他に，中津干潟ではアサリ不漁の問題も生じている。この問題についても，

行政・市民・専門家による海域と水系の総合的調査が望まれているところである。

８　まとめ

　以上，干潟保全の好事例として，中津干潟における干潟保全活動を紹介した。

　現在も，水辺に遊ぶ会により，中津干潟の保全活動は継続されているが，保全が持続

するためには，行政，専門家，地元住民を含めた関係者の相互理解と継続的な協議・協

働が不可欠である。

　今後も，行政と専門家，関係者による更なる相互理解と協議の場の継続により，地域

主体による干潟保全の実現が継続されることを期待したい。

第４　泡瀬干潟－公共工事と重要湿地－

はじめに

　泡瀬干潟は沖縄県最大の干潟であり，豊かな生態系を維持し，その貴重性も大変高い。

ところが，国，沖縄県及び沖縄市は一体となり，埋立反対の世論を顧みず，この豊かで貴

重な海域を強引に埋め立てようとしている。泡瀬干潟埋立事業は現在の我が国の干潟埋立

ての１つの典型であるので，本報告書にも取り上げることにした。

１　沖縄の干潟と泡瀬干潟

⑴　沖縄県における干潟・浅海域の埋立ての状況

　泡瀬干潟は沖縄県中部の中城湾に位置し，沖縄市の前に広がっている干潟である。

　沖縄県が位置する琉球列島は古来から豊かな自然環境に恵まれ，人々はこの自然と共

存して暮らしてきた。しかし，特に1972年の本土復帰の頃から，急激な開発事業等によ

って動植物の生育・生息地が縮小・分断，破壊され，その悪化・劣化が急速に進み，沖

縄の貴重な自然環境は急速に破壊されつつある。

　沖縄のように閉鎖的で面積の限られた場所での開発は，これに比して大きな面積を持

つ本州や九州に比べて，個々の生物や生態系へのインパクトの程度が極めて大きい。す

なわち，本土復帰後の急激な開発によって，現在，沖縄の自然環境は再生不能なほど大

きな打撃を受けている（沖縄県発行「沖縄の自然とレッドデータブック」）。

　沖縄における開発による自然破壊は，干潟にも大きな影響を及ぼしてきた。20世紀の

写真１-２-３-５　ネット袋詰の石による突堤
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後半まで，沖縄島には大規模な干潟が多数発達し，豊かな生態系を維持していた。環境

省が選定した「日本の重要湿地500」に含まれる干潟63の１割を超える７つの干潟が沖

縄県に属する（環境省：インターネット自然研究所WEB頁「日本の重要湿地500」参照）。

　干潟は容易に埋立てが可能であることから特に戦後日本全国で埋立てが進められてき

たが，バブル経済の崩壊後は干潟等海域の埋立計画も減少してきた。しかし，この状況

下にあっても，沖縄の埋立ては未だ増加傾向にある。沖縄では1972年の本土復帰から

2010年までに26.5㎞2の埋立てが行われたとされ（神田嘉延「環境問題と地域の自立的発

展」），2000年及び2003年には，都道府県別の土地の増加面積が全国１位及び２位となっ

た（国土地理院ホームページ「全国都道府県市区町村別面積調」）。

　そして，その後も現在まで，沖縄県内では大規模な干潟の埋立事業が行われ，埋立計

画が進行している。現在計画中の那覇空港の滑走路増設のための公有水面埋立事業（現

在環境影響評価手続中）では大嶺海岸（干潟）の約160haを埋め立てる計画となっている。

また，西海岸開発計画（浦添市の自主事業）では，60.2ha（都市機能用地33.5ha，交流

拠点用地26.7ha）を埋め立てる計画が進行中である。このような開発により，沖縄県の

干潟は急速に破壊・劣化が進んでいる。

　そして，泡瀬干潟においてもまた，埋立てが進行している。

⑵　泡瀬干潟の特異性・貴重性・重要性

　泡瀬干潟は，破壊・劣化が進む沖縄の干潟の中でも，大規模かつ保存状態が良く（な

お，2000年から進行している埋立事業による影響で一部悪化してきている。），非常に貴

重な干潟となっている。

　沖縄島中部の中城湾に位置する約265haの干潟で，地殻変動の際に中城湾全体が陥没

してできたという特徴を有し，河川と無関係に発生したという数少ない干潟である。

　泡瀬干潟は，泥質性干潟，細砂質性干潟，粗砂質性干潟，礫質性干潟と多様な底質に

加え，クビレミドロ（沖縄島の固有種で絶滅危惧Ⅰ類（環境庁，2000）等に指定されて

いる。）やその他の海藻草類からなる沖縄最大の353haの藻場や，ガラモ場，そしてサ

ンゴ礁と連なる多様な環境を持ち，そのため，多様な生物種が泡瀬干潟の生態系に依存

してその生存を維持している。

⑶　泡瀬干潟の生物多様性

　そもそも，干潟は陸と海の境であることから多種多様な生物相が見られるが，特に泡

瀬干潟は，面積の大きさや，底質の多様さなどから生物相は豊かである。

　泡瀬干潟には，ミナミコメツキガニなどの甲殻類に加え，ホソスジヒバリガイ，リュ

ウキュウアオイガイ，ハボウキガイなどの貝類など，南西諸島特有の生物地理的特徴

を示す生態系が広がっている。貝類に着目すると，泡瀬干潟では，これまで約300種の

貝類が確認され，琉球列島の干潟の中で最も種数が多いとされている（泡瀬干潟自然

環境調査委員会・日本自然保護協会「うまんちゅぬ宝　泡瀬干潟の自然ガイドブック」

2005）。
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　泡瀬干潟の海草藻場では，これまでの調査により，13種の海草の存在が報告されてい

る（前同）。日本列島における海草の確認は現在20種であり（金本自由生「意見書」2006年），

その約３分の２が泡瀬干潟で確認されていることとなる。主に熱帯に分布する海草に限

ると，強熱帯性のウミショウブを除く全種が泡瀬干潟で生息しており，泡瀬干潟が多様

性に富み貴重な干潟であるといえる（前同）。泡瀬干潟の海草のうち，ヒメウミヒルモ

はレッドデータブック（環境庁，2000）において「絶滅の危険性が増大している種」絶

滅危惧Ⅱ類（VU）に指定される貴重な種であり，他の海草７種も「現時点では絶滅危

険度は小さいが，生息条件の変化によっては『絶滅危惧』に移行する可能性のある種」

準絶滅危惧（NT）に指定されている。

　泡瀬干潟とその周辺域で観察された鳥類は，2005年３月までに全部で14目39科165種

であり，環境省レッドデータブック（2002年）掲載種25種，レッドデータおきなわ（1996

年）掲載種26種が確認されている（前記「うまんちゅぬ宝　泡瀬干潟の自然ガイドブッ

ク」）。また，泡瀬干潟ではラムサール条約登録湿地である漫湖よりもシギ・チドリの飛

来数が多く，2000年に1987羽，2001年に1968羽が観測されている（日本野鳥の会調べ）。

ムナグロの越冬数は，日本全体の53％と日本最大となっている。

　泡瀬干潟は，北極圏と東アジア・オーストラリア方面との間を飛翔する渡り鳥にとっ

ても重要な（中継）場所となっており，地球規模での渡り鳥の渡りルートを維持する上

で欠くことができない生息環境である。国際的にもシギ・チドリ類渡来地ネットワーク

の湿地として，その保護が求められている。

　泡瀬干潟埋立事業は，当初2000年12月に免許・承認がなされたが，その当時になされ

た環境影響評価書に記載されていない新種や日本新記録種等が，埋立事業開始後になっ

て，泡瀬干潟及び周辺浅海域から多数見つかるなど，泡瀬干潟の生物多様性に関する新

たな知見が年を追うごとに蓄積されつつある。

　新たに発見された新種の植物としてはホソウミヒルモ（海草）を含め４種，新種の動

物としてはニライカナイゴウナ（巻貝）を含め６種，日本新記録種としてはジャングサ

マテガイ（二枚貝）を含め５種などである。

　泡瀬干潟には，以上に挙げたものも含め，それ以外にも，鳥類，藻類，貝類，海草，

サンゴ類，クモ類，甲殻類，魚類等多数の希少性の高い種が生息・生育している。この

点については，「これらの種は泡瀬の莫大な生物種の中のごく一部であるが，泡瀬の環

境や生物地理学的な特異性をよく表現しているといえよう。これらの種が同所的に見ら

れる場所は，地球上で泡瀬しかない。正に全地球的な価値を持つ生態系であり，沖縄の

至宝と言えるであろう。」と評価されている（前記「うまんちゅぬ宝　泡瀬干潟の自然

ガイドブック」）。

⑷　太古の昔に泡瀬の地に人類が定住して依頼，人々は海の恵みを受けて生計を立ててき

た。これは沖縄の本土復帰直前に米軍占領地が住民に返還される頃まで顕著な事実であ

った。そして，その後も泡瀬干潟は，市街地に接しているため，市民により年間を通じ
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て日常的に釣りや潮干狩り，アオサ採り，水遊び，バードウォッチング等の自然観察等

地域の人々に利用され，また，児童・生徒の自然体験学習・環境教育の場となっている。

２　泡瀬干潟及び周辺浅海域に対する法的保護制度の状況

⑴　このように豊かな生態系を有している泡瀬干潟であるが，ラムサール条約（正式名称：

「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」）には登録されていない。

しかし，ラムサール条約の登録条件とされる９つの基準のうち，基準１「特定の生物地

理区を代表するタイプの湿地，又は希少なタイプの湿地」，基準２「絶滅のおそれのあ

る種や群集を支えている湿地」，基準３「生物地理区における生物多様性の維持に重要

な動植物を支えている湿地」及び基準６「水鳥の１種または１亜種の個体群で，個体数

の１％以上を定期的に支えている湿地」の４つの基準に該当しているとされている。な

お，2002年４月４日，泡瀬干潟が，未だ登録湿地となっていないのにかかわらず，ラム

サール事務局から環境大臣に対し，泡瀬干潟の生態系が開発事業により危機にさらされ

ていることに対する問合せの書簡が送られたが，このことからも，泡瀬干潟がラムサー

ル条約で保護されるべき干潟で，重要であるとの国際的な認識があることが分かる。

　また，環境省はラムサール条約湿地の登録を推進するため，2010年９月にラムサール

条約湿地としての国際基準を満たすと認められる湿地（潜在候補地）を全国から172か

所選定し，泡瀬干潟も選定されているが，これは国（環境省）自身，泡瀬干潟が国際基

準を満たし登録にふさわしい湿地であることを認めているものといえる。

　なお，ラムサール条約は，登録湿地だけではなく，締約国内に存在する全ての湿地を

保護の対象とし（４条１項），湿地の「賢明な利用」を要求している。

　このように，泡瀬干潟等の重要湿地については登録の有無にかかわらず，特に保護・

保全が図られなければならない。

⑵　生物多様性条約は，保護地域の設定等，生物の多様性の構成要素をその生息地域内に

おいて保全するための措置（８条），生物の多様性への著しい悪影響を回避し又は最小

にするため，事業計画案に対する環境影響評価を行うこと（14条）などを定めている。

　泡瀬干潟埋立事業について2000年までに行われた環境影響評価の内容については多方

面からその科学性・客観性に疑問が呈されているにもかかわらず，国や関係自治体はこ

れを保護するために必要な措置を十分果たしていないのみならず，埋立事業に対する反

対意見を顧みることなく埋立工事を強行しており，このような事業者の態度は生物多様

性条約ないしその趣旨に背反しているといえよう。

　また，泡瀬干潟埋立事業は，2010年の生物多様性条約第10回締約国会議（通称

COP10）において採択された2011年以降の新戦略計画（愛知目標）に規定された「2050

年までに，生物多様性が評価され，保全され，回復され，そして賢明に利用され，それ

によって生態系サービスが保持され，健全な地球が維持され，全ての人々に不可欠な恩

恵が与えられる」世界を目指すとの趣旨にも背反する事業といえる。

⑶　泡瀬干潟埋立事業は，日米，日豪，日中，日ロの各二国間渡り鳥条約に定める保護措
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置の趣旨，環境基本法３条，４条，６条等の趣旨，文化財保護法３条，125条１項，絶

滅のおそれのある野生動植物の種の保存法２条，34条，９条や，積極的に生物多様性等

を保全していくとの生物多様性基本法・2010年生物多様性国家戦略，海洋基本法・海洋

基本計画等の趣旨に違反しているものといえる。

⑷　泡瀬干潟埋立事業の事業者でもある沖縄県は，環境基本条例・環境基本計画において，

サンゴ礁・干潟・藻場の保全，これら海域の健全な生態系の維持を掲げている。また，

「沿岸域における自然環境の保全に関する指針（沖縄島編）」では，泡瀬干潟及びその浅

海域を「自然環境の厳正な保護を図る区域」である評価ランクⅠ及び「自然環境の保護・

保全を図る区域」である評価ランクⅡに位置づけている。埋立事業はこれらの規定にも

背反している。

⑸　しかしながら，泡瀬干潟には法的な保護区が設定されていないために，泡瀬干潟埋立

事業は，以上の条約・法令等の趣旨に背反しているにもかかわらず，強引に推し進めら

れているのである。

３　泡瀬干潟・浅海域埋立事業の概要

⑴　泡瀬干潟埋立事業

　泡瀬干潟埋立事業の正式名称は中城湾港泡瀬地区公有水面埋立事業である。国（沖縄

総合事務局）と沖縄県が事業主体となって，泡瀬干潟及び浅海域約187ha（内訳は国施

行部分約178ha，沖縄県施行部分約9.2ha）を埋め立てて人工島を建設するという埋立計

画は，2000年12月，公有水面埋立法上の承認・免許がなされた（以下「変更前の埋立事業」

という。）。その後以下の経緯をたどって，2011年４月，「変更前の埋立事業」について「変

更申請」がなされ，同年７月，これに承認・許可がなされて，現在はこの変更後の埋立

計画に基づく埋立工事が進行中である。

⑵　変更後の埋立事業

　変更後の泡瀬干潟埋立事業の全体構想は，①国と沖縄県が事業主体となって，泡瀬干

潟及びその周辺浅海域の公有水面約95ha（内訳は国施行約85ha，沖縄県施行約9ha）を

埋め立て，沖縄県が，国施行の埋立地のうち護岸，道路などの国管理部分を除いて約

55.3haを購入して，これら埋立地のインフラ整備をし，②沖縄市が，埋立地の約58haを

沖縄県から購入して，インフラ整備，公共施設整備を行い，うち約34haを民間に売却，

賃貸するなどし，埋立地をスポーツコンベンション拠点，リゾート施設用地等として利

用しようとするものである。①が「中城湾港泡瀬地区公有水面埋立事業」，②が「東部

海浜開発事業」と呼ばれる（以下①と②を一体のものとして「変更後の埋立事業」とい

う。）。

　変更後の埋立事業の目的は，国（並びに沖縄県及び沖縄市もこれを希望している。）

は埋立事業予定地の北東に隣接する中城湾新港地区の整備のための航路浚渫工事に伴っ

て発生する浚渫土砂を泡瀬干潟の埋立てに利用すること，沖縄県及び沖縄市は，埋立地

に計画しているスポーツコンベンション拠点（ホテル・商業施設などを含む。）を形成し，
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もって沖縄本島中部地域の経済活性化を図ることとされている。

　変更後の埋立事業の概算事業費は，埋立事業費として国：約332億円，沖縄県：約

60.4億円，インフラ・公共上物整備費として沖縄県：約246億円，沖縄市：約150億円（なお，

この費用の一部に国の補助金が投入される可能性がある。），土地購入代金として，沖縄

県：約81億円（ただし，購入後沖縄市に売却予定。），沖縄市：約112億円となっている（以

上いずれも金利は別途。）。

　埋立完了後の利用計画は，道路用地，緑地，多目的広場用地（スポーツ，展示，公園緑地），

港湾施設用地（小型船だまり，マリーナ），交流施設用地，栽培漁業センター，護岸用地，

宿泊施設用地，商業施設用地，健康医療施設用地とされている。

図表１-２-４-１　変更後の埋立事業・土地利用計画資料

出典：内閣府　沖縄総合事務局「埋立地用途変更　設計概要変更承認申請書（中城湾港泡瀬地区）」から抜粋

出典：前同
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⑶　変更後の埋立事業に至る経緯

　泡瀬干潟が存在する中城湾港の港湾区域は，約２万4000haの広大な海域の港湾であ

り，1974年４月に重要港湾に指定された。

　中城湾港において現在進められている主要なプロジェクトには，①北部の新港地区（埋

立地）の流通加工港湾整備の事業，②港湾施設と都市基盤施設を一体的に整備するため

に行われている南部の西原・佐敷・知念等の海岸線におけるマリンタウンプロジェクト，

そして③変更後の埋立事業がある。

　変更前の埋立事業は，市域の３割以上を軍用地が占めている沖縄市が，基地経済から

の脱却をめざすとして，1987年に策定した東部海浜開発地区埋立構想の中での構想に端

を発している。当初は地元住民の干潟への強い愛着や，バブル経済崩壊による資金計画

難で事業化が進まなかったが，1999年３月，沖縄振興開発計画特別措置法に定める（1998

年４月法改正により創設された。）特別自由貿易地区（以下「特別FTZ」という。）に

新港地区が指定され，国の沖縄総合事務局が新港地区の港湾整備に積極的に関与するこ

ととなった。

　泡瀬干潟の北東に隣接する新港地区では，1983年から1999年まで旧・川田干潟を埋め

立て，その後流通加工機能を持たせた港湾として整備しようとする新港地区開発計画が

進められていたが，さらに４万ｔ級の船舶が入港できるように航路を13ｍの水深まで浚

渫することとされていた。この浚渫土砂については，新港地区の表土処理に使用される

予定であったが，工事が進行するにつれ，浚渫土砂には砂質が少ないことから計画どお

りに表土処理用土砂としては使用できないことが判明し，その結果大量の余剰土砂が発

生することとなった。

　こうした状況の下で，沖縄総合事務局が，特別FTZ支援を理由に，余剰土砂処分（埋

立用土への流用）のために自らが事業主体となり沖縄県に対して泡瀬干潟埋立事業への

参画を申し入れ，変更前の埋立事業が実施に向けて動き始めることとなった。

　この変更前の埋立事業は，環境影響評価手続を経て，2000年12月に公有水面埋立法上

の承認・免許がなされた。

　これに対し，2005年に住民らが沖縄県及び変更前の埋立事業を前提とする「東部海浜

開発事業」を計画していた沖縄市を相手取り，各公金支出差止訴訟を提起した。その後，

同訴訟係属中の2007年12月，沖縄市長は，社会経済情勢の変化や環境への関心の高まり，

埋立事業に対する世論等を踏まえ，変更前の埋立事業における「第Ⅰ区域は，土地利用

計画の見直しを前提に推進」，「第Ⅱ区域は，干潟への配慮などから推進は困難」とし，

変更前の埋立事業を見直す方針を表明した。

　そして，同訴訟の判決は一審（那覇地裁平成20年11月19日判決　最高裁HP），二審（福

岡高裁那覇支部平成21年10月15日判決　判時2066号３頁，上告断念・確定）のいずれも，

変更前の埋立事業には事業計画に経済的合理性が認められないとして各公金支出を禁じ

た。
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　しかし，沖縄県，沖縄市，そして沖縄総合事務局も泡瀬干潟埋立事業に固執し，沖縄

市は内部的な計画策定手続を経て，2010年７月，変更後の埋立事業の原案ともいえる新

計画を発表し，国，沖縄県もこれに追随し，2010年12月，沖縄県地方港湾審議会で沖縄

市案が承認され，2011年３月３日，中央交通政策審議会港湾分科会にて，変更後の埋立

事業を内容とする中城湾港港湾計画の一部変更が承認された。

　なお，同日，環境省は上記変更案につき，既に護岸で囲まれた区域外の，豊かな自然

環境を有する約27haに緑地を整備する計画については，埋立面積が必要最小限となる

よう，引き続き十分な検討を行うよう努められたいという意見を表明した。この「既に

護岸で囲まれた区域外27haの中の緑地」とは，海浜緑地，外周緑地などと思われるが，

同場所は，海草藻場であり，ジャングサマテガイ，ザンノナミダなどの貴重種の生息地

となっているところである。

　そして，前記のとおり，2011年７月，沖縄県知事により，「変更前の埋立事業」の「変

更」である「変更後の埋立事業」に対し承認・許可がなされ，同年10月から埋立工事が

再開された。

　住民らは，変更後の埋立事業につき，2011年７月，沖縄県及び沖縄市を被告として新

たな公金支出差止を求める住民訴訟を那覇地方裁判所に提起し，現在係属中である。

４　変更後の埋立事業の問題点

⑴　変更後の埋立事業の内容

　変更後の埋立事業における土地利用計画の内容は，図表１-２-４-１及び図１-２のとお

りである。

　同計画は，沖縄県への入域観光客数が，2018年には850万人となり，さらに，そのう

ち301万人が中部地域に，128万人が中部東海岸地域に，それぞれ入域するものとした上

で，さらに同年の沖縄市入域観光客数を約68万人とし，そのうちの約60％に相当する41

万人の観光客が東部海浜開発地区（本件埋立後の人工島）に入域するものと予測してい

る。

⑵　変更後の土地利用計画に経済的合理性がないこと

　しかし，変更後の土地利用計画は，その経済的合理性に関わる需要予測について，大

きな問題が存する。

　そもそも，2018年に沖縄県に850万人の観光客が入域するという予測は，2008年に605

万人程度であった沖縄県の入域観光客数が，毎年約25万人ずつ，右肩上がりに増加する

ことを前提にしたものである。しかし，我が国の人口増加状況や景気の状況等を踏ま

えると，極めて楽天的かつ実現の困難な入域予測であるといわざるを得ない。例えば，

2011年の沖縄県入域観光客数の予測値676万人については，実績値が548万人となってお

り，予測値と実績値は大きく乖離している。

　また，沖縄市は，2009年９月から2010年６月までの間に３回にわたり企業等に対して

ヒアリング調査を行い，２回目の調査では，25の企業に事業進出の可能性の意向を調査
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したとしているが，「将来的な参画については十分に検討に値する」旨の意見を示した

企業が２社存在したに過ぎず，現実の企業進出の状況は全く不確定な状況である。

　また，本件埋立後の人工島に立地が計画されている「商業・臨海商業施設」など泡瀬

干潟の近隣に同様の競合施設が少なからず存在することに鑑みても，需要予測が十分検

討されているとは言い得ない。その他の施設についても，需要予測の確度については明

確でない。

⑶　変更後の埋立事業の目的の１つである浚渫土砂処理の不合理性

　泡瀬干潟を浚渫土砂の処理場（土捨て場）とすること自体，それを必要とする根拠が

あいまいというだけでなく，泡瀬干潟の生態系の貴重性・重要性に鑑み，著しく不合理

である。

⑷　環境保全上の問題点

　今回の計画変更にあたり，新たに環境アセスメント等が行われていない。当連合会の

調査の際の沖縄市の回答を見ると，新計画では，干潟の埋立面積が旧計画よりも減少し

ていることから，単にこの面積の点のみをもって生物や環境への影響も小さいものと評

価しているように見受けられる。

　しかしながら，変更前の埋立事業における環境アセスメントが科学性や客観性の点で

大きな問題が存すること，埋立計画の変更に伴う海流や流速等の変動による環境影響の

予測・評価自体も変化することが予想されることから，計画変更に際し環境への影響を

再評価すべきであるが，その手続が経由されていない。

⑸　住民の意見集約についての問題点

　沖縄市は「東部海浜開発土地利用計画策定100人ワークショップ」（2008年11月～2009

年２月），「沖縄市活性化100人委員会東部海浜開発見直し部会」（2009年４月～2010年３

月），「東部海浜開発土地利用計画検討調査委員会」（2009年５月～2010年３月）を順次

開催し，これによって市民の意見を新計画に反映させたとしている。

　しかしながら，市民参画の第一段階とされた「100人ワークショップ」の参加者の募

集は，泡瀬干潟埋立てを前提として行われ，泡瀬干潟の埋立てそのものを中止する方向

性は当初からワークショップに取り入れられていない。その後の手続でもこの点は同様

であったといえる。このように，新たな土地利用計画を策定する過程で，泡瀬干潟の埋

立て自体の是非について市民意見が十分聴取されたことはなく，埋立事業ありきが沖縄

市の一貫した手続であった。

５　当連合会の取組

　当連合会は，泡瀬干潟について，これまで数回にわたる現地調査等を行うとともに，

中城湾港（泡瀬地区）公有水面埋立事業に関し，意見書（３回）及び前記住民訴訟の判

決に関する会長談話（２回）を公表している。詳しくは，以下のとおりである。

　「泡瀬干潟埋立事業に関する意見書」（2002年３月15日）では，泡瀬干潟が国際的にも

重要な湿地であることを前提に，浚渫残土処理を目的とすること自体が不合理であるこ
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と，本件整備計画が実現可能性を有していないこと，環境アセスメントが不十分である

ことなどを理由に，国及び沖縄県に対して，中城湾港（泡瀬地区）公有水面埋立事業を

中止した上で，沖縄市と協議の上，泡瀬干潟について国設鳥獣保護区を設定する等の保

全措置を講じ，ラムサール条約上の湿地登録手続することを求めた。

　「泡瀬干潟の埋立の中止を緊急に求める意見書」（2008年７月18日）では，当時の沖縄

市長の見直しの見解を踏まえて，国及び沖縄県に対して，中城湾港（泡瀬地区）公有水

面埋立事業の即時中止と，沖縄市の東部海浜開発事業の廃止を求めた。

　住民訴訟の判決に関する「泡瀬干潟埋立事業訴訟那覇地裁判決の控訴に関する会長談

話」（2008年12月５日）及び「泡瀬干潟埋立事業訴訟福岡高裁判決に関する会長談話」（2009

年10月15日）においては，本件事業に経済的な合理性がないとの司法判断を踏まえて，

埋立工事を直ちに中止することを求めるとともに，埋立事業及び東部海浜開発事業の中

止を求めた。

　「泡瀬干潟事業の中止等を再度求める意見書」（2011年８月５日）では，新土地利用計

画について経済的な合理性がないこと，重要な湿地を浚渫土砂捨て場とする目的の不合

理性は変わらないこと，アセスメントが不十分であること，住民の意見集約の仕方にも

問題があることなどを指摘した上で，国及び沖縄県に対して埋立事業の中止を求めると

ともに，沖縄市に対して，新たな東部海浜開発土地利用計画を撤回した上で東部海浜開

発事業の廃止を求めた。

　しかるに，現在も同事業に基づく埋立工事が行われていることは極めて遺憾であり，

直ちに同事業は中止されなければならない。

６　まとめ

⑴　以上のように，変更後の埋立事業にはまったく合理性は見出せないのみならず，使用

目的を変更してまで埋立てにこだわる沖縄市や国，沖縄県の態度を見ると，埋立てをす

ることこそが事業の真の目的であり，埋め立てた土地をどのように使用するかというこ

とは，埋立てを合理化するために後から理由をつけようとしているようにしか見ること

はできない。

⑵　そして，泡瀬干潟が貴重であり，その健全性が保全されなければならないところ，泡

瀬干潟埋立事業がラムサール条約の要求する「賢明な利用」といえるためには，埋立事

業の目的や計画の合理性の程度は相当に高度でなければならず，しかも干潟の保全と両

立している必要がある。

　しかし，変更後の埋立事業の目的とされる①浚渫土砂の処理，②スポーツコンベンシ

ョン拠点（ホテル・商業施設などを含む。）の形成は，いずれも大きな問題点を有しており，

到底「賢明な利用」といえないことは明らかである。

参考資料

沖縄県「沖縄の自然とレッドデータブック」
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環境省：インターネット自然研究所WEB頁「日本の重要湿地500」

神田嘉延「環境問題と地域の自立的発展」高文堂出版社2004年

国土地理院ホームページ「全国都道府県市区町村別面積調」

泡瀬干潟自然環境調査委員会・日本自然保護協会「うまんちゅぬ宝　泡瀬干潟の自然ガイドブ

ック」2005

泡瀬干潟を守る連絡会ホームページ

内閣府沖縄総合事務局「埋立地用途・設計概要変更承認申請書（中城湾港泡瀬地区）」

第５　東京湾

１　豊かだった東京湾

⑴　東京湾の形成

　東京湾は，房総半島と三浦半島に挟まれた海域であり，神奈川県観音崎と千葉県富津

岬を結んだ線の北側部分の約960㎞2（９万6000ha）の海域をいう。これを東京湾内湾と

して，神奈川県剱崎と千葉県州崎を結んだ線までを東京湾外湾として加える場合もある。

　海面は，氷河期においては現在よりも120ｍ低く，その後，約１万2000年前には急速

な温暖化が進み，約6000年前の縄文時代前期には，現在よりも平均気温が２～３℃高く，

栃木県藤岡付近の渡良瀬遊水池まで海域になっていたと推定されている（縄文海進）。

　その後，縄文時代後期には再び寒冷化に伴い海退し，洪積台地に沖積低地の入り組ん

だ地形が形成された（谷津）。これが，基本的に，現在の陸域・海域の状態に続いている。

⑵　東京湾に注ぐ河川

　東京湾には，利根川（江戸川），荒川，多摩川などをはじめとする大河川が注いでおり，

その源は山梨県，長野県，群馬県，栃木県の山岳地帯にある。これらの河川は，広大な

流域を形成し，淡水と栄養塩類を絶えず東京湾に供給した。また，主に洪水時には，膨

大な土砂を東京湾に運び，その結果，東京湾には岸に沿って広大な前浜干潟が形成され

た。この結果，貝類・魚類等の自然の豊かな恵みがもたらされた。既に縄文時代の貝塚

遺跡に，その痕跡が見られる。弥生時代，稲作が始まった後も，谷津の入口には干潟が

広がり魚介類が豊富であった。奈良時代，平安時代の文献にも，献上品として，魚介類

が記載されている。

　一方で，河川には，サケ，マス，アユ，ウナギなどの多くの回遊魚が，陸域の奥まで

遡上し，これもまた海の豊かな恵みとして，人の生活を支えた。

⑶　江戸時代

　東京湾沿岸に都市が形成されたのは，江戸時代以降である。膨脹する人口に対して，

東京湾からの漁獲高も増加した。江戸時代には，東京湾では，干潟を主な漁場とした貝

類の漁獲高が全体の80％を占めていた。また，海苔ひび移植法により，アサクサノリな

どのノリの養殖が盛んになった。さらに，製塩も盛んに行われた。

　その一方で，江戸時代には，既に東京湾の埋立てが始まった。これは，江戸の市街地
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の拡大を目的にしたもので，既に1592年から，日比谷入江の埋立てが始められている。

ただし，こうした埋立ては人力によるもので，その改変のスピードは緩やかであり，東

京湾の自然環境に与えた影響も，比較的に緩やかであった。

　また，やはり江戸時代に，それまで東京湾に注いでいた利根川が，赤堀川の開削により，

人為的に鬼怒川に付け替えられた。これによって，平水時には，かなりの流量が赤堀川・

鬼怒川を通じて，太平洋側に流れるようになった。ただし，江戸時代の工事は，主とし

て舟運を目的としたもので，赤堀川の川幅は狭いままで，洪水時の出水は，東京湾に流

れていた。したがって，この面からも，東京湾の自然環境に与えた影響は，限定的だった。

　このように，全国の多くの沿岸域と同様，東京湾でも，人の生活と里山・里海が結び

図表１-２-５-１　利根川の河道の付け替え状況

出典：東京湾海洋環境研究委員会編（2011）「東京湾　人と自然のかかわりの再生」４頁
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つき，豊かな自然の恵みを享受していた。

２　東京湾の激変とその原因

　このような，人と里山・里海の結びつきが破壊されたのは，この100年間のことである。

その原因は，大小多数あるが，最も大きなものは，埋立て，土砂の供給減少及び汚染であ

る。これは，全国共通の現象であるが，東京湾の自然破壊は，首都圏の発展と表裏をなし

ており，破壊の程度が著しい。

⑴　埋立て

　東京湾の埋立ての歴史は，江戸時代に遡るが，近代技術の登場までは，後と比較すれ

ばわずかなものであった。

　江戸時代から明治・大正期までに，東京都・神奈川県で，約870haが港湾や，住宅，

ゴミ処理の用地として埋め立てられた。

　昭和期戦前も，東京都・神奈川県で埋立ては続けられ，戦後は，千葉県千葉市・船橋

市でも埋立てが始まった。特に，1960年代からの高度成長期には，京浜・京葉地帯の埋

立てが激増した。現在までに埋め立てられた面積は２万6500haであり，これは，東京

湾内湾の22％に達している。

⑵　土砂の供給減少

　近代技術の登場は，河川環境も激変させた。

　前述したとおり，利根川では，江戸時代に鬼怒川に付け替え工事が始まったが，明治

図表１-２-５-２　東京湾年代別埋立状況 図表１-２-５-３　東京湾内における埋立面積の変遷

出典：いずれも「東京湾環境情報センター」（http://www.tbeic.go.jp/index.asp）



－88－

第１編　沿岸域の保全・再生の現状

期に赤堀川が大幅に拡幅された結果，本流は完全に切り替えられ，現在の形が形成され

た。これによって，利根川水系から東京湾に流入する河川水は半減した。

　さらに，利根川上流域には，利水ダムが数多く建設され，さらに森林には無数の砂防

ダムが建設された結果，下流への土砂の供給が激減した。

⑶　水質の悪化

　首都圏では，人口増加に伴い急速に市街地化が進み，一方で，水田・畑・里山の減少

などの土地利用の変化により，河川の汚染が著しく進んだ。その汚染は，最終的には東

京湾の環境を悪化させた。下水道の整備が進められ，水質は最悪の状態からは改善して

いるが，ハード面の整備だけでは，改善には限界がある。

⑷　現状

　これらの結果，東京湾の干潟は90％が消失した。また，赤潮・青潮が頻発するように

なった。複合的な東京湾の環境変化は，水産にも大きな影響を及ぼし，1960年をピーク

にその漁獲・生産量は減少した。東京湾全体で約15万ｔあった貝類の生産は，2000年に

はその10分の１にまで減少した。

　東京湾で，東京都が管理する海岸中，建設局河川部が所管する天然海岸は葛西海岸の

みであり，残りは全て港湾局が所管する港湾海岸である。

　港湾局が所管する港湾海岸では，例えば芝浦地区などのように海岸ギリギリまでマン

ション等の高層建築物が建設されていることもあり，高潮に対する防災対策として，防

潮堤や水門・排水機場の整備が進められており，これらは，人の環境と沿岸域を完全に

図表１-２-５-４　東京港防災計画図

出典：「東京湾環境情報センター」
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分断する施設となっている。

　環境事業への取組として，水質汚濁原因を直接除去する汚泥浚渫事業や，浅場造成事

業，緩傾斜式の護岸や，護岸の一部に磯場を設置するなどの取組も実施されているが，

東京湾の再生という観点からは，その効果は限定的である。

３　東京湾に残された干潟

　このような高度成長期の埋立て・開発に対して，研究者や市民から東京湾の環境保全

を求める声が徐々に高まるようになった。東京湾に残された干潟の保全活動の嚆矢とな

ったのが，千葉県の三番瀬である。そのほか，東京湾に残された代表的な干潟を紹介する。

⑴　千葉県谷津干潟

　谷津干潟は，東京湾の海岸線から約２㎞内陸に位置する，約40haの干潟である。こ

の周囲はもともと広大な干潟であったが，埋立てが進んだ結果周囲は全て市街地となり，

谷津干潟のみが残された。1993年ラムサール条約登録湿地となった。東京湾のラムサー

ル条約登録湿地は，谷津干潟のみである。

⑵　千葉県三番瀬

　三番瀬は，東京湾の最奥部の千葉県市川市と船橋市に残された干潟・浅瀬であり，東

京湾の埋立開発の在り方を見直す嚆矢となった。水深５ｍより浅い海域が東西約４㎞，

沖合約４㎞まで広がり，そのうち水深１ｍより浅い海域面積は約1200haで，その一部

が干潮時には，干潟となって現れる。

　三番瀬では，千葉県による埋立計画が最近まで残されており，1993年には740haを埋

め立てる計画が発表された。この計画は，三番瀬（１ｍよりも浅い地域）の３分の２を

埋め立てるというもので，これに反対する運動が活発化した。千葉県は，独自に環境ア

図表１-２-５-５　東京湾における干潟・浅場の位置及び規模

出典：東京湾環境情報センター
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セスメントを行い，三番瀬を「ほかに類例のない重要な海域」と認識し，1999年に埋立

面積を大幅に縮小したが，それでも，101haの埋立計画が残っていた。

　その後，県知事の交替を機に，2001年に埋立計画は，堂本千葉県知事（当時）により，

白紙撤回された。

　その後，千葉県は，三番瀬の再生計画を策定するために，専門家，漁業者，地元住民，

NGOなどの関係者が参加する三番瀬再生計画検討会議（三番瀬円卓会議）を設置した。

ところが，会議では，人工干潟の設置について，根本的な意見の対立が埋まらず，両論

併記という結果となった。その後の再生活動も，順調に進んでいるとはいいがたい状況

にある。

⑶　千葉県磐州干潟

　千葉県木更津市小櫃川河口に広がる約1250haの干潟であり，東京湾に残された最大

の干潟である。小櫃川上流の七里川渓谷には，千葉県が追原ダム（多目的ダム）を計画

していたが，水需要の減少から，2000年に千葉県公共事業評価監視委員会が「中止を妥

当」とし，2001年に正式に中止された。

⑷　東京都三枚州

　三枚州は，葛西海浜公園前面に残された東京都最後の干潟であり，人工干潟を含めて

出典：いずれも東京湾環境情報センター

図表１-２-５-６　東京湾の海岸・浅海域の状況 図表１-２-５-７　東京湾の干潟・浅場・藻場の位
置及び規模
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約64haである。人工干潟は，東西の２つに分かれ，「東なぎさ」，「西なぎさ」と呼ばれ

ている。東なぎさは全体で面積38haで浚渫土でできている。西なぎさは面積30haで山

砂で出来ている。西なぎさは一般公開されているが，東なぎさは立ち入りを禁止して，

生態系を保護している。

４　東京湾における保全・再生活動の現状

⑴　東京湾再生推進会議

　東京湾再生推進会議は，東京湾において海の再生を推進するための協議機関として，

内閣官房都市再生本部，国土交通省，海上保安庁，農林水産省，林野庁，水産庁，環境

省の中央省庁のほか，東京湾沿岸の自治体（東京都，埼玉県，千葉県，神奈川県，横浜

市，川崎市，千葉市，さいたま市）を構成メンバーとする協議体である。東京湾再生推

進会議は，2003年３月に，「東京湾再生のための行動計画」を策定し，「快適に水遊びが

でき，多くの生物が生息する，親しみやすく美しい『海』を取り戻し，首都圏にふさわ

しい『東京湾』を創出する」という目標を掲げ，陸域負荷の削減，海域改善対策，モニ

タリングの充実等，今後10年間に取り組む事項を取りまとめた。

　しかしながら，その成果として，特筆すべきものはない。

⑵　東京湾海洋環境シンポジウム（後に東京湾海洋環境研究委員会）

　東京湾海洋環境シンポジウムは，1996年に，複数の学会が共同主催して，東京湾の水

域・流域の環境再生をテーマとしたものである。同シンポジウムに参加した多数の学者

が，その後，東京湾海洋環境研究委員会を組織し，シンポジウムを第５回まで重ねた。

その成果は，東京湾海洋環境研究委員会編（2011）『東京湾　人と自然のかかわりの再生」

（恒星社厚生閣）にまとめられている。

　東京湾全体をまとめた書籍は，小倉紀雄編（1993）『東京湾－100年の環境変遷」以来

である。

　再生の論議では，再生後のイメージが，主体によってバラバラであったところ，東京

湾海洋環境研究委員会は，東京湾再生の目標を評価するための物差しとして「1955年前

後の東京湾の数値を用いる」という合意がされたことに特色がある。

⑶　NGO等

　前述した三番瀬や磐州干潟に関しては，様々な環境保護団体や個人が，保護活動を行

っている。ただし，三番瀬に見られるように，再生のイメージやその手法に，様々な意

見があり，時には意見が対立するなどして，再生が進まず放置されるなど，課題は多い。

⑷　東京都港湾局における環境事業

　東京湾で，東京都が所管する海岸の大部分は，東京都港湾局の所管である。東京都港

湾局でも，汚泥の浚渫，羽田沖浅場造成事業，緩傾斜護岸の設置，近自然型ブロックに

よる護岸など，東京港の水質環境改善等の取組を試みてはいる。

　しかし，これらの取組は，いずれも「対症療法」に過ぎず，その効果は限定的である。

⑸　抜本的な解決が困難
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　東京湾の干潟の再生における最大の問題は，一部河川の下流域を除いて，土砂供給の

回復が今後も全く見込めない点にある。土砂の供給の回復が望めない以上，せめて現存

する干潟について開発を禁止し，どのように維持・保全していくかが現実的な問題とな

る。

　水質の改善は，貧酸素状態の改善無しには望めないが，そのためには，流入する汚濁

物質を減少させる必要があり，容易ではない。

参考文献
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第６　浜松篠原海岸－ダム建設による海岸侵食とその対策－

１　浜松篠原海岸の概況

　浜松篠原海岸は，静岡県御前崎から愛知県伊良湖岬に至る約117㎞の遠州灘沿岸の一部

であり，天竜川（一級河川）の西側に位置し，馬込川（二級河川）から西に約11.18㎞の

海岸である。

　浜松篠原海岸を含む遠州灘沿岸は，我が国有数の天然砂浜海岸であり，砂浜には全長約

４㎞の中田島砂丘がある。

　浜松篠原海岸は，長野県諏訪湖を起点とする天竜川からの土砂供給によって形成されて

きたものである。この海岸では，津波や高潮が発生した際，砂浜が波の力を吸収し，砂丘

が堤防となり，海岸林（クロマツ）が後背地への波の進入を防ぐという，天然の防護機能

の役割を果たしてきた。また，アカウミガメ，コアジサシ等希少生物の生息の場や，サー

フィン等のレクリエーションの場としても機能している。

２　海岸侵食の現状

　ところが，この海岸は著しく侵食されている。1962年から2005年までの43年間に，海岸

線は約230ｍ後退した（図表１-２-６-２「浜松篠原海岸の海岸線の変化」）。

　侵食域は，西に毎年60㎝のスピードで広がっている。

　このような海岸侵食の進行は，砂浜と砂丘の持つ上記機能を急速に消失させるものであ

り，危機的な状況である。

３　海岸侵食の原因

　このように浜松篠原海岸の侵食が進行した原因には特徴がある。それは，天竜川から大

量に流下する土砂が激減したことである。

　天竜川は，全長約213㎞の急流河川であり，長野県諏訪湖を起点として長野県南部，愛
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知県東部，静岡県西部を貫き遠州灘に流れ出ている。天竜川流域には，中央構造線や糸魚

川静岡構造線等の断層が走り，周辺には破砕帯がある。これに急峻な地形も加えて脆弱な

地質構造となり崩壊しやすいため，古来より大量の土砂が生み出されてきた。このような

大量の土砂の流下が，浜松篠原海岸を含む遠州灘全域の砂浜形成に寄与してきた。

　ところが，1950年代後半から天竜川に多数のダムが次々に建設され，また河床の砂利採

取が行わるようになり，遠州灘に流下する土砂量が激減した。

　そのため，土砂の供給が絶たれ，砂浜の侵食が進むようになった。また，沿岸域に建設

された離岸堤や河川の導流堤等の構造物により，沿岸漂砂が遮断されたことも一因といわ

れている。天竜川流域に存するダムは，主要なものだけでも，図表１-２-６-３「天竜川水

系のダム」のとおり十数か所に及ぶ。

　以下に，当連合会が視察したダム３か所（美和ダム，泰阜ダム，佐久間ダム）を中心に

述べていくこととする。

⑴　美和ダム（長野県）

　美和ダムは，長野県伊那市内に位置し，1959年，天竜川に通じる三峰（みぶ）川に建

設された重力式コンクリートダムである。このダムの目的は，洪水調節，かんがい用水

供給，発電目的にあり，いわゆる多目的ダムである。事業主体は国土交通省である。

　堤高（ダムの高さ）は69.1ｍ，貯水容量約3000万㎥の規模である。

　本ダム完成後2002年までの間に，約2000万㎥の土砂が堆積した。堆砂については，砂

図表１-２-６-１　浜松篠原海岸の位置

図表１-２-６-２　浜松篠原海岸の海岸線の変化

出典：静岡県浜松土木事務所
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利採取（約500万㎥），掘削（約200万㎥）により除去をしたが，慢性的な堆砂となっている。

　堆砂対策として，国土交通省により後述の恒久堆砂対策が策定されている。

⑵　泰阜ダム（長野県）

　泰阜（やすおか）ダムは，長野県下伊那郡泰阜村内に位置し，1936年，発電目的で天

竜川に建設された重力式コンクリートダムである。事業主体は中部電力株式会社である。

　堤高50ｍ，長さ143ｍ，貯水容量は約1000万㎥である。

　そのうち，約80％に堆砂が見られ，ダムの直前水深は平時８ｍ程度しかない。この堆

砂は建設後10年以内にピークに達し，これが維持されているという慢性的な堆砂である。

　泰阜ダムの堆砂は，上流域の河床上昇をもたらし，度重なる上流域の浸水被害（1961

年（昭和36年）６月に南信州で起きた大水害「三六災害」が代表的なものである。）を

もたらしてきたとされ，同ダム上流域の住民にとっても堆砂対策は関心事である。

　現在上流からの土砂については，堆砂がほぼダムの上面まであるため，細かい土砂は

そのままダムを通過して下流に流れ，沈殿した土砂は，先に堆積したものから洪水時等

図表１-２-６-３　天竜川水系のダム
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に順番に下流へ押し出されているようである。これは，下流に位置する平岡ダムも同様

である。

　ダム湖においては，土砂を浚渫せず，同ダムから数百ｍ上流において業者が砂利を浚

渫している。

　泰阜ダムは，発電目的のダムであり，堆砂があっても発電運用には支障がなくダム機

能を維持できるため，堆砂対策は全くといっていいほど進んでいない。

⑶　佐久間ダム（静岡県・愛知県）

　佐久間ダムは，静岡県浜松市天竜区と愛知県北設楽郡豊根村に位置し，1956年，発電

目的で天竜川に建設されたコンクリート重力式ダムである。堤高は155.5ｍ，貯水容量

約３億2700万㎥の大規模ダムである。事業主体は，電源開発株式会社である。

　このダムでは，堆砂が約37.1％（2010年11月現在）に及んでいる。

　堆砂処理は，1971年から始め，1990年から大々的に浚渫船を使用している。具体的に

は，ダム湖となっている佐久間ダムにおいて，上流部・中流部において浚渫船が堆砂を

採取し，湖外に搬出している。この費用としては，年間数億円程度かかっている。更に，

堆砂の問題を解決するために，国土交通省によって，後述の天竜川ダム再編事業が進め

られている。

⑷　上記以外のダム

　天竜川水系の上記以外のダムも，慢性的な堆砂となっている。

４　対策

　ダムの堆砂や海岸の侵食問題については，国や各県がそれぞれ以下の対策を講じている。

⑴　国（国土交通省）

　①　美和ダムの恒久堆砂対策

　国土交通省は，美和ダムの洪水調節機能を保つため，ダム湖への土砂流入を抑制す

る恒久堆砂対策として，2005年に洪水バイパス施設を建設して試験運用を始めるとと

もに，湖内堆砂対策施設による計画を策定している。

　具体的には次のとおりである。美和ダム上流に，洪水を堰き止めバイパス水路に導

くための分派堰（「三峰堰」）が建設され，更にその上流に貯砂ダムが建設された。ま

ず，粗い土砂は貯砂ダムで補足され，貯砂ダムで補足されなかった細かい土砂（「ウ

オッシュロード」といわれる。）は，下流に流れる。次に，分派堰に流入したウオッ

シュロードを美和ダムに流入させることなくバイパス水路で美和ダムの下流に押し出

す。このバイパスの長さは，約４㎞である。バイパス放流は，2006年７月，2008年７

月と同年９月の洪水で試験的に実施され，合計70万㎥のウオッシュロードのうち約32

万㎥が下流に排出できたという結果が公表されており，その排砂率は45％である（試

算では，71％が排砂されるとのことである。）。

　このような恒久堆砂対策は，下流に一部の土砂を押し出すものではあるが，海岸線

へ供給する土砂を確保するためというのではなく，洪水調節機能といった本来のダム
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機能を果たすためになされているものである。

　なお，美和ダム同様に天竜川上流に位置する小渋ダムについても，土砂バイパスト

ンネル施設事業が進められている。

　②　天竜川ダム再編事業（佐久間ダム）

　国土交通省は，現在利水専用ダムとして機能している佐久間ダムについて，新たに

洪水調節機能を確保するために，天竜川ダム再編事業を始めた。この事業は，2009年

に建設事業に着手，2021年の完成を目指している。

　この事業は，前述の美和ダムのように，ダムに流入する土砂を下流に押し流すバイ

パストンネルを設置して恒久堆砂対策整備を行うものである。

　排砂工法については，有識者によって構成された「天竜川ダム再編事業技術工法検

討委員会」によって出された有力案を基本に検討を加えることとなっている。排砂バ

イパストンネルは全長約８㎞に及ぶ予定で，これにより佐久間ダム上流に流入する土

砂をダム下流に押し流し，下流の秋葉ダムでは，流下した土砂が溜まらないよう，洪

水時に既設ゲートを引き上げ，水位を下げ土砂を押し流すという計画がなされている。

　年間の土砂の流下量を現在約100万㎥（うち造浜に寄与するといわれる量は約10万

㎥）であるところを約160万㎥（うち造浜に寄与するといわれる量は約30万㎥）にす

る試算である。この事業は，事業予算約790億円の大規模事業である。

⑵　長野県の松川ダム再開発事業

　長野県は，現在洪水調節・利水等の県営多目的ダムである松川ダムについて，深刻な

堆砂が進んでいることから，排砂目的で土砂のバイパストンネルを造るという再開発事

業を進めている。このバイパストンネルにより，土砂をダム下流に押し流すというもの

である。

　事業主体は長野県であり，貯水池の機能回復と洪水調節機能を高める目的でなされて

いる。

⑶　静岡県による海岸保全基本計画と浜松篠原海岸侵食対策事業

　静岡県は，2007年，防護，環境，利用の調和のとれた総合的な海岸管理制度を目指し

て「海岸保全基本計画」を策定した。これは，1999年に海岸法が改正されたことに伴

い（詳細は第２編第１章第１節参照）策定されたものであり，計画の基本は，静岡県沿

岸を「遠州灘」，「駿河湾」，「伊豆半島」の３つのエリアに分け，各沿岸の特徴に適した

方針を打ち立てたものである。

　浜松篠原海岸は，遠州灘の一部であるから「遠州灘沿岸海岸保全基本計画」が適用さ

れる。この基本計画は，隣接する愛知県と共同して策定されたものである。

　同基本計画では，砂浜の保全にむけた長期的方策として，砂浜の主要な形成要因であ

る天竜川の土砂を最大限活用すること，河川管理者等と連携し天竜川からの流下土砂の

増加に向けて取り組むこと，遠州灘全体における土砂の動態を解明し適切な土砂管理を

図ることとし，そのためには，静岡県と愛知県が連携してダムの堆砂土砂の活用等，流
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砂系（流域の源頭部から海岸まで）の中での土砂を再生させる取組を河川管理者に働き

かけていくことを掲げている。また，当面の方策として，侵食が著しい海岸においては，

砂浜が失われないように養浜・サンドバイパス・必要最小限の潜堤（堤体が水面下に没

した消波構造物）等を主体とした対策を緊急的に実施することで海岸の漂砂バランスを

調整し，砂浜の保全・回復を図るとしている。

　侵食対策については，地域住民や海岸利用者等と連携して海岸保全に取り組むため，

学識経験者や河川・海岸管理者・行政関係者からなる「遠州灘沿岸侵食対策検討委員会」

の公開開催，地域住民・海岸利用者・環境団体からなる「海辺づくり会議」の開催，住

民向け「海岸シンポジウム」が開催されてきている。

　そして，「遠州灘沿岸侵食対策検討委員会」において侵食対策の工法検討を行った結

果に基づき，漂砂を補足するための必要最小限の構造物として浜松篠原海岸に離岸堤３

基を設置することとし，当面の間毎年５万㎥の養浜を実施している。養浜の砂は佐久間

ダムで採取された土砂である。この事業は2006年から2010年迄実施されるものとされて

いたが，2015年まで延長される見込みである。

　2010年は50ｍ程砂浜が回復されたとのことである。

５　評価

　まず，浜松篠原海岸を保全する目的で対策を講じているのは，海岸のある静岡県のみで

ある。同県の方針は，情報公開をしながら住民の意見を聴き方針を策定するとともに，沿

岸域に造る構造物を最小限にしようとするものであり，沿岸域の保全・再生の在り方とし

て参考になる。

　他方，上述の長野県の対策としても，ダムに流れ込む土砂をダム下流に押し流す点にお

いて，土砂の連続性を確保する効果はあるが，あくまでダムの機能である利水と洪水調節

機能確保が目的であり，海岸保全が目的ではない。

　また，国の対策も，基本的にはダムの機能である洪水調節機能の確保が主たる目的であ

る。天竜川ダム再編事業は「天竜川水系河川整備計画」（2009年７月国土交通省中部地方

整備局）に基づき進められているが，「河川」整備計画の枠内で行われているものであり，

河川と海域を一体として捉えているものとはいい難い。

　このように，国や各県が，それぞれの場所でそれぞれに計画や施設整備を進めているが，

沿岸域保全のためには，部分的ではなく，砂が移動する全域すなわち天竜川全域に及んだ

総合的な取組が必要である。

　そして，このような取組は，住民の意見を聴きながら協議を進めてきた静岡県等の地方

自治体が主体となるべきである。

６　防潮堤の設置可能性と防災の在り方

　2012年６月，静岡県は，浜松篠原海岸を含む浜名湖から天竜川河口にかけての遠州灘沿

岸約17.5㎞に，民間資金約300億円を投じて防潮堤を整備する方針を打ち出した。海岸線

からどの程度離れた場所に設置し，またどの程度の高さにするのかについては未定である
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とのことである。

　仮にこのような大規模防潮堤を整備する場合，構造物をなるべく造らずに沿岸を保全し

てきた静岡県の方針を転換するものとなりかねない。津波は防潮堤設置といったハード面

のみによって阻止できるものではないことは東北地方太平洋沖地震による津波によって示

されている（詳細は第９参照）。津波対策等防災面を考えるときは，防潮堤の限界を認識し，

住民の防災訓練や防災情報の充実等のソフト面の充実によって総合的に対策を講じていく

べきであり，今まで浜松の地域住民が守ってきた砂浜と砂丘，育まれた自然環境を活かし

た内容となることを望む。そして，防潮堤設置を検討する際には，規模，設置場所につい

て，地域住民や海岸利用者等の利害関係者の意見聴取や協議をしながら進めるべきであり，

これを実効化させるには法制度の整備による仕組を用意する必要がある。

第７　九十九里浜－海岸侵食とその対応－

１　九十九里浜の概況

⑴　九十九里浜の形成

　九十九里浜とは，千葉県の刑部岬（屏風ヶ浦）から太東岬までの約60㎞の海岸線をい

う。片貝漁港を境に北と南が分かれる。後に触れる一宮海岸は，九十九里浜の南部に位

置する。

　九十九里浜は，約6000年前より，主に北の刑部岬と南の太東崎の海岸蝕によって形成

された。つまり，上記の２つの岬は高さ50ｍの台地を持ち，その台地はとても柔かくて，

とても脆いのが特徴である。そのため海岸侵食されやすい性質を有している。また，河

川からの河砂の供給も九十九里浜形成の要因となっている。

　上記のように侵食され流出した土砂や海に供給された河砂は漂砂となり沿岸流に乗っ

て移動して，入り江に砂洲状に堆積し，現在のような帯状の海岸線ができ上がり，海岸

部には広大な砂浜が広がっていった。

⑵　九十九里の生態系

　南部の一宮海岸を例にとると，一宮川の河口干

潟や砂浜，サーフゾーン等を含め300種を越える

生物が生息し，その種類も甲殻類や二枚貝などの

小型の生き物から魚類，シギ・チドリ類，海鳥，

そしてイルカの仲間のスナメリなど多くの生物が

生息する。夏にはアカウミガメが産卵のために上

陸する光景もみられ，アカウミガメの生態学的な

北限となっている。ミユビシギもほぼ年中みられ

るほかスナメリは夏を中心に砂浜から目視で通年

観察され，多いときには100頭近い群が出現する。

⑶　現在の九十九里の概況

図表１-２-７-１　千葉県九十九里浜

出典：内閣官房　総合海洋政策本部事務局



－99－

第２章　我が国における沿岸域の現状

　現在の九十九里地域は，広大な平野が広がっており，主な産業はその温暖な気候を生

かして野菜や果物等の農業が中心となっている。また首都圏へ特急電車で１時間であり

通勤圏ともなっている。また，日本で２番目の長大な砂浜を有することからサーファー

等海水浴場等砂浜を利用する方法を中心とした観光業も盛んである。南九十九里の一宮

町を例にとると，年間の九十九里浜の利用者数は，サーファーが30万人以上で，海水浴

客は約２万人（最盛期は５万人）である。６～９月の間には，地引き網も観光として実

施されており，アジ，サバ，イワシなどが捕れる。もっとも，海岸侵食によって砂浜が

減少していることやレジャーの態様が変わってきたこともあり，海水浴客は減少傾向に

ある。

　以上のとおり，九十九里地域では，海水浴場を中心とした観光業が盛んであり，海岸

整備に関する年間予算も大きい。具体的には，北九十九里で2008年度は１億5000万円，

2009年度は２億3000万円，2010年度は１億7000万円となっている。南九十九里では2008

年度は２億5000万円，2009年度３億3000万円，2010年度３億円という規模となっている。

２　九十九里の海岸侵食

⑴　現在の九十九里の海岸侵食状況

　かつて広大な砂浜が広がっていた九十九里浜であるが，1965年頃から海岸の両端部か

ら経年的に侵食が進み，2005年までの約40年間の間に，全長約60㎞のうち，約30㎞が侵

食し，汀線は約100ｍ程度後退した。これに対して漁港周辺では砂の堆積が進み海底地

盤が浅くなり航路を埋没させる要因となっており，九十九里浜全体がアンバランスな状

態となっている。

⑵　海岸侵食の要因

　①　岬からの砂の供給の停止

　現在，刑部岬の侵食を防ぐために，同岬には，消波堤が築いてある。そのため岬の

侵食が阻害され，岬からの土砂の供給が停止した。千葉県によれば，消波堤がない場合，

刑部岬では年間約70㎝陸側に海岸線が後退するという。砂の供給量については，同岬

において本来年間30万㎥であるところ，消波堤の設置により現在は約９万㎥にとどま

っている。一方太東崎からの砂の供給量は，本来年間約14万㎥のところ，消波堤の設

置により現在はゼロとなっている。

　なお，刑部岬，太東崎を国有地化して削られるがままにするということについては，

国土保全が第一との理念のもと，そもそも検討されたことはない。

　②　漁港の建設等

　漁業の発達により，片貝漁港をはじめ飯岡漁港，太東漁港といった各漁港が建設さ

れたことや防災の河川護岸工事によって，河川からの砂の供給が減少するようになっ

た。また漁港に作られた防波堤の外側に砂が大量に溜まることによって，砂の流路が

遮断され，九十九里浜を形成する砂が流れなくなってしまう問題が発生した。さらに，

南九十九里においては，水溶性ガスの採掘により地盤沈下が生じたことも，九十九里



－100－

第１編　沿岸域の保全・再生の現状

浜の海岸侵食を促進する結果となった。

⑶　侵食に対する対応

　九十九里浜では，砂浜の侵食が進んだ結果として，国土保全のため波による衝撃を弱

めるための努力が必要となり侵食対策工事を行なうようになった。しかし，各種対策工

事にもかかわらず，砂浜の侵食は進み，越波，浸水などの被害等により，現在では海の

家の減少，海水浴場の閉鎖，観光以外の地引き網の中止などの影響が生じることとなっ

た。動植物の生態系にも影響が生じている。

　歴史的には，九十九里の海岸侵食に対し，1960年代は直立護岸，消波工・消波堤など

により対応してきた。1970年代に入ると離岸堤を築造して対応を図った。離岸堤の築造

により，飯岡海岸といった一部の海岸では，砂がついて効果が上がったが，サーファー，

漁業者から不便さを指摘されるようなこともあった。90年代には緩傾斜堤が築造される

ようになった。現在では，1988年からはじまったヘッドランドによる養浜が中心となっ

ている。そのほか，海中へのテトラポット投入も侵食対策として行なわれている。

　また，近年，台風によって海岸侵食が進んだため，災害復興事業として緊急的に国土

保全の見地から蛇篭が設置された。

　2000年，改正海岸法の施行に伴い，知事は，国が定めた海岸保全基本方針に基づき，

海岸保全基本計画を定めることとなった。千葉県においては，これまで，進行する海岸

の侵食や度重なる台風等による被害から海岸を防護することを目的に，海岸毎に必要な

保全対策を実施してきたが，改正海岸法に基づき，2007年に千葉東沿岸海岸保全基本計

画を策定し，海岸の防護に加え，海岸環境の保全や海岸利用にも配慮した総合的な海岸

保全を推進するとして，国土交通省河川局，港湾局，林野庁等の関係省庁と協議を行な

ってきた。また，千葉県は，一宮海岸等南九十九里を対象として，南九十九里養浜計画

を2009年３月に策定した。同計画は，千葉県森林課，水産課，漁港課，河川課，港湾課，

自然保護課等と一宮町と連携しながら，ヘッドランドを整備しつつ，サンドリサイクル

等による養浜（土砂供給）に着手し，必要となる砂浜幅の確保と維持を図ることを基本

写真１-２-７-２　侵食が進む九十九里浜（一宮町） 写真１-２-７-３　刑部岬の前面にある消波堤

出典：千葉県・南九十九里浜養浜計画リーフレット
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方針としている。

⑷　ヘッドランド

　一宮海岸を含む九十九里浜の侵食に対

して，千葉県は1988年からＴ字型の人口

岬（ヘッドランド）を数百ｍおきに設置

する工事を進めてきた。Ｔ字型人口岬の

うち，縦堤部分は整備され，横堤の設置

が進められており，北九十九里で12基，

南九十九里で10基施工中である。

　千葉県によればヘッドランド構想は，

ポケットビーチをいくつも造り，その中

で砂を移動させ，砂の流出を可及的に防

ぐという構想であった。ヘッドランドの

効果としては侵食速度の低下が挙げられ

る。しかし，土砂供給が少なくなってい

るので，抜本的な解決とはならない。そ

こで，補助的にサンドリサイクルによる

養浜を行っている。特に２号と３号との

間（一宮海水浴場），６号から８号（東

浪見海水浴場）までの間を中心に養浜し

ている。砂は片貝漁港，太東漁港に堆積

したものを使っている。

　千葉県によればヘッドランド建設事業

の進捗率は６割弱（2011年９月現在）で

あり，養浜後，かなりの効果が上がった，

とのことである。同県としては，今後砂

のつき具合をみて必要な措置を講じる予

定であるが，具体的にヘッドランドの規

模（200ｍ四方）を見直すことはあり得

るとしても，九十九里浜の侵食対策として，ヘッドランドと養浜の併用以外の方針を立

てる予定は，現在のところないとのことである。

　地元の一宮町としても，ヘッドランド建設に関して反対（一時中止）を求める人たち

がいることは認識しているようであるが，地元住民の主たるものは侵食対策を進めて欲

しいとの意見であるとの認識にたっており，後に述べる「一宮の魅力ある海岸づくり会

議」での議論の結果でもヘッドランド建設に対する根強い反対意見は小さくなってきて

いると述べている。

写真１-２-７-４　ヘッドランド

図表１-２-７-５　ヘッドランド平面図

写真１-２-７-６　海中へ投入されたテトラポット
（一宮海岸沖）

出典：千葉県・南九十九里浜養浜計画リーフレット

出典：千葉県ホームページ
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⑸　堆砂の問題

　九十九里海岸の侵食が問題と

なっている一方で，漁港付近の

砂の堆砂問題も深刻化してい

る。前述のように海からの砂を

溜めてしまう問題である。特に

海が荒れた場合，砂が大量に港内に流

入することとなり，ポンプで排出する。

その排出費用は，太東漁港を例に取る

と，年間約5700万円であり，多くは

国と県の補助を受けるので，実質負担

額は300万円程度となっている。現在，

防波堤南側に堆積した砂をダンプで搬

出し，ヘッドランド方面に陸送して排

出している。

　太東漁港の防波堤についても，当初

は，陸側手前に造られた防波堤も，砂

が大量に流入するので，防波堤を継ぎ

足す形での建設を繰り返したため，複

雑な形状となってしまっている。

３　現在の侵食対策の問題点

⑴　生物への影響

　ヘッドランドによって，ヘッドラン

ド縦堤の付け根付近に砂がついている

ことは認められるが，ヘッドランドに

ついた砂は移動しないので栄養分が貧

弱で生物学的な意味はない，とも指摘

されている。実際に現場でもヘッドラ

ンドの縦堤の付け根付近についた砂

は，黒ずんだ固い砂であり生物の痕跡

はほとんどなかった。

　地元の漁業者は，ヘッドランドや片

貝漁港にある防波堤の存在によって潮

の流れが変わってしまったと指摘す

る。稚魚は通常酸素を含んだ砂浜付近

で成長するが，現状では生育できない

写真１-２-７-８　ヘッドランド縦堤部つけ根付近
についた砂

図表１-２-７-７　南九十九里ヘッドランド全体平面図

出典：千葉県ホームページ

写真１-２-７-９　太東漁港防波堤南側に堆積した砂

写真１-２-７-10　複雑な形状をした太東漁港
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とのことである。

　また，台風による災害復興事業として

緊急的に設置された蛇篭が，陸域と海域

を隔ててしまうという問題も指摘されて

いる。実際にアオウミガメが，蛇篭によ

り海岸内陸部に進入できずに，産卵でき

ないまま海へ帰ってしまうとも指摘され

る。千葉県によれば，蛇篭の設置は，災

害復興事業として国からの補助金で設置

したとのことで，蛇篭を撤去する予定は

ないとのことである。

⑵　危険性の増大と海岸利用の制限

　ヘッドランド付近の流れが，離岸流

によって強くなり，海岸利用に対する

危険性が増すといったことも危惧され

ている。これに対し，千葉県は，これ

までヘッドランド付近での死亡事故は

なく，ほとんど予算もかからない看板

設置による危険の告知によって死亡事

故は防げるとの考えである。しかし，

地元住民からはヘッドランドの完成に

よって，一宮海岸の70％以上が遊泳禁

止エリアとなってしまい，海岸の有効

利用の観点から疑問の声が上がってい

る。また，横堤を含めたヘッドランド

の完成によって，世界でも有数といわ

れる質の高い波が消失してしまう結

果，地元自治体の財政状況と密接に結

びつくサーフィンによる経済効果が減

少してしまうとも指摘されている。

⑶　養浜にとって逆効果

　横堤を含むヘッドランドの完成により，むしろヘッドランド間の海岸では，砂浜が後

退しており海岸侵食を防止するためには，逆効果ではないかとも指摘されている。実際

に横堤がほぼ完成した２号・３号ヘッドランド間の海岸では，満潮時には砂浜が消失し

た光景がみられ，干潮時でもわずか７ｍしか砂浜が出現しないという。一方，未完成の

ヘッドランドである５号・６号ヘッドランド間の海岸では，満潮時でも砂浜が保持され，

写真１-２-７-11　蛇篭

写真１-２-７-13　砂浜が消失した２号・３号ヘ
ッドランド間の一宮海岸

写真１-２-７-12　ヘッドランド付近での遊泳禁止
を告知する看板
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干潮時には48ｍの砂浜が保持されているという事例が報告されている。

４　「一宮の魅力ある海岸づくり会議」の取組

⑴　会議の概要

　同会議は，一宮海岸を中心とする九十九里浜の「保全・防護」，「利用」，「環境」に配

慮し魅力的な海岸づくりを目指すことを目的とする官学民の協議体である。学者，地元

県・町，地元自治区長，生物生態系の専門家，地元漁協・サーフィン業組合・商工会な

ど26名の委員で構成された協議会であり，2010年６月27日に第１回協議会が開催された。

　同会議の取組が行なわれた背景には，九十九里浜におけるヘッドランド工法を中心と

した侵食対策に対し，一宮のサーフィン関係者を中心として工事内容の再検討を求める

声が強まったことが挙げられる。すなわち，2009年夏に，養浜計画の説明会で県側とサ

ーファーを中心とした住民らによる意見交換・住民協議が開始されるようになった。し

かし，2010年１月30日に突如６号ヘッドランド前海中にテトラポット投入が開始された

ことを契機に地元サーファーらを中心に「一宮の海岸環境を考える会」が設立され，同

会を中心に６号ヘッドランド工事の一時中止を求める署名及び要望書が2010年２月以降

国や県に提出されるに至った。

　その後，官学民共同の協議会設置の必要性が強く認識され，同協議会の設置に至った。

同協議会は，沿岸域管理の手法として，住民参加の機会を提供する場として全国的にも

注目されている。

⑵　取組内容

　同会議は，その後2010年９月19日，同年12月23日，2011年３月６日，同年９月３日に

開催された。その間，九十九里浜においても，東日本大震災による津波被害が発生した。

協議会設置の契機となった６号ヘッドランドの扱いについては，協議会の中でいくつか

のシミュレーションのもとで４つの選択肢が提示された。もっとも，千葉県側が準備し

たシミュレーションの結果，侵食を止めること及び費用の問題から従前からの計画案が

最善，との結論が出され，従来の工法が継続されることが決定した。

⑶　取組に対する評価

　同会議は，ヘッドランド工事に関する多様な利害関係者間の合意形成を目指す検討の

場となっていること，海岸法改正後の県の海岸保全基本計画の位置付けの下，県と町の

主催によって開催されていること，専門家からの情報や知見の提供により，科学的理解

や情報の共有に基づく具体策の検討が行なわれようとしているとして，積極的に評価で

きる。内閣官房総合海洋政策本部事務局作成の「沿岸域の総合的管理の取組み事例集」

でも取り上げられている。

　しかし，同取組の中で，問題となった６号ヘッドランドの建設進行については，ヘッ

ドランド工法における従前の計画の問題点が多数指摘される中，結局は従前の計画案が

実行されることが上記のとおり決定された。この間，東日本大震災による津波被害等の

経験も踏まえた結論ではあるものの，当初計画案に対して住民合意のお墨付きを与える
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に過ぎないといった問題点も指摘せざるを得ない点もある。沿岸管理の観点から官学民

一体の組織として住民参加の機会を設けた点は画期的ではあるが，このような官学民一

体の協議会を法的制度まで高め，いかに住民の意思を沿岸の管理の在り方に実効的に反

映させていくかが今後の課題となっている。

参考文献
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千葉県「南九十九里浜養浜計画（平成21年３月策定）」
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第８　宮崎海岸－海岸侵食対策事業のこれまでとこれから－

１　宮崎海岸の概況と現状

⑴　宮崎海岸の概況

　宮崎海岸は，宮崎県東部の日向灘沿岸（大分県境から鹿児島県境へ至る総延長400㎞

の海岸）のほぼ中央に位置し，宮崎港から一ツ瀬川間に位置する住吉海岸，石崎浜海岸，

大炊田海岸といった地先海岸を含む延長約10㎞の砂浜海岸である。

　なお，図表１-２-８-１においては，一ツ葉有料道路シーガイアインターチェンジ付近

から佐土原浄化センター付近までの海岸で石崎川河川区域を除いた合計6856ｍが宮崎海

岸とされている。これは，図表１-２-８-１が国土交通省から提供されたものであり，上

記6856ｍの海岸を国土交通省が直轄事業として海岸侵食対策を行っていることに起因す

るものである。

　宮崎海岸付近は，古事記にもみられる江田神社などがあり，古くから人々の生活が営

まれてきた場所である。

　また，宮崎海岸は，環境省レッドデ

ータブックにおいて絶滅危惧ⅠＢ類に

分類されており，かつ，宮崎県の天然

記念物として指定されているアカウミ

ガメの産卵地でもある。アカウミガメ

の外にも，環境省レッドデータブック

において絶滅危惧Ⅱ類に分類されてい

るコアジサシなどの野生動植物の分布

が確認されている。

図表１-２-８-１　宮崎海岸の地図等

出典：国土交通省宮崎河川国道事務所
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　さらに，宮崎海岸は，日本有数のサ

ーフポイントとしても有名である。

⑵　宮崎海岸の現状

　このような宮崎海岸は，かつては運

動会ができるほどの広大な砂浜であっ

たが，近年は海岸侵食が顕著である。

宮崎海岸の汀線は約40年間で平均約40

ｍ後退しており，図表１-２-８-２のと

おり，一部区間では砂浜が消失してい

る。

　宮崎海岸の侵食は，背後に存在する一ツ葉有料道路の通行止め回数の増加，アカウミ

ガメの産卵・孵化数の減少，マリンスポーツを行える場の減少など，背後地の公的施設

や住宅地の安全性，自然環境，利用など様々な点において影響を及ぼしている。

⑶　宮崎海岸侵食の要因

　宮崎海岸の侵食の要因は，次のとおり，複合的なものと考えられている。

　まず，短期的な要因としては，台風や冬期の外洋のうねりによる高波浪などがある。

ただ，高波浪は海岸を削り取るエネルギーも大きいが，土砂の運搬エネルギーも大きく，

海岸全体としてみれば土砂を供給する役割も果たしている。

　次に，長期的な要因としては，大きく２つが挙げられる。１つ目は，ダム建設や河川

改修，かつて行われていた砂利採取などにより，河川から供給される，海岸を形作るた

めに必要となる土砂量が減少したことである。２つ目は，導流堤や宮崎港，宮崎空港な

ど海岸沿いに建設された構造物による，沿岸流とそれに伴う漂砂の動きの変化である。

沿岸流は，北（一ツ瀬川側）から南（大淀川側）への流れが卓越しているが，海岸に突

出した構造物がこの流れを変化させた結果，海岸全体としては侵食が進んだのである。

その一方で，一ツ瀬川導流堤や宮崎港の北側，宮崎港内の遮へい区域など局所的には土

砂が堆積している場所もある。

２　当初の宮崎海岸侵食対策事業の概要

⑴　当初の侵食対策事業

　宮崎県は，1982年，宮崎海岸のうち

住吉海岸について海岸保全区域に指定

して，宮崎港港湾区域より北側を対

象に写真１-２-８-３のような傾斜護岸

や離岸堤を設置するなど，侵食対策事

業を実施してきた。また，宮崎県は，

2005年，大炊田海岸についても海岸保

全区域に指定した。

図表１-２-８-２　1985年及び2008年12月の宮
崎海岸

出典：国土交通省宮崎河川国道事務所

写真１-２-８-３　宮崎海岸における傾斜護岸及び
離岸堤
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　しかし，宮崎県が当初実施してきた侵食対策は，海岸侵食の進行が顕著であった一ツ

葉有料道路シーガイアインターチェンジ以北について保安林の保護を目的とした護岸を

除き侵食対策が行われていなかったり，同インターチェンジ以南についても侵食対策と

して設置された傾斜護岸が台風が来るたびに頻繁に損壊するなど，十分なものとはいえ

なかった。

⑵　国土交通省による侵食対策事業の直轄化

　宮崎海岸の侵食対策事業は，多額の費用を要することや総合的な侵食対策が必要であ

ることなどから，2008年度より，一ツ葉有料道路シーガイアインターチェンジ付近から

佐土原浄化センター付近までの海岸で石崎川河川区域を除いた区間について，国土交通

省の直轄事業として行われるようになった。

　当時の宮崎海岸における侵食対策としては，砂浜を回復するための養浜工（侵食され

ている海岸へ人為的手段によって砂を供給し，波，流れなどの自然の力を利用して海浜

の造成を促し，海浜の改良及び維持を図る工事）と，土砂の沿岸方向の移動を抑制する

ためのＴ字型突堤（ヘッドランド）を７基設置するという組合せが，砂浜を維持する上

で最も効果的と判断されていた。

　しかし，上記判断は，技術的な課題と住民の意見によって，見直さざるを得なくなった。

　技術的な課題とは，次のような考えが強くなったことである。すなわち，海岸事業では，

海岸をとりまく自然現象の複雑さと，社会環境・自然環境の変化に対する未来予測の不

確実性から，情報やデータの蓄積を進めながら，順応的な対応を図る必要がある。とり

わけ，侵食対策を検討する上で基本となる土砂収支や波浪，環境等のデータについては，

より観測精度の高い情報の蓄積を行うことで，地先の特性に応じたきめ細やかな対策案

へと検討精度を高め，効率的かつ効果的な事業へと発展させる必要があるという考えで

ある。

　また，住民の意見とは，「コンクリート構造物による侵食対策ではなく，原因究明を

行った上で抜本的な対策がとられ，行政と住民が一緒になって宮崎の美しい砂浜を復元

させるという構想に賛同します。」などといった１万266人分の反対署名が，国及び宮崎

県に対して提出されたことなどである。

　このような経緯から，宮崎海岸の侵食対策として，当面は，養浜工のみが行われるこ

とになった。

　なお，このような経緯は，後記３で述べるとおり，宮崎海岸侵食対策事業は技術検討

と住民参加の取組を両輪として進められる必要があることをより明確にしたといえる。

３　技術検討と住民参加の取組を両輪とした宮崎海岸侵食対策事業

⑴　宮崎海岸侵食対策検討委員会

　2007年，宮崎海岸の侵食の原因と将来的な傾向，更には今後の対策などについて検討

することを目的として宮崎海岸侵食対策検討委員会が設立された。同委員会の委員には，

環境や利用の観点に精通した学識者や地域住民なども含まれている。
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　なお，同委員会は，2012年６月現在で10回開催され，宮崎海岸侵食対策の事業主体で

ある国土交通省や宮崎県などに対して，技術的・専門的な立場から助言を行うなどして

いる。

⑵　宮崎海岸懇談会，海岸勉強会，宮崎海岸市民談義所

　国土交通省は，前記直轄事業化以前の2007年度から，宮崎県と連携して，宮崎海岸の

侵食対策事業における住民参加の取組として，宮崎海岸懇談会などを開催してきた。国

土交通省及び宮崎県は，同懇談会を海岸侵食対策のための意見交換の場と位置付けてい

たが，住民の多くは，同懇談会で意見を述べるには持っている情報量があまりにも少な

く，行政からの一方的な説明会と捉えていた。そのため，同懇談会への住民からの参加

は少なかった。

　そこで，住民と行政が建設的に情報交換をしていく場を設ける必要があったところ，

国土交通省主催で，海岸勉強会が2007年12月から開催された。同勉強会は，海岸侵食対

策を考えていく上で必要となる事柄に関する見識を深めることが目的とされていた。同

勉強会は合計15回開催されたが，侵食対策に関心がある市民と行政関係者が毎回50人ほ

ど集まり，質問や意見発表などを通して建設的な対話がなされた。

　ただ，海岸勉強会での発言は，宮崎海岸懇談会での発言と異なり，侵食対策に反映さ

れないという約束があったため，同勉強会の場で出された住民の意見を侵食対策に反映

していくべきだとの住民の声が強くなった。それを受け，2009年４月，宮崎海岸懇談会

と海岸勉強会を合わせた機能を持つ宮崎海岸市民談義所（以下「市民談義所」という。）

が設置された。市民談義所は，お互いを理解・尊重しながら多様な意見を出し合い議論

を深めることを目的とし，①多様な意見をお互いに認識し，知識・情報を共有すること，

②住民と行政のコミュニケーションを充実すること，③住民がお互いに納得できる，手

段を含めた方向性を見出すことの３つを役割と機能としている。市民談義所は，2012年

６月現在で18回開催されたが，そこでは，行政と市民だけでなく，市民と市民，又は市

民と専門家との意見交換等が展開されている。加えて，市民談義所には，数多くの関係

行政機関も参加するようになり，行政機関同士も連携しながら談義が進められている。

⑶　宮崎海岸トライアングルと宮崎海岸ステップアップサイクル

　国土交通省と宮崎県は，前記⑴，⑵のように技術検討と住民参加の取組を両輪とする

侵食対策事業の進め方を，「宮崎海岸トライアングル」，「宮崎海岸ステップアップサイ

クル」と名付け，侵食対策事業の２本柱として，住民との対話を重視しつつ，技術的な

情報の蓄積と新たな侵食対策の検討を進めようと努めている。

　宮崎海岸トライアングルとは，概要，宮崎海岸の砂浜の保全を目的として，行政・住

民・専門家が三者一体となって進めていくというものである。そして，行政・住民・専

門家には，それぞれ，次の役割が期待されている。まず，事業主体である行政は，住民

からの多様な意見を反映した案を専門家（侵食対策検討委員会など）に提示し，検討を

依頼し，また専門家（侵食対策検討委員会など）からの助言をもとに，責任ある意思決
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定を行う。次に，専門家（侵食対策検討委員会など）は，事業主体である行政からの案

に対して，技術的・専門的な立場から助言を行う。最後に，住民は，市民談義所などを

通じて，お互いを理解・尊重しながら多様な意見を出し合い議論を深める。なお，宮崎

海岸トライアングルには，地域連携コーディネータの存在も欠くことができず，地域連

携コーディネータには，住民からの多様な意見を取りまとめ，事業主体である行政に伝

えるとともに，事業主体である行政が専門家（侵食対策検討委員会など）に正確に伝え

ているか，専門家（侵食対策検討委員会など）がきちんと検討しているか中立・公正な

立場からチェックすることが期待されている。

　また，宮崎海岸ステップアップサイクルとは，自然現象の複雑さと社会環境・自然環

境の変化に対する未来予測の不確実性を踏まえ，どのような方法をとればよいかを検討・

実施し，その方法の効果を確認しながら，修正・改善を加えて，対策を着実に進めてい

くというものである。

　宮崎海岸トライアングルに基づく行政と住民の連携は，一定程度は図られているとい

える。「宮崎海岸をみんなで美しくする会」を国土交通省が設置したことや，住民主催

の宮崎海岸シンポジウムに国土交通省からも参加して発表を行っていることなどは，そ

の表れといえよう。なお，「宮崎海岸をみんなで美しくする会」は，石崎浜における海

岸の利用（車の乗入など）について，いろいろな思いや立場を持つ住民が談義し，住民

によるマナー作りを検討し，このマナーを広く一般に普及するための方法を検討・実施

し，効果を検証しながら，改善を加えることを目的として設置された，談義する場である。

　また，宮崎海岸ステップアップサイクルに基づいた取組も，一定程度はなされている

といえる。国土交通省が，市民談義所において意見を発表する機会が欲しいという住民

の意見を踏まえ，同機会を確保したことや，アカウミガメに配慮した養浜を行うべきと

の住民の意見を踏まえ，アカウミガメの産卵期を迎える前に，石崎浜に生じていた上陸

や産卵に影響がある段差（浜崖）を人力により解消したことなどは，その表れといえよう。

⑷　宮崎海岸侵食対策事業の現在

　国土交通省は，2011年８月，「宮崎海岸保全の基本方針」及び「宮崎海岸の侵食対策（案）」

を公表した。

　同基本方針は，「背後地（人家，有料道路）への越波被害を防止すること」を防護目

標とし，そのために必要な「浜幅50ｍの確保」を達成することを目指すなどとされ，北

からの流入土砂を増やすこと，南への流出土砂を減らすことにより，これまでに失われ

た宮崎海岸の土砂量を回復・維持し，砂浜を回復・維持するなどとされている。

　そして，同基本方針を受けた宮崎海岸の侵食対策（案）は，北からの流入土砂を増や

すため，養浜を北側（大炊田海岸周辺）や侵食の著しい箇所で実施する，また，南への

流出土砂を減らすため，北から南に動く養浜砂を直接捕捉する突堤１基（岸から300ｍ

の規模）と補助突堤２基（岸から150ｍ，50ｍの規模）を住吉海岸離岸堤の北側に設置

するなどとされている。
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　これらの突堤を設置するための工事は，本年秋口頃には着工される予定である。

　なお，同対策（案）には，この対策は「宮崎トライアングル」，「宮崎海岸ステップア

ップサイクル」を継続しながら進めていくとの記載がある。

４　まとめにかえて

　宮崎海岸の現地視察に行った際，ひむかの砂浜復元ネットワークの会員は次のように

語ってくれた。「できることならば砂浜を残したいという思いは，以前の宮崎の海岸を

知っている人にも，現在の海岸利用者にも共通の思いである。それを前向きの砂浜保全

対策に結びつけるには，住民・研究者・行政が顔が見える距離で知恵を出し合っていく

必要がある。即座に答えが出る問題ではないので，世代を越えてでも根気よく対話を進

めていく方策を今後も考えていきたい」。なお，ひむかの砂浜復元ネットワークは，宮

崎ならではの砂浜海岸を維持する方策を考えるために設立された，会員約20名のネット

ワークである。

　宮崎トライアングル及び宮崎海岸ステップアップサイクルに基づく宮崎海岸侵食対策

事業は，手続としては一定の評価ができるものと思われる。

　ただ，前記宮崎海岸の侵食対策（案）が示される過程において，300ｍも突堤を突き

出すと漁ができなくなるという漁業関係者などからの反対の声があったり，同対策（案）

がテーマの１つとして開催された第16回市民談義所の参加者からは十分な談義はなされ

ず説明会のようだったという不満の声が出たりなど，同対策（案）が宮崎トライアング

ル及び宮崎海岸ステップアップサイクルに十分に基づいていたか疑問が残るところであ

る。

　今後は，宮崎トライアングル及び宮崎海岸ステップアップサイクルが理念倒れに終わ

らないよう，できることならば砂浜を残したいという共通の思いを実現すべく，住民・

研究者・行政が顔が見える距離で話し合い，知恵を出し合い，解決策を模索する制度づ

くりとその運用が，より一層望まれるところである。

第９　三陸海岸－津波防潮堤と沿岸域の保全－

１　三陸海岸の概況

　三陸海岸は，北は青森県八戸市鮫角岬から，南は宮城県牡鹿半島までの，およそ600㎞

の海岸である。その海岸線は我が国において類例を見ないほどの変化に富んだ美しい海蝕

景観によって構成されている。また，北の岩手県久慈海岸から宮城県気仙沼湾に至る海岸

は陸中海岸国立公園，気仙沼以南は南三陸金華山国定公園に指定されている。

　三陸海岸の自然的特性としては，岩手県宮古市を境に，北部は海蝕崖や海岸段丘が発達

した典型的な隆起海岸の特徴を示し，南部は北上高地の裾野が沈水してできた日本におけ

る代表的なリアス式海岸となっている。また，沿岸及び沖合は，南からの黒潮と北からの

親潮に加えて，沿岸沿いに南下する津軽暖流が複雑に交わり，世界有数の漁場となってい

る。気象については，冬はフェーン性の好天が続き，気温も内陸に比べ温暖だが，夏は親
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潮や偏東風の影響で，比較的冷涼であり，霧が多い気象条件となっている。

２　三陸海岸における海岸構造物

　三陸海岸はかつてから津波の集中しやすい地域である上，前述のような複雑に入り組ん

だ地形であることから，発生した津波が遡上し，甚大な被害を地域住民に与えてきた。

　そのため，特に市街地の海岸線付近に大規模な防潮堤が造られてきた。このような防潮

堤としては，有名な岩手県宮古市田老地区の二重防潮堤などが挙げられる。

　また，湾奥に市街地が展開する地域において，湾口部に防波堤を築き，津波を湾口部に

おいて減勢するという発想から，湾口防波堤が築かれている地域もある。例としては，岩

手県釜石地区，久慈地区及び大船渡地区などである。

　海岸構造物ではないが，防潮林を設けている地域もある。東日本大震災による津波の後

で，一本だけ防潮林の松が残ったことで有名な岩手県高田地区の松原などがその典型例で

ある。

　このような海岸構造物は，これまでの津波による被災から，地域住民の生命及び財産を

守る目的で建設・造成がされてきたものである。

３　東日本大震災による津波の影響と復旧の状況

　2011年３月11日，東日本大震災による津波が，三陸地方を中心に甚大な被害を与えた。

その具体的内容とその復旧にあたっての問題点を以下に示す。

⑴　岩手県宮古市田老地区

　①　被災の原状

　岩手県宮古市田老地区は，かねてから津波による大規模な被災を経験してきた地域

である。明治時代以降でも，1896年の明治三陸津波，1933年の昭和三陸津波などが発

生し，いずれも田老地区に甚大な被害を与えた。

　かかる津波被害から地域住民を守るため，高台移転が検討されたが，移転しなけれ

ばならない戸数が500軒を超えること，宅地造成をするに適した高台が存在しないこ

となどから，防潮堤による減災を中心に検討がなされるようになった。

　このような経緯で，1934年より，T.P（東京湾における平均海面，いわゆる海抜）

10ｍの防潮堤の工事が始まった。その後，日中戦争の戦況悪化により，工事は一時中

断されたが，1958年には，全長1350ｍ，上幅３ｍ，根幅最大25ｍ，T.P10ｍという巨

大防潮堤が建造された。

　この防潮堤は，1960年のチリ地震津波の際，田老地区にほとんど被害を与えなかっ

たことから世界的にも注目されるようになった。そして，1961年より津波対策，海岸

保全・高潮対策関連事業により582ｍ，三陸高潮対策として501ｍの防潮堤がそれぞれ

国の事業として追加され，二重の防潮堤が完成した。

　写真１-２-９-１は，東日本大震災前の田老地区の航空写真である。枠で囲ってある

箇所が防潮堤である。市街地を，「×」印型に横切って建設されている。写真１-２-９

-１で言うと右側（北側）の海側防潮堤と陸側防潮堤との間にも，陸側防潮堤と山と
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の間にも，建物が密集していた。

　このような，世界も注目し，1960年のチリ地震津波においても被災をほぼ免れた田

老地区の防潮堤であったが，2011年３月11日の東日本大震災による津波を防ぐことは

できなかった。

　津波のT.Pは16.3ｍと推定され，海側防潮堤の北側はほぼ壊滅状態であり，海側防

潮堤と陸側防潮堤との間の住居は全て失われていた。次頁の写真１-２-９-２は，陸側

防潮堤の天板から，海側防潮堤の北側部分を撮影したものである。海側防潮堤は土台

程度しか残っていなかった。

　海側防潮堤の破堤は，押し波のみならず引き波によって，防潮堤の海側の法面が洗

掘され，そのまま海側に防潮堤が倒されたものといわれている。

　②　復旧の状況

　内閣府に設置された中央防災会議の方針では，今後の復旧に関しては，頻度の高い

津波，具体的には100年に一度発生する程度の津波については，防潮堤というハード

面の整備にてこれを防ぎ，最大クラスの津波，具体的には1000年に一度発生する程度

の津波（東日本大震災の他，869年の貞観地震，1611年の慶長三陸沖地震による津波

など）については，防潮堤には津波の到達を遅らせるなどの減災をする役割を持たせ

るに止め，防災教育などのソフト面の強化と併せて対応をすることとされている。

　田老地区においては，東日本大震災による津波のT.Pは前述の通り16.3ｍと推定さ

れているが，今後再構築される防潮堤は14.7ｍとする方針である。現在の10ｍより，

写真１-２-９-１　東日本大震災前の田老地区航空写真

出典：岩手県
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4.7ｍかさ上げする形となる。

　③　防潮堤の問題点

　防潮堤は，特に田老地区などのよ

うに，全戸高台移転をすることが物

理的に困難であり，また，経済的に

も合理性を見いだせない地域におい

ては，防潮堤の建設により，住民の

生命，財産を守る必要性が高いもの

といわなければならない。

　しかし，防潮堤の建設に当たって

も，当然に沿岸域の環境への配慮は欠かしてはならない。Ｔ.P14.7ｍもの防潮堤が建

設されることにより陸域と海域とが分断してしまえば，沿岸域の生態系は崩れ，生物

多様性が失われてしまう。かかる事態は，地域住民はもとより，人類全体の生存が脅

かされることにもつながり得る。

　したがって，仮に防潮堤を建設する場合であっても，陸域と海域とを分断しないよ

うな配慮を施さなければならない。かかる配慮をするためには，国全体又は県全体の

画一的な基準では，地域の特性に十分な配慮ができないのであるから，防潮堤建設に

よる人命や財産の安全確保という利益を踏まえつつも，沿岸域の影響を強く受け，こ

れまでも沿岸域において生活をしてきた，沿岸域の環境を最もよく知る地域住民の知

識，経験及び意見を反映させる形で，決せられなければならないであろう。

　なお，東日本大震災からの復旧工事に関する，国土交通省の「河川・海岸構造物の

復旧における景観配慮の手引き」においては，生態系の保全も考慮して，後背湿地の

背後に防潮堤を作るなどの配慮が求められている。これは，防潮堤により砂浜と湿地

の連続性を遮断しないことにより，海岸線における生態系の保全を図るという発想に

基づくものであり，その方針としては十分に評価できるものである。

　しかし，防潮堤の位置などについては，前述のとおり，地域特性を反映させなけれ

ば沿岸域における生物多様性の保全に当たり不十分なのであるから，単にかかる配慮

を指摘するだけではなく，具体的な決定に当たって十分に地域住民の知識，経験及び

意見を反映させる仕組みの構築こそが求められているものというべきである。

⑵　岩手県釜石地区

　①　被災の原状

　岩手県釜石地区は，市街地がリアス式海岸の湾奥に広がる市街地であるが，平野部

が極めて狭いという地形にある。このような地形にあるため，津波が発生すると，湾

内に津波が集中し，大津波となる。古来から幾度も発生する大津波から，住民の生命，

財産を守るため，1979年より湾口防波堤の建設が始まり，2009年に完成した。

　写真１-２-９-３は，東日本大震災前の釜石地区における湾口防波堤の様子である。

写真１-２-９-２　東日本大震災後の田老地区防潮
堤の様子
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　湾奥に広がる釜石市街を，津波か

ら守るために，湾の入口部分に防波

堤を設け，津波を防ぐというもので

ある。湾の入口に設けるという構造

上，海中に構造物ができることとな

る。釜石地区の湾口防波堤は，T.P

－63ｍという深さより建造されて

おり，完成当時世界一深い防波堤と

認定されたほどである。

　写真１-２-９-３からも明らかなと

おり，南堤670ｍ，北堤990ｍが海上からも確認することができる構造であった。

　東日本大震災による津波により，湾口防波堤は形こそ残ったものの，湾口防波堤の

構造体であるケーソン（コンクリートブロック塊）が沈んだり，流されたりしており，

結果として津波を防ぎきることはできず，釜石地区には甚大な被害が発生した。

　②　減災の効果

　湾口防波堤は，東日本大震災における津波に対し，一定の効果が認められたものと

評価されている。具体的には，津波高の軽減，湾内水位上昇の遅延及び流速を弱め破

壊力を低減するなどの効果があったものといわれている。

　確かに，釜石地区においては，他の地域と同様建物の浸水の痕跡は見られる一方で，

湾口防波堤のない地域と比べて，壊滅的に破壊されている建物は少なく，原形をとど

めた建物が多いため，上記効果が認められたものということができよう。

　実際，シミュレーションの結果，湾口防波堤がない場合の津波高は13.7ｍと予測さ

れたのに対し，実際の津波高は8.1ｍと推定されているため，およそ四割減じること

ができたとされている。また，遡上高についても，湾口防波堤がない場合は20.2ｍ遡

上するものと予測されるのに対し，実際の遡上高は10.0ｍ程度であった。さらに，湾

口防潮堤を津波が越えるまでの時間は34分かかったのに対し，これがなければ28分で

到達していたものと予測されており，避難のための時間も作ることができたものと評

価されている。

　したがって，湾口防波堤は，釜石

地区のような湾奥に市街地が広がる

地域においては，一定の減災効果が

認められたものと評価できる。

　③　湾口防波堤の問題点

　しかし，減災効果が認められるか

らといって，闇雲に湾口部に防潮堤

を建設することには慎重でなければ

写真１-２-９-３　東日本大震災前の釜石湾口防波
堤の状況

図表１-２-９-４　釜石湾口防波堤の減災効果

出典：国土交通省東北地方整備局ホームページ

出典：国土交通省ホームページ
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ならない。すなわち，我が国の海岸線の後退は，ダム建設等による河川からの土砂流

入量の激減，海岸構造物による土砂の移動の阻害などの要因により引き起こされてい

るところ，海底から海面までの大規模構造物が湾の入口をいわば塞ぐような形で建設

された場合には，土砂の移動が阻害されることとなり，海岸侵食等が起こる可能性が

高い。海岸侵食がなされれば，そこを生育域，生息域としていた植物，魚介類などが

失われていくこととなり，生物多様性の保全が図れないこととなる。

　また，湾の入口をふさぐ湾口防波堤により，海流が変化し，湾内の生物の生態系に

影響を及ぼすこともまた懸念されるところである。

　したがって，地形的な影響及び湾内の生物への影響などにつき，十分に調査，研究

した上で，湾口防波堤の建設の適否及び規模等について決めていかなければならない。

　そして，湾口防波堤の建設により人命，財産などの安全確保が図られる当該地域の

住民は，同時にまた，当該地域の地形や湾内の生物の状況につき，具体的に最もよく

知っているのであるから，湾口防波堤の建設の適否及び規模等については，当該地域

住民の意思を反映して決めていくべきなのである。

　現在はこのような住民参加の手続が法制化されていないため，仮にかかる住民参加

手続が法制化される前に湾口防潮堤が建設された後に，重大な影響が及ぶことが判明

したときには，これを撤去することを含め，湾口防潮堤のなかった状態に戻すことが

できるような法制度作りもまた必要であろう。

　なお，現時点では，国も岩手県も，釜石地区の湾口防潮堤が，湾内の地形及び生態

系にどのような影響を及ぼしているのかについては，未だ調査をしていないというこ

とである。湾口防潮堤の規模の大きさからすれば，少なからず影響は及ぶことは明ら

かなのであるから，生物多様性の保全の見地から重大な影響が及ぶ前に，十分な調査，

研究がなされなければならないので，一刻も早い対応が必要不可欠である。

参考文献

山下文男「三陸海岸・田老町における「津波防災の町宣言」と大防潮堤の略史」歴史地震第19

号165頁（2003年）
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第３章　諸外国における沿岸域に関する法制度及び状況

第１節　イギリス
第１　イギリスにおける海に関する政策

１　海に関する政策の動き

　イギリス（United Kingdom。以下「イギリス」という。）における海洋管理は，従来は，

分野や項目毎に個別の法律や政策体系にばらばらに組み込まれており，海洋政策につき国

家としての統一的な取組が始まったのはそんなに古いことではない。統合的な海洋管理

政策が始まったのは，1998年に発刊されたリーフレット「より清潔な海（Cleaner Seas）」

（1998）に最初の兆候が見て取れるとされる。

　その後，2001年にブレア首相がイギリスの海洋環境政策方針について，「政府は内外に

おける環境保全を改善するための措置を開始する。」旨の発表を行った。この方針を受け

て，2002年にイギリス初の海洋管理報告書（Marine Stewardship Report）である「私

たちの海の保護；海洋環境の保全と持続可能な発展のための戦略」（Safeguarding Our 

Seas: A Strategy for the Conservation and Sustainable Development of our Marine 

Environment）が，DEFRA（環境・食料・農村省：Department of Environment, Food 

& rural Affairs）から発表された。

　その後，海洋管理報告書が数回発表され，現在の海洋政策につながる。

２　現在のイギリス海洋政策の骨子

　現在のイギリスの海に関する政策は，DEFRAのホームページにおいて，次のように６

つの分野に整理されている（http://www.defra.gov.uk/environment/marine/）。

　すなわち，

　①　海洋戦略枠組み指令（Marine Strategy Framework Directive）の実施

　EUの海洋戦略枠組み指令は，EU加盟国に対し2020年までに，各加盟国の海洋につ

き「良い環境状況」の達成・維持の施策の実施を求めている。政府は，イギリスの海

にとって何が「良い環境状況」であるかを判断し，産業や社会全体に対する影響との

間でバランスを取りながら，枠組み指令の国内法化を行っている。

　②　イギリスの海の持続可能な発展を保全しながら海洋資源管理を行うこと

　「2009年海洋及び海岸アクセス法」（Marine and Coastal Access Act 2009）は，海

洋に関する計画手続を定め，許認可を簡素化した。この法律に基づき，環境保護・コ

ミュニティ支援の要請と持続可能な経済成長の要請との調和が図られる。また，この

法律に基づき，DEFRAは，海に関する計画の枠組みを定め，海に対する様々な需要・

要求につき政府として一貫したアプローチが取れるよう2011年に「海洋政策ステート

メント」（Marine Policy Statement）を発表した。この海洋政策ステートメントに基

づき国家や地域のレベルでより戦略的な意思決定ができるような新しい海洋計画が順

次作成されていくことになる。2009年海洋及び海岸アクセス法の下，2010年には海洋
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管理機関（Marine Management Organisation，以下「MMO」という。）が設立され，

漁業，環境保護，許認可そして法執行が１つの機関の下で扱われるようになり，また，

海洋管理計画についてもMMOが所管することになった。

　③　海の生物多様性の保護，保全及び増大

　DEFRAは，海の生物多様性の減少を食い止め，必要なところでは生物多様性の回

復に努める。EU指令や国際法の下でのイギリスの責務を達成するためには，保全と

社会環境の必要との狭間で多くの合意すべき事項がある。海洋におけるこのための主

要なツールとしては「海洋保護区」（Marine Protected Area）がある。国際捕鯨委員

会のもとでの商業捕鯨のモラトリアムも重要事項とされている。

　④　経済的・環境的に持続可能な漁業の保全

　国，ヨーロッパそして国際的なレベルで長期の持続可能な漁業を保全するための新

しい漁業管理の方法を模索し，健全な水産業と健全な食糧供給を支援している。2012

年までにはEU共同漁業政策の大改革に併せてイギリス沿岸漁業制度の改革を行う予

定とされる。2009年海洋及び海岸アクセス法の下，沿岸漁業を現代化するため，従来

の地域漁業委員会（Inshore Fishing Committees）を廃止し，新たに「沿岸漁業環境

保護庁」（Inshore Fisheries and Conservation Authorities）を設置する。

　⑤　安定し健康的な食糧供給のための水産物の流通管理

　漁業における持続可能な消費と生産サイクルの維持は重大事である。DEFRAは食

料戦略と行動計画を定め，漁業改革にも取り組む。国内の水産養殖業の増大を目指し，

また国際的には持続可能な水産取引を支持し，また，違法漁業の取締りを支援する。

　⑥　変わり行く海洋環境を理解し適応する

　気候変動，海洋の酸性化及び漁業資源の枯渇等の深刻な海洋問題が生起しており，

これらに対する効果的な政策決定のためには，質の高い的を絞った科学によりデータ

が供給されることが必要である。他のEU諸国とともに，これに取り組んでいる。

　イギリスの沿岸域管理制度の観点からは上記①～③の政策が重要であり，②，③は

2009年海洋及び海岸アクセス法の主要な内容でもあるので，以下，同法につき項目を

改めて概観する。

第２　イギリスの沿岸域管理制度

１　2009年海洋及び海岸アクセス法

⑴　制定の経緯

　イギリスの海洋政策の中で，沿岸域管理制度についてその基本となる法律である。

　この法律は，2002年にブレア首相の下で法案の策定が始まった。2006年には原案が発

表され，その後，利害関係者への説明やパブリックコメントを経て，パブリックコメン

トの結果による修正が施されて2008年12月にイギリス国会上院に提出され，１年かけて

上院・下院で検討の上，2009年11月に王室の裁可を受けて制定に至った。制定当時のプ
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レスリリースにおいてDEFRAは，「世界の他のどの国においても単一の法律による海

洋環境の保護は行われていない。」と自負を表明している。以上について「平成21年度

総合的海洋政策の策定と推進に関する調査研究　各国及び国際社会の海洋政策の動向　

報告書」（海洋政策研究財団　33頁）を参照。

⑵　2009年海洋及び海岸アクセス法の概略

　同法は，11部325条からなっており，各部においてそれぞれ政策内容の主軸となる規

律がされている。その内容を簡潔に説明すると下記のとおりである（参考http://www.

legislation.gov.uk/ukpga/2009/23/notes/division/2/3）。

　①　第１部　「海洋管理機関」の設置とその役割

　海洋管理機関（MMO）は，従来は様々な機関に属していた海に関する多くの機能

を１つにまとめて執行するものとして設立された。持続可能な発展の達成に貢献する

ため，全ての関連する事実を考慮し，ある政策決定がほかのエリアにどのような影響

を及ぼすかも考慮して活動する。

　独立の官庁として，国務長官を通じて国会に報告義務を負う。新しい計画制度の下

で海洋計画を作成することもその責務の１つである。その他，海の環境に関係する許

認可と港湾計画を国務長官のために執行すること，海洋漁業の管理，自然保護を行う

こと，本法第８部に定める漁業，自然保護及び自然保護について執行することも海洋

管理機関の責務である。

　以下，2011年度（発足２年目）の年次報告書によりMMOの概要を示す。

　2012年３月現在で，フルタイムに換算して250名の人員を雇用している。イングラ

ンドのニューカッスルに本部を置き，ロンドンとその他14の沿岸域事務所で事務を

遂行している。2011年度の決算は約30.7ミリオンポンド（約38億3750万円：１￡=￥

125）であり，予算の約10％が海洋管理に，約50％が漁業資源管理に使用されている。

　②　第２部　イギリスの海域の定義，排他的経済水域の定義

　③　第３部　新しい海洋計画システムの導入

　従来，イギリスの海洋政策は，部局毎に縦割りに規定されており，政策決定者や海

を利用する関係者にとって，相対的な優先事項が何であるかを判断することが困難な

状況であった。そこで，海洋計画に関する条文において，海洋政策ステートメント

（Marine Policy Statement）を発表することにより，イギリスのそれぞれの海域にお

ける優先事項と達成目標を明確に示している。海洋政策ステートメントに基づいたイ

ギリス海域の「海洋計画」（marine plans）について定めている。

　④　第４部　海洋に関する許認可手続の整理

　従来の海洋に関する許認可手続を統合・簡素化した。

　・PartⅡof the Flood and Environment Protection Act 1985，PartⅡof the Coast 

Protection Act 1949で定められていた海洋についての許認可と同意手続を，海洋許認

可条項で整理し置き換えた。
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　・Telecommunications Act1984で定められていた同意条項を撤廃した。

　・Petroleum Act 1998，Electricity Act 1989を含む海域に関する他の立法の海洋許認可

との関係を修正・整理した。

　・海洋許認可手続における仕組みと執行関係を規定した。

　⑤　第５部　「海洋保護地区」（Marine Conservation Zones：MCZs）の設定

　従来は，Wildlife and Countryside Act1981の下で指定されていた海洋自然保護区

を，新しい「海洋保護地区」（MCZs）として指定する権限を与えた。既に指定済み

の海洋自然保護区は当然にMCZsとなる。MCZsを指定することは国家の義務でもあ

り，またEUのナチュラ2000や国が定める特別科学サイト（Site of Special Scientific 

Interest:SSSI），ラムサール条約の登録湿地を補うものとなる。

　MCZsの指定は，イギリスが加入する国際条約（Convention for the Protection of 

Marine Environment of the North East Atlantic:OSPAR）の下，生態学的に一貫し

た海洋保護区のネットワーク作りへ貢献する。公共部門に対しては事業の執行にあた

りMCZsで求められる保護目的に従う新しい義務を課し，また，この保護目的を後退

させるおそれのある行為や開発を許認可してはならない。MCZsのサイトや潜在的サ

イトに害を与える法で規制されない行為を規制するため，条例や命令を定める権限も

規定されている。

　⑥　第６部　漁業関連法の整理改正

　地域漁業委員会（Sea Fisheries Committees）を廃止し，「漁業環境保護庁」（Inshore 

Fisheries and Conservation Authorities）を新たに設置する。

　⑦　第７部　海域漁業と淡水漁業に関する既存法の修正

　・Sea Fish（Conservation）Act1967を改正して，商業漁業，釣りの規制に新しい権限

を与えた。

　・Sea Fisheries（Shellfish）Act1967を改正して貝類漁業の管理方法を制定した。

　・回遊魚，淡水魚に関する規制権限を新たに環境庁（Environment Agency）に与え，

漁業資源への脅威に対応し，外来魚による生物多様性攪乱のため緊急条令を制定する

ことを認めた。

　⑧　第８部　法執行機関の任命手続。海域における許認可，自然保護そして漁業に関し

求められる法執行力の規定

　⑨　第９部　イギリスの海岸線へのレクリエーション的アクセスを推進する新たな権限

の創設

　可能な限り海岸へ普通に歩いていける道やレクリエーションのための場所を設置す

る権限を創設した。

　⑩　第10部　ナチュラルイングランド等の非政府団体との関係に関する立法，

Harbours Act1964に定められた港湾管理の修正

　⑪　第11部　その他
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　上記11項目の中でも，統合的沿岸管理について，その基本となる政策である第３部

の中の「海洋政策ステートメント」について，更に詳しく説明する。

２　海洋政策ステートメント

⑴　海洋政策ステートメントは，2009年海洋及び海岸アクセス法の第４部「海洋計画」第

１章の法44条以下に根拠があり，2011年３月に発表された。

　海洋政策ステートメントは，海洋計画の策定と海の環境に影響する政策決定のそれぞ

れについて枠組みを定めるものである。これは“きれいで，健康的で，安全で，生産的

で，そして生物多様性に富んだ海洋”というイギリスが達成すべき共通の目標への一歩

とされる。

⑵　概略

　海洋政策ステートメントは，海洋計画を策定し，海洋環境に影響を及ぼす政策判断を

する際の基本となる枠組みを示す政策文書である。この枠組みの中で，国家海洋計画，

地域海洋計画が策定され，実施され，モニターされ，改正され，そしてイギリスの海域

全体を通じて一貫性があることを確保される。海洋政策ステートメントは海洋に関する

許認可についての在り方も示すものである。海洋計画は，①様々な目的の統合を達成す

る，②海域を様々な目的に使用する圧力が高まっていることを理解する，③競合・相反

する要求を管理し，エコシステムに基礎をおいたアプローチをする，④可能であるとこ

ろでは競合する要求を共存させる，⑤陸域の計画と統合する，という過程で策定される

ことになる。

　全ての公共機関は，その機関が行う許認可や法執行の判断に当たって，イギリスの海

域に影響を及ぼし，あるいは及ぼすかもしれない場合は，その判断は原則として海洋政

策ステートメントと適合しなければならない（特に他の指示がある場合は除く。）。また

海洋計画は，海洋計画の策定されるべき地域においては，海洋政策ステートメントを遵

守して定められなくてはならない（特に他の指示がある場合を除く。）。公共機関の判断

が海洋政策ステートメントあるいは関連する既存の海洋計画と齟齬する場合には，該当

公共機関はその理由を明らかにしなければならない。許認可や法執行の判断でない場合

でも（例えば，行政相談を受けた場合の回答，その機関の行動規範），公共機関は海洋

政策ステートメントや既存の海洋計画を尊重しなければならない。海洋計画の策定に当

たって陸域の都市計画との関係は，この海洋政策ステートメントに多く取り込まれてい

る。

⑶　主要な各論

　海洋政策ステートメントは３章20節47頁に渡って述べられている。

　第１章では，海洋政策ステートメントの役割について，その位置付けや，より広域な

国際条約との関係，陸域の都市計画を含む既存の計画との関係などにつき述べられてい

る。

　海洋政策ステートメントは，政策判断の過程も含めて，海洋計画が策定されるに当た



－124－

第１編　沿岸域の保全・再生の現状

り考慮されるべき政策目標，原理原則，考慮要素が国家的に必要な一貫性を持っている

か確認する枠組みであることが強調されている。海洋計画策定においてそれぞれの行動

についてどの程度の優先順位が期待されるかを示している。しかしながら，具体的にあ

る行動が他の行動よりも優先されるべきかについては，述べていないし，また示唆する

意図はないとされる。それは，より大きなイギリスの政策目標との関係や，個別具体的

な計画エリアの地域的特性を考慮して決定されることがより適当であるとの立場に立っ

ている。

　第２章では，イギリス海域のあるべきビジョン，このビジョンを達成するために必要

なハイレベルアプローチ，政策決定のための一般的原則が説明されている。また，海洋

計画策定に関し考慮すべき経済的，社会的そして環境的考慮の枠組みが明記されている。

ビジョンとしては“きれいで，健康的で，安全で，生産的で，そして生物多様性に富ん

だ海洋”が挙げられ，このビジョンを達成する原理原則として，①持続可能な海洋経済

の達成，②強靱で健康的で公正な社会の確保，③環境的限度内での生活，④良き統治の

促進，⑤健全な科学の責任ある利用，の５つを挙げている。

　また，海洋計画策定に当たっての考慮要素としては，具体的に①海洋の生態系と生物

多様性，②大気環境の質，③騒音，④生態的・化学的な水質及び資源，⑤海洋の風景，

⑥歴史的環境，⑦気候変動への対応と緩和措置及び⑧海岸線の変化と洪水について，と

いう８要素を挙げ，個別検討を加えている。

　第３章では，海洋環境で行われる主なキーとなる活動ごとにそれぞれ政策目標を掲げ

ている。キーとなる活動としては，①保護海域，②防衛・国家安全保障，③エネルギー

生産・インフラ開発，④港湾・海運，⑤海砂・海砂利の採取，⑥海洋浚渫・廃棄，⑦海

底の電気通信ケーブル敷設，⑧養殖，⑨水産養殖，⑩表層水管理・下水処理，⑪観光・

レクリエーションの11項目が挙げられている。

　このうち，保護海域（Marine protected area）について述べれば，イギリス政府は

健全な海洋環境の価値を評価し，海洋生物多様性についてノー・ネット・ロス政策〔ノ

ー・ネット・ロス原則とは，ある地域内全体において，その中にある自然（例えば，湿

地や草限）の量が一定に保たれていることを目的とする発想，原則。〕を表明している。

イギリスは，2012年までに自然保護の取組の一環として，保護海域のネットワークの完

成を目指している。ネットワークの対象となる海域は，今般指定する保護海域に加え，

国家として従来指定してきたMCZs（Marine Conservation Zones）やEUのWild Bird 

Directiveやラムサール条約湿地としての海域も含まれる。

第３　イギリスにおける洪水・海岸侵食対策としての制度

１　イギリスにおける洪水対策・海岸侵食対策の動き

　イギリスの沿岸域管理については，海岸侵食に対する対策という観点から位置付けるこ

ともできる。
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　イギリスにおいても，洪水対策や沿岸侵食対策は政策として既に長い歴史があった。し

かし，現時点での政策に直接つながる出発点は，2007年のイングランド北東部と南部で

の大水害（過去60年で最大規模）を受けて，今後の洪水・沿岸侵食対策について提言が

された2008年６月のピット・レビュー（Sir Michael Pitt's Review）である。同レビュー

において従来の洪水対策の政策につき93項目（洪水の予測と警告，予防法，緊急時の対

処，洪水に耐性のある地域，復興の５つの分野）に渡る改善点が指摘され，イギリス政

府はこれらの指摘を受けて逐一見直しを行ってきた（見直しの内容は，2012年１月The 

Government’s Response to Sir Michael Pitt’s Review of Summer 2007 Floods Final 

Progress Report に総覧されている。）。

　そして，2010年に洪水対策について幅広く規定する「2010年 国家洪水対策・水管理

法」（National Flood and Water Management Act2010）が成立し，その第１部２節７条

において，イングランドの国家洪水・海岸侵食リスクマネージメント戦略（The National 

Flood and Coastal Erosion Risk Management Strategy for England，以下「FCERM」と

略す。）の策定が定められ，これは2011年11月に「リスクを理解し，地域社会に権限を

与え，強い耐性を築く」（Understanding the risks, empowering communities, building 

resilience）と題して具体的に政策内容が発表された。

　なお，ウェールズについても同様な施策が発表されている。

２　イングランドの国家洪水・海岸侵食リスクマネージメント戦略（FCERM）

　この戦略の前提として，今後起こる地球温暖化，海面上昇や危険地域の開発を考え併せ，

イングランド政府が全ての洪水や海岸侵食を防止することは「不可能」との立場を採って

いる。しかしながら，これらのリスクを管理し，また洪水や沿岸侵食のインパクトを可能

な限り減じていくことはできるし，そうすべきであるとの立場から政策が組み立てられて

いる。その中では，あらゆるタイプの洪水や海岸侵食が取り上げられており，海岸侵食対

策はその一部分である。特徴的であるのは，各政府機関の役割や地方自治体，水道局，個

人等の役割がそれぞれ明確に位置付けられていることである。

　海岸侵食について，この点をまとめると，そもそも4500㎞に及ぶイングランド沿岸の中

で約1800㎞が海岸侵食の危険にさらされているところ，そのうち約340㎞しか対策がとら

れていない。そして，現時点でも約200の家屋等私有財産が海岸侵食の危険にさらされて

いるが2029年までには約2000の居住財産が危険にさらされると推測されている。

　ここで，DEFRAの役割は，国家的なFCERMのような基本方針を国家戦略として定め

ることである。そして，環境庁（Environment Agency）の役割は，海岸に関する沿岸計

画（Shoreline Management Plan）の作成を手伝い，その作成に当たってのリスクマネー

ジメントの仕組み，基礎データ及び専門知識を提供し，判断のお膳立てをすることである。

地域レベルでは，地域洪水局（Lead Local Flood Authorities; LLFAs）が，沿岸計画の策

定について住民や次で述べるRFCCsと協働していくことになる。

　最も重要なのは，限られた予算の中で，どの沿岸のどの部分をどのように保護するか，
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また，どの程度の資金を使用するかも含む沿岸計画（SMPs）につき，その地域の情報

を供給し，また，沿岸計画に同意を与える，地域洪水沿岸委員会（Regional Flood and 

Coastal Committees; RFCCs）である。

　全体として，政府は他の政策との調整の上，大枠の戦略を策定し（DEFRA），判断方

法や判断のための情報，専門的知識を供給し（EA），より具体的な戦略を地域レベルで策

定し（LLFAs），地域において決断する（RFCCs）という仕組みがとられている。

３　パスファインダー事業（Path Finder）

　当実行委員会委員がDEFRAから聴取したところによると，イングランドにおいては沿

岸域の土地所有権は憲法上の権利ではなく，海岸侵食により水没したとしても不動産の所

有者は政府に対し何らの憲法上の権利も主張できない。

　ところが，政府による費用便益分析の結果として海岸防護については政府から予算措置

は取られないものの，地元での沿岸保護の要望は強く，その意味で政府の政策と地域住民

の思いとの間にギャップが生じる沿岸も生じている。このような場所については，今後の

政策策定の参考にするため，予算とは別に特別なプロジェクトが組まれている。これがパ

スファインダー事業である。

　このパスファインダー事業は，イングランドの15地域において2009年12月から2011年３

月の予定で（計画期間を延長しているものもある。），合計11ミリオンポンド（13億7500万

円，１￡=￥125）かけて行われている。

　実行委員会が調査したノーフォークの北海沿いの沿岸域について，パスファインダー事

業も含めて説明すると下記のとおりである。

４　事例

⑴　ヘイズバラ（Happisburgh）

　ノーフォークの北東部分に位置し北海に臨む海岸沿いにある約850名の住人が住む村。

パスファインダー事業の１つである。1905年から1946年の間は年に0.7ｍのスピードで

海岸侵食が進んでいたという。2001年頃に作成された現地団体のパンフレットによれば，

侵食のスピードはその後激化し年に年に12ｍのスピードで侵食が進んでいるとされる。

同パンフレットによると，この頃まで

には費用対効果の観点から，DEFRA

はヘイズバラ護岸に対して海岸防護の

予算を付けるのをストップし，1990年

から25の家屋が何らの補償もなく海に

沈んだとされる。

　政策の転換により一夜で昨日まで享

受してきた保護が無くなるというのは

社会正義に反するという点，何らの補

償もなく海岸近くから順に家屋が消え

図表１-３-１　2011年６月25日の侵食状況

出典：CCAG（Coastal Concern Action Group）ホームペー
ジ（http://www.happisburgh.org.uk/）
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ていくという状態ではコミュニティが崩壊するという点の２点を強調して，ヘイズバラ

の住民はパスファインダー事業に応募し採用された。地域の当局は，話し合いにより崩

落家屋について（問題ない場合の）時価の40～50％の価格で買い取り，この金額でコミ

ュニティのより内陸側に新たに家屋を建設し，対象住民は，そこに住むあるいはこれを

売却して町を出るということができる仕組みを試し，現時点までに９軒の実績を挙げて

いる（roll backという手法，他にbuy and lease backという手法もあるが，ここでは試

行されず全体のパスファインダーの中でも成功例は少ない模様である。）。

⑵　クローマー（Cromer）

　ヘイズバラと同じくノーフォークの北東部分に位置する町。ヘイズバラから海岸線に

沿って約20㎞北西に位置する。イギリスにおける夏の代表的避暑地であり，また文化遺

産であるヴィクトリア時代のホテルが，これまたそれ自体文化遺産である高い石積み擁

壁の上にそびえている。ここで水揚げされるクローマークラブという渡り蟹は，イギリ

スでも美味で有名である。その先端近くに劇場も備えた桟橋があり，その位置を中心に

海岸線の左右の部分は，費用対効果の面から護岸すべき価値を認められ，多額の予算が

付けられている。ただ，桟橋から離れ，かつ後背地の相対的な価値が低くなったところ

で，護岸の予算が打ち切られている。同じエリアでも費用対効果の面から保護すべきと

ころとそうでないところが区分けされたという事例である。なお，保護されないところ

について，特にパスファインダー事業にはされていない。

⑶　シー・ポーリング（Sea Palling）

　同じくノーフォークの北東部分に位置する町。ヘイズバラから海岸線に沿って約５㎞

南東に位置する。ヘイズバラと異なり，後背地が平地となっているため高潮が生じた場

合の被害が広範となる。1953年の高潮により７名の人命が失われた。1990年代に海岸の

侵食が後背地を危険にさらす事態となったため，環境庁の前身は過去17年にわたり60ミ

リオンポンド（75億円，１￡=￥125）をかけて，９つの離岸堤，防波堤，養浜等の護

岸を行っている。費用対効果の関係で，護岸工事をすべき高い価値を持つと判断された

故である。

第４　日本の政策につき参考となる点

１　沿岸域管理を統轄する機関の在り方

　日本においては，海洋基本法29条以下で，海洋政策（統合的沿岸管理も含む。）を推進

するため「総合海洋政策本部」の設置が定められている。その所掌事務は，海洋基本計画

の案の作成及び実施の推進，関係行政機関が海洋基本計画に基づいて実施する施策の総合

調整等と幅広いものの，本部長は内閣総理大臣，本部員はその他の大臣とされ（31条から

34条），「本部に関する事務は，内閣官房において処理し，命を受けて内閣官房副長官補が

掌理する」（36条）とされ，独立の機関とされていない。

　この点，イギリスの海洋管理機関（MMO）は，他の省庁の下には置かれず，独立の機
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関とされている。海洋政策ステートメントにおいてその権限が明記され，法律上もその活

動根拠は明確である。また，人員（フルタイム換算で250名）や予算の手当（年間40億円弱）

もされており，活動をするに足る実態が与えられている。なお，MMOのみで海洋に関す

る政策を全て執行できるものではなく，MMOは「海域の管理者」とされるものの環境庁，

水産庁，ナチュラルイングランドなどとの幅広い協働が予定されており，法的拘束力はな

いもののそれぞれとの間で役割分担などの覚書が交わされている。

　日本において統合的沿岸管理を推進するのであれば，海洋基本法，海洋基本計画に定め

る「総合海洋政策本部」だけでは不十分（具体的な活動はほぼ不可能）であることは明白

で，ふさわしい独立省庁を創設し，法律上の権限を明記し，予算的にも人員的にも活動可

能な体制が整えられなければならない。

２　海洋基本計画の在り方

　日本においては，海洋基本法16条以下で海洋基本計画に策定が定められ，2008年３月に

海洋基本計画が定められており，統合的沿岸管理に関する事項は同第２部９節に約３頁分

記載されているが，この基本計画に定められた政策について，既存の法律との関係（特に

他の関係法と許認可が競合する場合の処理，沿岸域の都市計画との調整）等は具体的に触

れられていない。

　また，より具体的な海洋計画の策定が期待できる地方公共団体レベルについては，法は

単に地方公共団体の責務として，「地方公共団体は，基本理念にのっとり，海洋に関し，

国との適切な役割分担を踏まえて，その地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた

施策を策定し，及び実施する責務を有する」（９条）と規定するにすぎず，地方公共団体

の海洋計画は要求されているようであるが，いつまでにどのような内容のものをどのよう

な手続で定めるのか明らかではない。

　以上に対して，イギリスの海洋政策ステートメントにおいては，他の政策ステートメン

ト（例えば，海洋再生可能エネルギーや港湾開発に関する政策ステートメントなど）が既

にあるところではMMOはこれを尊重して海洋計画を策定するとされる。また，陸域の都

市計画との関係では都市計画は海岸や流水域の状況も踏まえて計画されていると考えられ

るので，海洋計画は都市計画を補足するものでこれに置き換わるものではないとされてい

る。その他，考慮要素の優先順位こそ地域の海洋計画策定段階で地域においてこそ判断を

すべきと明言するが，海洋政策ステートメントは様々な考慮要素については概括的にその

必要性や影響等を細かく明記している。

　加えて，イギリスの2009年海洋及び海岸アクセス法においては，2021年までに10か所の

海洋計画区域ごとにその海洋計画を策定することが年限を切って目指されている。

　日本において統合的沿岸管理を推進するのであれば，まず海洋基本計画において，地域

レベルの海洋計画の策定方針を国の方針との関係で丁寧に明示すべきであるし，また，地

方レベルにおいても地域に応じた海洋計画を策定すべきことを年限を切って明記すべきで

ある（もちろん，これを可能とする様々な情報提供や予算にも配慮をすべきである。）。
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　なお，沿岸侵食についてのイギリスの政策も日本の海洋計画の策定について，参考とな

る点がある。イギリスにおいては，沿岸侵食対策も海洋基本計画策定と基本的に同じ枠組

みで考えており，まず，国が他の政策目標とも調整した上で戦略の大枠を策定し（FCREM

の策定），必要な情報や専門知識も政府でバックアップした上で（EAの役割），地域レベ

ルに具体的な政策の判断を委ねており（LLFAs，RFCCs），その地域を重視した進め方は

参考になる。なお，イギリスでは，この段階で取りこぼされてしまった地域住民の要請に

ついても，パスファインダー事業という形で再度試行的政策を行い，今後の政策に活かす

かどうかのいわば敗者復活戦が暫定的ではあるが行われている。この点も，政策の柔軟性

を高めるものとして参考になろう。

３　住民参加に関する制度

　日本の海洋基本計画においては，統合的沿岸管理に関する事項の中で「沿岸域管理に関

する連携体制の構築」が触れられているが，地域の海洋計画の策定手続が明らかではない。

特に利害関係住民の参加の在り方が不明である。

　これに対して，イギリスの海洋政策ステートメントにおいては，ハイレベルアプローチ

として「④良き統治の推進」が掲げられ，その内容を見ると海洋環境に利害関係を持つ

全ての人々が，それに伴う意思決定に意見を述べることが明記されている。具体的には，

2009年海洋及び沿岸アクセス法の下，海洋計画の策定の前に「市民参加ステートメント」

（Statement of Public Participation；SPP）の作成が義務付けられている（付属スケジュ

ール５第４項）。MMOは，2011年３月に10か所の内の１つである東部地域について，「東

部沿岸及び東部沖合海洋計画区域における市民参加ステートメント」（East Inshore and 

East Offshore marine plan areas Statement of Public Participation）を策定した。

　SPPにおいては，意思決定プロセス及び地域特定の政策決定の早い段階で市民参加を実

現すること，有意義な意見調査に十分な時間を費やすこと，個人の生活様式の多様性を尊

重し意見を述べる公平な機会を個人に与えること，ウェブサイトや沿岸局のネットワーク

で資料を公開すること，平易な英語で専門用語を避けてわかりやすく伝えること等の「関

与の原則」（Principle of engagement）が明記されている（「平成23年度総合的海洋政策の

策定と推進に関する調査研究　各国及び国際社会の海洋政策の動向　報告書」海洋政策研

究財団　27頁から）。

　ここまで周到な住民参加手続は望めないにしても，日本においても地方公共団体が海洋

計画を策定するにあたって，十分な住民参加が図られるように手当をしておくことは不可

欠である。

第２節　フランス
第１　フランスの海洋政策の概要

１　地理的条件

⑴　フランス本土は，ヨーロッパ西部に位置するヨーロッパ大陸フランスと地中海西部に
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位置するコルシカ島からなる。本土（大陸）の海岸線は，ベルギーとの国境からイギリ

ス海峡・ビスケー湾に接しスペインとの国境に至る部分と，地中海に接するイタリアと

スペインの間の部分がある。また，フランスは，本土のほかに，世界各地に散在してい

る海外県と海外領土がある。

　フランスの総面積は約54万7030㎞2，海岸線の総距離（コルシカ島を含む。）は，約

5500㎞，排他的経済水域は約1105万6630㎞2である。フランスの排他的経済水域の広さ

はアメリカ合衆国に次いで世界第２位であるが，その約97％は海外の領土から発生する

ものであり，フランス本土から発生する部分は全体の約３％にすぎない。海外の領土は

世界に散在しており，珊瑚礁に囲まれた島が多く，本土とは地理的条件が大きく異なる。

　このような地理的条件から，フランスの沿岸域管理においては，主に以下の２点に注

意する必要がある。第１に，フランスの領土は世界に散在しているため，海洋政策は本

土と海外領土で大きく異なるものとならざるを得ない。第２に，フランスは他の国々と

近接しているため，フランス独自の問題だけでなく，国境を越えた問題の影響を受けや

すい。これらのことから，沿岸域の総合的管理といっても，広く世界に分散している沿

岸域も含めて総合的に管理するのは非常に難しいものであり，また，国内の事情のみを

考慮して海洋政策を実施することも適当ではない。

⑵　さらに，フランスは地方公共団体の面積が小さく，数が多い。フランスでは，1982年

に制定された地方分権法により地方分権化を進めている。特に，海は陸と異なり，明確

に地方公共団体間の境界が定められるものではなく，連続性のあるものである。そのた

め，複数の地方公共団体にまたがる問題については地方公共団体間の調整が必要である。

⑶　なお，海岸線の後退（侵食）が世界的な傾向として見られるが，この点はフランスも

同様である。

２　歴史的・文化的条件

⑴　フランスにおける沿岸域の利用は，主に漁業，観光，海洋交通，工業，農業と住民の

生活がある。

　沿岸域の利害関係者の中心は，日本では漁民であるが，フランスでは漁業よりもバカ

ンスの方が多い。また，フランスの輸出の48％は船による輸送である。これに伴い，沿

岸地域には精油所，石油化学製品工場，化学肥料工場等が集中し，工業化が進んだ。さ

らに，このような工業化に伴い，沿岸域に人口も集中し，都市化が進行している。さら

に，農業も行われている。

　このほかに，沿岸域の利用としては，採掘活動，風力発電，水力発電がある。

　以上の利用状況から，沿岸域の環境に影響を与える大きな要素は，工業排水，農業排

水，生活排水，漁業である。そして，これら環境変化の影響を最も大きく受けるのが漁

民である。

⑵　なお，上記産業のうち，船産業は1975年頃から減少している。また，漁業も減少して

いる。その一方で海洋交通は拡大している。また，近時重要になってきているのは観光
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である。

３　海洋政策と法制度の沿革

⑴　沿岸域に関する法制度の沿革

　フランスにおいて海洋政策が本格化したのは，2007年に環境グルネル政策を実施して

以降である。そこで，以下では，環境グルネル政策前と後に分けて述べる。

　①　環境グルネル政策前

　フランスにおける沿岸域に関する法律は，1986年に制定された，海岸法として知ら

れる「海岸開発，保護，価値増進法」のみであった。この海岸法は，沿岸地域におけ

る都市化の拡大を規制するための土地利用計画法であり，海洋に関する法でなかった。

この法律には，都市区域として定められた海岸線から概略100ｍは開発禁止区域（セ

ットバック）とすること，海岸線に近接する土地の開発についてはその正当化事由を

要求することなどの仕組みが規定されていた。しかし，法の目的は疑問とされなかっ

たもののその執行に財政的・人的裏付けがないという問題があったため，ほとんど使

用されてこなかった。また，国は沿岸域保護機構を通じて土地を買い上げ，その土地

は譲渡できなくなるという制度がある。これも陸側に関する制度であり，海洋に関す

る制度ではない。

　そこで，陸側の国土整備だけでなく，海側をどのように管理するかという課題が残

っていた。

　2002年，EUは，ヨーロッパで「総合的沿岸域管理」（Integrated Coastal Zone 

Management（以下「ICZM」という。））を実施することを加盟国に勧告した。

　フランスでは，2005年，「海洋・沿岸域全国評議会」が創設された。これは首相を

議長とし（海洋担当大臣が代理），国会議員，地方公共団体（沿岸市町村，海外県も

含む），関連公共機関代表，沿岸を利用する民間事業者代表など多様な主体が参加し

て海と沿岸に関する政策を議論するものとされている。

　②　環境グルネル政策（2007年以降）

　2007年５月にサルコジ大統領が就任して間もなく，「持続可能な発展」を実現する

ための政策の一環として，「環境グルネル」政策を開始した。（「グルネル」の語源は，

1968年にパリのグルネル通りにある労働省において締結された労使協定である「グル

ネル協定」にある。すなわち，多様な利害関係者の参加という意味が含まれている。）

　2007年６月には，これまでの「エコロジー・持続可能な発展及び国土整備省」から

その所轄範囲を拡大させた「エコロジー・エネルギー・持続可能な発展及び国土整備

省」とその外局に当たる「海洋保護区庁」が創設された。

　そして，同年７月から10月には，政府・地方自治体，有識者，市民団体，企業，労

働組合らが参加した環境グルネル会議が開催された。また，2008年１月から６月まで

の間，海洋及び沿岸域の統合的管理を専門に扱う実行委員会が設置され，グルネル実

施法案に海洋に関する条項を設けるための作業が行われた。
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　この環境グルネルは，海洋分野に限定されないものであるが，このうち海洋分野に

特化したものとして，2009年２月に「海洋グルネル」政策の開始が宣言された。そし

て，同年８月に「環境グルネルの実施に関するプログラム法律（環境グルネル実施法

１）」が制定された。また，2010年７月には「環境のための国家の義務を定める法律（環

境グルネル実施法２）」が制定され，上記海洋・沿岸域全国評議会が改組された。環

境グルネル実施法は，環境とエコロジーに関する初めての法律であり，同実施法２は，

気候変動対策，生物多様性・自然環境の保全，健康リスクの防止，交通・輸送，建物・

都市計画，エネルギー，農業等全体的な環境政策に関して規定されたものである。こ

れは，EUの戦略を国内法化したものである。

　このグルネル実施法２は全部で６章104条あるがそのうちの海洋と沿岸域に関わる

ものは１章４条項のみである。海洋に関して規定された内容は，①国家海洋戦略の策

定，②沿岸地域戦略の策定，③水産物エコラベルである。これらは上記2008年１月か

らの環境グルネル会議において検討された内容からは縮小されたものであるが，フラ

ンスにおいてICZMを規定した初めての法律としての意義は大きい。

　また，環境グルネル実施法２が制定される前の2009年12月，「海洋国家戦略青書」

が発表された。海洋国家戦略青書は，第１部で国家戦略における海洋政策の重要性を

述べ，第２部では海洋政策における４つの優先事項として，①将来への投資，②持続

可能な海洋経済の発展，③海外領土での海洋政策の振興，④国際的局面でのフランス

の地位向上を挙げ，第３部では抽象的ではあるが海洋政策につき利害関係人の参加を

前提とする意思決定への刷新を述べている。

⑵　海洋政策行政

　現在，フランスにおいて海洋政策を担当している行政機関は非常に多岐にわたる。主

要なものだけでも以下のものがある。

　国家の海洋政策を決定し，海洋におけるあらゆる分野の国家活動の指針を定める機関

は，「海洋関係閣僚委員会」である。そして，海洋関係閣僚委員会の討議の準備や決定

の執行等を行う機関として，「海洋総合事務局」が存在する。

　海洋政策を担当する省庁は，主に，「エコロジー・持続可能な発展・エネルギー省」

が担当している。同省大臣は，海洋分野についての国家政策を準備し実施する権限を有

する。その他，漁業については「農業・食料・漁業・農村地域・国土整備省」，海上防衛，

沿岸警備については「国防・退役軍人省」，海外県・海外領土については「内務・海外県・

海外領土・地方自治体・移民省」がそれぞれ担当している。

　また，各州，県も海洋政策の策定，執行等を行い，州の海洋担当部局を統合して創設

された「州際海洋局」がある。

　本土の沿岸海域のうち，港湾・河口部分を除いた海岸線（低潮線）の外側は国の管轄

であり，３つの海軍軍艦区に区分され，それぞれの軍管区の長官が当該海域の海洋政策

について国を代表する。
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　以上のとおり，地域・分野によって担当する行政機関が異なる。そして，複数の行政

機関相互を統括する制度は整備されていないのが現状である。

⑶　小括

　以上に述べたように，フランスにおけるICZMについて，立法，行政上の取組は一定

程度進められている。

　今後，具体的なICZMの実施においては，第１に，多数の行政機関が関与する可能性

があるため，行政機関相互（特に国と地方公共団体，地方公共団体間）の調整をどのよ

うに円滑に行うか，第２に，多様な利害関係者の関与がされる仕組みとなっているが，

このような利害関係者間の調整をどのように行うかが重要な課題である。

第２　総合的沿岸域管理の事例（トー湖）

１　トー湖は，フランス南部の都市セットの付近にあり，地中海と接している湖である。

　トー湖周辺は生物多様性に富んだ地域である。この地域では，牡蠣とムール貝の養殖，

スズキ，タイ，マグロ，イワシ，サバなどの漁業が行われている。特に牡蠣の養殖は長い

歴史がある。また，周辺にはブドウ畑がある。さらに，観光で訪れる人も多く，温泉もあ

り，地中海の海上交通の利用もある。すなわち，沿岸域の生物多様性を保全すると同時に，

様々な利害関係者（漁業，農業，海洋交通，観光など）間の調整を図りながら地域の経済

活動を維持し発展するという課題を抱えている地域である。

　このトー湖では，約20年前から沿岸域管理について様々な組織が取組を行ってきている。

この取組は，近隣の市町村が一定の契約の下に統合された管理組織（日本でいう一部事務

組合のようなもの）を作り，生態系を保全する一方で，地域の多様な経済活動を維持し発

展させるものである。現在，時間をかけて行ってきたこの取組が実効的に行われるように

なったことで注目されている。

２　この地域で沿岸域の管理に関する取組が行われることとなったのは，以下に述べるよ

うな背景があった。

　この地域では，周辺に居住していた人々がトー湖近くのブドウ畑の土地を買い，そこに

移動して生活するようになった。そのため，ブドウ畑が宅地となった。そこに雨が降ると

上下水道の能力不足で水が溢れ，汚水がトー湖に流れ込んでしまうという事態が生じ始め

た。特に，地中海周辺の降雨は一度に大量に降るので，雨水を全て吸収しきれず溢れてし

まい，その排水がトー湖に流れ込み牡蠣を汚染するという事態が生じるようになった。

　このような状況の下，1989年，トー湖でサルモネラ菌が発生して約８割の牡蠣が売れな

くなるという事態が生じた。そこで，この事態に怒った牡蠣養殖業者が研究所，市役所な

どに行って物を破壊したり，建物を破壊したり，タイヤを燃やして火を点けたりするなど

の暴動を起こした。牡蠣養殖業者は以前からトー湖周辺で排水等が適切に管理されていな

いことに対する不満を持っていたのであり，この年に不満が爆発したのである。

　この暴動が，トー湖の統合的資源管理契約の実施につながった。当初は国との間でなさ
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れた契約であり，水の浄化のみを内容とするものであった。契約前は，それぞれの住民が

それぞれの資源（競合している資源）を使っていたため，資源が劣化し，環境が悪化した。

契約では，それを持続可能なものとするために，資源を一体的なものと考え，協議しなが

ら利用することとした。例えば，この契約の前は建物の建設には市が許可を出していたが，

現在は汚染されることがないという保障なしには建設許可されることはないというもので

ある。

　この契約は当初は国との間のものであったが，この時期，フランスでは地方分権化によ

り地方に様々な権限が移り，関係者全部と交渉しなければならなくなった。

　また，この契約を契機として，その後様々な取組が始まった結果，当初の暴動とは無関

係の取組も行われるようになり，この地域全体に関する様々なことを総合的に管理してい

かなければならないという認識が出てきた。

３　現在，この契約は３回目に至ってお

り，まだ途中の段階であるが既に一定の

成果が出ていると考えられている。

　例えば，道路を撤去し砂浜を再生させ

る事業が行われている。

　現在は，過去に存在していた道路を撤

去し，そこにあった砂を全体に広げ，砂

が流されないようにしている。現在，こ

の状況をカメラで撮影してどのように変

化しているか観察している。（写真１-３

-２）

　今後，運河の底や湿地，海底から砂を採取し，砂浜を再生させることを予定している。

４　2012年９月，４回目の契約（2012年から2017年まで）が予定されている（2012年３月

にトーで行われた世界水フォーラムにおいてこの契約に署名することが約束された。）。今

回の契約で注目すべきことは，この契約においてはじめてICZMの観点を入れたことであ

る。

　今回の契約では，全ての衛生的，気象的，環境的なデータが一元的に集約されるシステ

ムを構築することを前提として，一貫性，整合性，持続性の観点から全ての主体で資源を

シェアすることに重点を置いている。第１に，水の管理，農地の保全をすること。第２に，

交通機関をより汚染の少ないものにすること。第３に，沿岸域における農業を強化し，様々

な業界の経済活動につながりをつけること。第４に，契約を履行するための必要な機関，

評価ツール，コミュニケーションツールを整備することである。

　例えば以下のようなことを構想している。浄水場から汚染の情報を入手したり，気象庁

から汚染の原因となる事情が発生する危険に関する情報を入手するなどして，この情報を

漁師に伝え，警告する。これは被害の再発を予防するためである。また，評価ツールとし

写真１-３-２　再生された砂浜
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て，資源と活動の間の相互関係を検証し，活動による影響を評価する。例えば，EUレベ

ルでは海上輸送を増やせば地球規模では汚染を減らせるが，地域的にはトラックが集まり

汚染が増えてしまうことから，地元の人に我慢すれば地球規模では環境に良いことである

と伝えることにより理解を得ようとするというものである。さらに，各市町村間のギャッ

プの均衡をとる。例えば，自然が豊かな地区と工業地（税収が大きい）の均衡をとるため

に，工業地が美しい風景で恩恵を受けていることへの対価として税収の再分配を行うとい

うものである。

　今回の契約では，これから６年間，協議をする機関（戦略委員会）で規制とアクション

の整合性をフォローアップしていく予定である。

　以上のように，２，30年後を見越して，戦略委員会において，温泉，市町村の代表者，

農業の代表者などがニーズを出し，誰がどのような制限を受けるかを話し合うこととして

いる。

第３　日本の沿岸域管理において参考となる点

　フランスにおいても，ICZMは歴史が浅く，まだ始まったばかりで今後の動向に注目す

べき点が大きい。

　ただ，現状においても，日本より地方分権化が進み，行政機関間（特に国と地方公共団

体及び地方公共団体相互の関係）の調整を図りながら実施していく仕組みについては，日

本において複数の地方公共団体間で実施する場合の参考になると思われる。

　また，実施においては，多様な利害関係者が参加することが重要である。フランスにお

いて「グルネル」という言葉に象徴されるように，多様な利害関係者が適切に参加し，そ

の調整を図っていく制度の構築については，日本の沿岸域管理において参考とすべきであ

る。

参考文献

Yves Henocque[COASTAL ZONE MANAGEMENT IN FRANCE]（2009年）

遠藤愛子「フランスにおける海洋政策の動向」海洋政策研究財団『平成20年度　各国および国

際社会の海洋政策の動向』（2009年）

堀井進吾「フランスにおける海洋政策の動向」海洋政策研究財団『平成23年度　総合的海洋政

策の策定と推進に関する調査研究　各国および国際社会の海洋政策の動向　報告書』（2012年）

第３節　韓国
第１　総論

　韓国では，1987年に国の海洋に関する戦略を示す「海洋開発基本法」が制定された。

同法の制定は，韓国が海洋政策の取組を本格的に始めたことを意味する。1995年には

UNCEDの「アジェンダ21」及び「国連海洋法条約」採択などの国際的な動きの影響を受
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けて，海洋環境を念頭に置いた国家海洋政策の枠組みを設けるものとして「21世紀に対応

する新海洋政策指針」が策定された。また同年には，「海洋開発基本法」に基づいた「海

洋開発基本計画」が策定され，全般的な海洋政策の方向性が細部にわたって定められた。

　一方，1996年の「海洋水産部」発足は，韓国の海洋政策に大きな転換をもたらした。そ

れまで，「科学技術部」，「海洋部」，「建設交通部」，「農林水産部」などによって分割管理

されてきた海洋及び沿岸域管理が，「建設交通部港湾庁」，「農林水産部水産庁」を中心と

して，各部の海洋担当部局が「海洋水産部」に統括されることになり，一貫性のある海洋

政策の展開が可能になる制度的な枠組みが構築されるようになった。「海洋水産部」の発

足後，海洋及び沿岸部管理の展開は大きく変化し，統合管理を沿岸域管理の基本理念とす

る「沿岸管理法」が1999年制定され，それによって「国家沿岸統合管理計画」が策定され

た。また，同年に「公有水面管理法」，「公有水面埋立法」，「海洋汚染防止法」も改正され，

開発中心の法概念から持続的な利用・保全が強調される概念に大きく変化した。

　そして，2000年には「OK21（OCEAN KOREA21）」という国家海洋・沿岸域戦略が策

定され，今までの各分野別に行われてきた計画が１つにまとめられ，その一貫性が強化さ

れた。更に，2002年にはこのOK21を法的に支えるため既存の「海洋開発基本法」を廃止し，

新たに「海洋水産発展基本法」を制定して，各分野別の縦割りでない統合的な沿岸域管理

を含む，海洋利用に対する基本的な法制度を備えた。

第２　沿岸管理法

１　序

　1996年の「海洋水産部」の発足を受け，1999年に制定された。

　１条では同法の目的を，「沿岸環境を保全し，沿岸の持続可能な開発を追求して，沿岸

を快適で豊かな暮らしの場として造成すること」と定めている。

２　統合管理

　３条では，「沿岸は生態的・文化的・経済的価値が釣り合って共有できるように総合的

かつ未来志向的な観点から管理」と，同法の基本理念が統合管理にあることを定めている。

　これを受け同法は，５条から12条までを「第２章　沿岸の統合管理」とし，統合管理の

具体的規定につき定めている。

　まず５条は沿岸統合管理計画（以下「統合計画」という。）の策定に関する規定で，海

洋水産部長官が環境保全委員会の審議を経て統合計画を定めること（１項），その際には

あらかじめ広域市長・道知事をはじめとする自治体首長や関係専門家の意見を聴くとと

もに関係中央行政機関の長と協議しなければならないこと（２項），及び海洋水産部長官

が統合計画策定のため関係行政機関に必要資料の提出を要求し得ることを定めている（３

項）。

　６条は統合計画の内容に関する規定である。同条は，統合計画には①沿岸陸域の範囲，

②計画策定対象地域はもとより，③沿岸管理に関する基本政策方向，④沿岸環境の保全，



－137－

第３章　諸外国における沿岸域に関する法制度及び状況

沿岸の持続可能な開発など沿岸の望ましい保全・利用及び開発に関する事項，⑤他の法令

による認・許可など沿岸での行為制限又は支援に関する事項，⑥関係行政機関の間に沿岸

の保全・利用及び開発に関する政策などがかち合う際，その調整に関する事項，等を含ま

なければならないと規定している。

　一方，８条は全国的な統合計画に対し，その範囲内で各地域が策定する地域計画につい

ての規定である。同条は，市長・郡守・区長が，管轄沿岸の効率的な保全・利用のため必

要があると認定する地域に対して，統合計画の範囲内で沿岸管理地域計画（以下「地域計

画」という。）の策定ができると定めており，自治体が沿岸保全のために計画を定める権

限を保障している（１項）。また，市長らによる地域計画の策定がなされていない地域に

ついては，補充的に，より広域の自治体首長である広域市長・道知事に地域計画の策定権

限があることを規定している（２項）。１項・２項いずれの場合も，首長が地域計画を策

定しようとする際には，あらかじめ公聴会を開催して地域住民及び関係専門家の意見を聞

くとともに，関係行政機関の長と協議することが必要である（４項）。

　11条は他の計画との関係に関する規定である。海洋水産部長官や自治体の首長は，統合

計画あるいは地域計画の策定・変更において，他の法令の規定により計画が策定されてい

るか，または用途地域などが指定されている沿岸陸域に対しては当該計画あるいは用途地

域などの範囲内で計画を策定変更しなければならない（１項本文）。ただし，沿岸環境を

保全して沿岸の持続可能な開発のために必要な場合には，海洋水産部長官や自治体の首長

は，逆に，他の法令の規定により策定された計画や用途地域の変更を要請することが可能

であり（１項但書），他法令による計画等が沿岸環境保全の障害にならないよう図っている。

12条も，関係行政機関の長に対し，沿岸で沿岸の保全・利用及び開発に関する行為をしよ

うとする際には，統合計画及び地域計画と適合することを義務付け，他の行政機関による

行為が沿岸環境保全の障害にならないよう図っている。

３　沿岸整備事業

　第３章（13条～21条）は，沿岸整備事業についての規定である。

　13条は，海洋水産部長官に，効率的に沿岸整備事業を実施するため，10年単位で沿岸整

備計画（以下「整備計画」という。）を策定することを求めている。注目すべきは，整備

計画を実効性あるものにするための原因者負担原則（21条）である。同条は，海洋水産部

長官，広域市長・道知事，市長・郡守・区長に，沿岸整備事業で定めていない工事又は行

為によって沿岸整備事業が必要になった場合には，当該沿岸整備事業に要する費用の全部

又は一部を，原因を作った工事の実施者又は行為者に負担させる権限を認めている。

第３　沿岸管理地域計画樹立指針

１　総則

　沿岸管理地域計画樹立指針とは，沿岸管理法８条の規定により，自治体が地域計画を策

定する際の指針である。
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　２条で地域計画の性格を定め，３条と４条は，沿岸管理法の規定を受けた，いわゆる縦

割りの弊害を防ぐための規定である。とりわけ４条２項は，沿岸で樹立された各種計画や

指定された用途地域を全て総合的に見た場合，沿岸環境保全や持続可能な開発という側面

で問題点があるときは，地域計画樹立の際にその問題点の変更案を設け，関係機関との協

議の上，各種計画等の変更を要請する権限を首長に認めている。また，この要請を受けた

関係行政機関の長が，計画を樹立・変更又は用途地域等を指定・変更・解除するときは，

海洋水産部を含む関係機関と協議しなければならない（４条３項）ため，他省庁の計画変

更においても海洋水産部が関与できるようになっている。

２　地域計画の樹立及び変更

　８条は，地域計画の樹立主体が公聴会を開催する際の規定である（公聴会は沿岸管理法

８条４項により開催が必須）。まず１項は，公聴会を開く際に，住民への告知を義務付け

ている。具体的には，①公聴会の開催目的，②公聴会の開催予定日時及び場所，③樹立し

ようとする地域計画の概要，④発表者（意見を発表する者）に関する事項，⑤発表申請方

法及び申請期間，⑥その他必要な事項を，広報又は地域計画の樹立地域を主として補給地

域とする日刊新聞に，公聴会の開催14日以前までに１回以上広告しなければならない。ま

た，２項は，公聴会で意見を発表する発表者は公正性が確保できるように選定しなければ

ならない，と規定している。さらに，４項では，公聴会の円滑な進行のため発表内容の制

限ができると定める反面，発表者の発表が終わった後には傍聴人にも意見提示の機会を提

供することが義務付けられている。

　12条は，地域計画に盛り込むべき事項につき規定している。具体的には，①地域計画の

樹立及び施行対象になる沿岸の範囲，②統合計画及び各種法律上の，地域沿岸の関連内容，

③沿岸の現況及び問題点，④沿岸関連計画の分析及び相反する内容の導出，⑤管轄沿岸の

管理目標設定及び政策方向の導出，⑥管轄沿岸の沿岸整備事業の方向，⑦地域計画実効性

の評価方案，⑧地域計画実行のための力量及び制度改善事項，⑨その他地域計画の樹立主

体が必要であると認める事項である。

３　部門別地域計画の樹立指針

　15条では，地域計画において考慮すべき事項を規定している。具体的には，湿地・氾濫原・

河口・海辺・砂坂・砂原等，自然環境の現況，とりわけ島嶼が存在する場合はこの基本現

況及び特性（１項），人口数及び人口の変化推移等，人文社会的現況（２項）並びに管轄

沿岸での水産資源，観光資源，港湾・漁港，土地利用現況及び開発需要，交通施設，鉱物

資源現況等（３項）を考慮しなければならない。また，上記の各種現況結果を基に問題点

を把握した後，地域別に解決しなければならない懸案事項を導出しなければならない（４

項）。

　さらに，19条では，「絶対保全沿岸」という概念が導入されている。これは，自然景観

や生態系等を勘案するとき，自然状態そのままの保全が必要な地域である（同条）。絶対

保全沿岸に設定しなければならない地域とは，①岩石海岸や自然性をそのまま維持する，



－139－

第３章　諸外国における沿岸域に関する法制度及び状況

自然景観が優れた地域，②野生動植物の生息地又は到来地，③河口部，低湿地等，生態系

の保全が必要な地域，④豊かな水産資源を保有している清浄海域，⑤自然環境保全地域，

文化財保護区域，自然生態系保全地域等，関連法律又は計画上保全地域に指定された地域，

⑥その他地域計画の樹立主体が，絶対保全が必要であると認めた地域を指す。沿岸はこの

他に，準保全沿岸（20条），利用沿岸（21条），開発調停沿岸（22条），開発誘導沿岸（23条）

を含めた合計５種類に分類される（18条）。

第４　海洋水産発展管理法

１　総則

　2002年にOK21を法的に支えるため，既存の「海洋開発基本法」を廃止した上で，新た

に制定された法律である。

　２条では基本理念として，「この法律は，海洋が資源の宝庫であり，生活の拠り所であり，

物流の通路として国家経済と国民生活に大きな影響を及ぼしていることを認識して，海洋

産業の知識化・情報化・高付加価値化のための環境を造成し，海洋資源の環境親和的で持

続可能な開発・利用を追求することによって未来世代に伝える豊かで生命力あふれる海洋

を作っていくこと」を謳っている。

　また４条では他の法律との関係につき，「海洋水産に関する他の法律を制定又は改正す

る場合には，この法律の目的と基本理念に合わせなければならない」と規定し，他の法律

の規定が海洋の保全と矛盾しないことを求めている。

２　海洋水産政策の樹立及び推進体制

　政府は，この法律の目的を効率的に達成するため，海洋及び海洋資源の合理的な管理・

保全，開発・利用及び海洋産業の育成（以下「海洋開発」という。）に関する中・長期政

策目標及び方向を設定し，大統領令の定めるところにより10年ごとに海洋水産発展基本計

画（以下「基本計画」という。）を策定して施行しなければならない（６条）。

　また，基本計画と海洋開発等に関する重要政策を審理するため，国務総理所属下に海洋

水産発展委員会が設置されている（７条）。委員会の委員長は国務総理が務め，幹事委員（１

名）は海洋水産部長官が務める（８条）。委員会がその機能を十全に果たし得るよう，委

員会には職務遂行のため必要な場合には関係行政機関の長に対して資料の提出又は意見の

提示等を要求することができ，要求された関係行政機関の長は正当な事由がない限り応じ

なければならない（10条）。なお，委員会の効率的な運営と案件の審議を実務的に支援す

るため，委員会に海洋水産発展実務委員会が設定されている（11条）。

第５　日本の法制度への示唆

１　沿岸管理法

　６条は統合計画につき定めているが，統合計画の内容には，関係行政機関の間に沿岸の

保全・利用及び開発に関する政策などがかち合う際，その調整に関する事項等を含まなけ
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ればならないと規定しており，省庁間で政策の矛盾衝突等が生じることの防止が期待され

る。

　また，他計画との関係について定めた11条及び12条も，海洋水産部長官や自治体の首長

に他の法令の規定により策定された計画や用途地域の変更を要請する権限を認め（11条），

関係行政機関の長に対し統合計画及び地域計画との適合を義務付ける（12条）など，他省

庁の政策が沿岸環境保全の妨げになることの防止を図っている。

　沿岸整備事業に関する原因者負担原則（21条）も，沿岸整備事業で定めていない工事又

は行為によって沿岸整備事業が必要になった場合に，その費用の全部又は一部を，原因を

作った工事の実施者又は行為者に負担させることにより，整備事業に規定のない工事の実

施を未然に防止することを図っている。この規定も，他省庁の政策等によって沿岸環境保

全が妨げられることを防ぐものと評価することができる。

２　沿岸管理地域計画樹立指針

　８条は，公聴会において住民への告知を具体的に義務付けるとともに，傍聴人にも意見

提示の機会を提供することが義務付けられている。日本では，特に原子力発電所の再稼働

に関する公聴会においていわゆる「ヤラセ」問題が表面化したが，こうした問題を防ぐ意

味でも上記規定は示唆に富むものといえる。

　また，19条において，「絶対保全沿岸」という概念が導入され，この地域においては自

然の状態のまま保全することが義務付けられているのも興味深い。日本への導入が検討さ

れるべき概念である。ただし，済州島など軍事的その他の理由により重要な地域において，

一度は絶対保全すべきと指定されたにもかかわらずその後変更処分がなされ，処分無効確

認などの訴訟が提起されるケースも見られる。日本においてこの概念を導入するに当たっ

ては，保全の義務化のみならず，変更処分が原則として許されないなど，この概念の実効

性を保証する制度も，併せて設けておく必要があろう。

参考文献

シップ・アンド・オーシャン財団海洋政策研究所

平成15年度　各国の海洋政策の調査研究報告書（2004年）

第４節　米国・サンフランシスコ湾における沿岸域保全
第１　サンフランシスコ湾の概要

　サンフランシスコ湾は，アメリカ合衆国（以下「米国」という。）西海岸・カリフォル

ニア州にある湾である。大陸プレート（北米プレート）が太平洋プレートとぶつかり，垂

直に湾曲したところに成立した湾で，もともとは低平地であったが，海面の上昇に伴い，

河川流域が水没して湾となった。湾口はサンフランシスコ市にあるが，カリフォルニア州

中部の内陸部にまで湾が入り込んでいる。

　面積は約500平方マイル（約1280㎞2）。全体的に浅く，水深30フィート（約９ｍ）以上
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の区域は湾全体の５分の１にすぎず，湾の３分の２は水深18フィート（約5.5ｍ）未満で

ある。流域面積は広く，カリフォルニア州全体の河川流量の約40％がサンフランシスコ湾

に流入している。

　サンフランシスコ湾岸地域（サンフランシスコ・ベイ・エリア。以下「湾岸地域」という。）

には湾口にあるサンフランシスコ市を筆頭に，オークランド，バークレーなどの大都市が

集中している。湾岸地域には約700万人が居住し，ニューヨーク都市圏，ロサンゼルス都

市圏，シカゴ都市圏に次ぎ，米国で４番目に大きい都市圏を形成している。このように人

口が集中していることに加え，湾へ注ぐ河川の流量は雨の多い冬と雨の少ない夏で大きく

異なることから，大規模な貯水池が設けられ，農業用水，工業用水，飲料水，発電用水の

供給に用いられている。

第２　サンフランシスコ湾における開発の経緯

　サンフランシスコ湾の周囲には，古くからネイティブ・アメリカン（アメリカ先住民）

が居住していたが，大規模な開発が行われるようになったのは古いことではなく，人口が

集中するようになった19世紀半ばのゴールドラッシュの時代からである。19世紀後半から，

埋立てや干拓によって湾の面積は縮小傾向にあり，19世紀半ばにおける湾の面積は約2030

㎞2と考えられているが，現在までに少なくとも３分の１が開発によって失われた。とり

わけ1950年代には，毎年960haもの土地が埋立てによって開発されていった。

第３　湾の保全に向けた動きの契機

　湾岸地域では，1959年12月，連邦商務省が陸軍工兵部隊に依頼して，報告書「サンフラ

ンシスコ湾域の開発の将来・1960－2020」をまとめさせた。同報告書においては，サンフ

ランシスコ湾岸の埋立計画が発表された。また，バークレー市においても大規模な埋立計

画が公表され，他の市や郡でも同様の計画が発表された。こうした湾岸地域の埋立提案を

契機に，環境に関心を持ち，危機を感じた３人の女性たち（カリフォルニア大学バークレ

ー校教授夫人ら）が，サンフランシスコ湾救済のための市民運動を呼び掛けた。こうして

生まれたのが「サンフランシスコ湾を救え運動」（SSFBA）である。この運動は，情報の

公開，決定過程への市民の参加，パブリックトラストの遵守を州などの政府に求め，また

教育研究機関に対しても，生態系における湾の重要性を研究するよう求めていった。

　こうした運動の結果，カリフォルニア州政府は1964年，サンフランシスコ湾保全開発委

員会（Bay Conservation and Development Committee.略称「BCDC」）を設立し，同委

員会において湾域全体及び湾岸地帯に関する埋立てや浚渫への規制を含む，土地及び水域

利用計画を立てることとなった。同委員会は，連邦政府，州政府，湾岸の市や郡に加え，

一般市民の代表から構成され，湾の全ての特徴についての詳細な研究を行い，その成果を

用いて湾の保全と利用，海岸の開発に関する包括的な計画を立てることを任務とする。こ

のように，開発の許認可権を持つ組織を既存の行政組織から独立させて設立することは，
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これまでの米国の行政においては例を見ない，画期的なことであった。その後，同委員会

には，サンフランシスコ湾の埋立てを止めさせる権限も与えられた。

　1972年，米国では沿岸域の管理を目的とした同国で最初の法であり，現在でも沿岸域に

関する諸法律の中心に位置付けられている，沿岸域管理法（Coastal Zone Management 

Act）が制定された。同法の４つの目的は，①現在及び将来の世代のために，国の沿岸域

の資源を保存し，保護し，可能なところでは復元し，又は価値を高めること，②州の管理

計画の開発・実施を奨励し，援助すること，③この法律の目的の実施のために連邦機関，州，

地方政府等が協力すること，④管理計画の開発において住民，連邦，州及び地方政府等の

参加を促進することであるが，これらの規定には，サンフランシスコ湾の保全運動の影響

を見ることができる。

第４　現在のサンフランシスコ湾保全運動

１　現在のBCDC（サンフランシスコ湾保全開発委員会）及びその保全業務

　2002年現在における，BCDCの組織構成は以下のとおりである。

　BCDCは27名の委員で構成され，原則として１か月に２回（第一，第三木曜日）会議が

行われる。委員のうち５人はカリフォルニア州知事が指名し，４人は周辺市町村，２人は

自治体議員，９人は郡（カウンティ。州より小さく，原則として複数の市町村を包含する。），

１人は郡，１人はEPA（Environmental Protection Agency＝環境保護局），５人は州機

関から選出される。会議の10日前までに，議題，日程，前回の議事録などを書いた文書が

約700人の関係者に送られる。会議には一般の人も参加することができ，発言も許されて

いる。

　BCDCの主要な任務は，①Bay Plan（湾岸の管理計画）を現状に応じて更新すること，

②開発時の許可・認可，及び③計画を実際に実行することである。

　Bay Planを変更する場合には，委員会のメンバーの３分の２（18人）の賛成を要する。

California State Record Act（カリフォルニア州記録法）により，委員会に関する事項は

すべて公開されることになっている。

　また，カリフォルニア州環境法によると，大規模なプロジェクトについては，アセスメ

ントを要するのはもとより，別のプラン（代替案）の可能性や，プロジェクトの影響をど

のように補償するかについての報告書が要求される。この文書については相当期間（一般

的には30～40日）の公開を要し，公開中に市民から寄せられた批判については，これを反

映しなければならない。

　BCDCは1964年に発足したが，1965年以来，サンフランシスコ湾の面積は縮小をやめ，

逆に拡大しつつある。

２　サンフランシスコ空港拡張建設計画

　2000年頃，サンフランシスコ空港の拡張建設計画が提起された際，周辺の30以上の自治

体が計画に許可を与えた。しかし，同空港を管理している自治体はサンフランシスコ市（注：
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空港そのものは市外に位置する。）であることから，多くの環境保護団体が同市に対して，

計画に当たっては住民の意見を聞くよう求めるとともに，住民投票の提案を行った。

　その結果，サンフランシスコ市においては，沿岸において100エーカー（注：１エーカ

ーは約4046㎡）以上の埋立てをする場合には住民投票によって住民の意見を聞く旨，サン

フランシスコ市憲章を修正する旨の提案が発議され，2001年11月に行われた住民投票では

住民の75％がこの提案に賛成した。こうして市憲章は改正され，住民が住民投票によって

計画への賛否を表明できることとなった。

　その後も数年に及ぶ熱心な住民運動の結果，サンフランシスコ市は2008年になってよう

やく，空港拡張のためのサンフランシスコ湾埋立計画の断念を決定した。

３　多様なNGO

　湾岸地域は，米国でも最も環境保護に熱心な地域として知られている。同地域において

は，Save the Bay（1961年発足），フレンズ・オブ・カリフォルニアなど，様々なNGOが

湾岸地域の保全のため活動し，BCDCの保全プロジェクトの実行にも関与している。

参考文献

瀬戸内の環境を守る連絡会編

二つの湾の物語　サンフランシスコ湾と大阪湾（2002年）
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第１章　国内法

第１節　海岸法
第１　目的及び沿革

　海岸法は，43条までの条文によって成る，1966年５月12日に成立した法律である。法律

には，５章までが設けられている。具体的には，総則（１章，１条ないし４条），海岸保

全区域に関する管理（２章，５条ないし24条），海岸保全区域に関する費用（３章，25条

ないし37条），海岸保全区域に関する管理等の特例（３章の２，37条の２），一般公共海岸

区域に関する管理及び費用（３章の３，37条の３ないし37条の８），雑則（４章，38条な

いし40条の５），罰則（５章，41条ないし43条）となっている。

　海岸法の目的について，成立当初は，「この法律は，津波，高潮，波浪その他海水又は

地盤の変動による被害から海岸を防護し，もって国土の保全に資することを目的とする。」

と規定されており，国土保全ないし高波等の被害からの海岸の防護のみを目的としていた。

　しかし，1999年の海岸法の改正の際に，海岸法の目的に関する規定（１条）について「こ

の法律は，津波，高潮，波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護すると

ともに，海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り，もって国土の保全に

資することを目的とする。」と改められた。すなわち，海岸法の目的として，海岸環境の

整備，保全及び公衆の海岸の適正な利用が加えられ，環境や利用も目的とする法律となっ

た。

　このように，1999年の海岸法改正により，その目的に新たに環境や利用の観点が追加さ

れているが，その契機として1997年の河川法改正を挙げることができる。同改正により，

それまで同法が目的としていた「治水」及び「利水」に，新たに「環境」も目的として加

えられたが，河川と同じ自然公物である海岸についても，河川法同様の改正を行い，総合

的な視点に立った海岸の管理を行うこととされたのである。また，「海岸環境」は，海岸

の特性に由来する自然環境と，海岸と人々との関わりにおける生活環境の両者を包摂する

概念であることから，公衆の「利用」についても合わせて同法の目的とされている。

第２　海岸保全区域への指定と効果

　海岸保全区域とは，海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施

設の設置その他の管理を行う必要があるとされる海岸で，都道府県知事が指定したものを

いう（３条１項）。この指定については，海岸そのものに限らず，水面については春分の

日の干潮時の水際線から海側に50ｍ及び陸地については春分の日の満潮時の水際線から陸

側に50ｍの範囲で指定することが認められている（３条３項）。

　海岸保全区域の管理は原則として都道府県知事が行うこととされており（５条１項），
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海岸保全区域に指定されると，当該海岸区域は，後記のとおり海岸保全基本方針及び海岸

保全基本計画の策定の対象となることに加え，次のとおりの規制の対象となる。

　海岸管理者以外の者による占有の原則的禁止（７条），土石採取・施設の新改築・土地

の掘削等の行為の制限（８条），海岸保全施設その他の施設又は工作物の損傷等・油等に

よる海岸の汚損・自動車や船舶等の乗り入れ及び放置等の禁止（８条の２）などがそれに

あたる。これらの規定に違反した者に対しては，海岸管理者より，行為の許可の取消や行

為の中止，施設の移転，除却等や原状回復を命じられることがある（12条１項）。

　また，海岸保全区域については，原則として海岸を防護するための施設が設置されるこ

とから，漁業権者との調整が必要となる場合も存する。この点，法は，海岸管理者からの

申請があり，海岸保全施設の工事を行うために特に必要がある場合には，都道府県知事は，

漁業権の取消，変更又は行使の停止を命じなければならないとする（22条１項）。ただし，

漁業権に制限を加える場合には，それによって生じた損失を当該漁業権者に補償する義務

を負う（22条２項）。

第３　1999年改正の内容

　上記のとおり，1999年の海岸法改正により，同法の目的に新たに「環境」及び「利用」

の視点が追加されたものであるが，併せて，そのほかの条文についても大幅な改正がなさ

れている。

　1999年の海岸法改正の内容のうち，主な点について取り上げて以下において紹介する。

１　公共海岸概念の追加

　改正前の海岸法においては，その目的が海岸の防護のみであったことから，海岸法の適

用対象である海岸は，海岸保全区域，すなわち，堤防，突堤，護岸及び胸壁等の海岸防護

施設を設置する必要があると指定された区域のみとされていた。要するに，防護上の必要

がない海岸区域については，海岸法の適用が除外されていた。

　しかし，1999年改正により新たに環境等がその目的とされたことに伴い，海岸の防護の

必要がない地域についても環境や適正な利用の観点からの規制の対象とする必要が生じ

た。そこで，新たに，「国又は地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地」

及び「これと一体として管理を行う必要があるものとして都道府県知事が指定し，公示し

た低潮線 （海水面が最も低くなったときの陸地と海水面の境界） までの水面」を公共海岸

として（２条２項），海岸法の適用対象とした。

　具体的には，公共海岸のうち海岸保全区域以外の地域を「一般公共海岸区域」として（２

条２項），海岸管理者が許認可等の管理を行うこととした（２条３項）。この規制の具体的

内容については，第３章の３に規定がある。例えば，海岸管理者以外の者による一般公共

海岸区域の占用の制限や（37条の４），一般公共海岸区域内における土石の採取，水面に

おける施設・工作物の新設・改築及び土地の掘削，盛土，切土等海岸の保全に支障を及ぼ

す行為についての制限等が規定されている（37条の５）ほか，一般公共海岸区域内におけ
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る，海岸管理者が管理する施設・工作物の損傷・汚損，油等通常の管理行為による処理が

困難なものによる海岸の汚染，自動車・船舶等の乗り入れや放置等を禁止する旨の規定も

設けられた（37条の６）。

２　砂浜・離岸堤の海岸保全施設への追加

　海岸保全施設としては，1999年改正前は，堤防・突堤・護岸・胸壁が列挙されていた。

　この点に関して，1999年改正において，海岸保全施設として，新たに離岸堤及び砂浜が

追加された（２条１項）。これによって，一般公共海岸区域よりも厳格な，海岸保全区域

の管理に関する規定が海浜等にも適用されることとなった。

　砂浜については，防護施設というよりも，防護すべき海岸そのものとも思われるが， 海

岸侵食による砂浜の減少は，波の打ち上げ高を増大させ，防護の面でも重大な問題である

ということ等から，砂浜の保全や回復のために，海岸保全施設に砂浜等が追加されたもの

である。

３　海岸保全基本方針及び海岸保全基本計画の策定義務

　1999年改正前の海岸法においては，海岸保全区域について，都道府県知事が，海岸管理

者と協議の上で整備基本計画を策定することが法定化されていた。しかしながら，この計

画については，策定手続が外部に開かれていないなどの問題点があり，そのため策定され

た計画も，地域の事情等が反映されているとは限らず，実効性のあるものとはなっていな

かった。

　この点については，1999年の海岸法改正に際して，主務大臣に対して海岸保全基本方針

の策定を義務付けるとともに（２条の２），都道府県知事に対して，海岸保全基本方針に

基づき，海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本計画（海岸保全基本計画）を策定

することを義務付けている （２条の３）。

　これは，1997年に改正された河川法において，河川管理者に対して河川整備基本方針及

び河川整備計画を水系ごとに策定することを義務付けたことと同様の制度を海岸法にも導

入したものである。定める内容としても，河川法同様，海岸保全基本方針が海岸の保全に

関する基本的な方針を定めるのに対して，海岸保全基本計画は，より具体的な海岸保全施

設の整備等について定めるものとされている。

　また，海岸保全基本計画を策定するに当たっては，法は，策定者である都道府県知事に

対し，必要があるときには海岸に関する学識経験者の意見を聴かなければならないとして

いるほか（２条の３第２項），事前に関係市町村長及び関係海岸管理者の意見を聴くこと

を義務付けている（同３項）。また，海岸保全施設の整備に関する事項については関係海

岸管理者が作成する案に基づき定められるとされている（同４項）が，この案を作成する

にあたり必要があると認めるときは，関係海岸管理者は，公聴会を開催するなどして関係

住民の意見を反映させるための必要な措置を講じなければならないとされている（同５

項）。

　このような手続も河川法と同様になっており，関係市町村の意見が反映されることによ
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ってより地域の実情に合致した保全計画を策定したり，また海岸の利用者である地域住民

も参加して計画が策定されるよう図られた改正がなされている。

４　海岸管理者の指定

　海岸法上，海岸管理者は原則として都道府県知事とされているものの，例外的に市町村

長を海岸管理者とすることも認められている。この点，改正前は，それが認められるのは

都道府県知事が指定した場合のみであったが，1999年改正後は，海岸保全区域については

５条６項，一般公共海岸区域については37条の３第２項により，都道府県知事と市町村長

との協議により，当該市町村区域に存する海岸について，市町村長を海岸管理者とするこ

とが可能となった。

　地方分権推進法の制定等により，市町村への分権が推進されていることに加え，海岸に

ついては，清掃や利用者間のトラブルの調整等，日常的な管理に市町村が深く関わってい

ることが多いため，市町村が希望することで海岸管理を全般的に行うことを可能としたも

のである 。

　なお，国土交通省港湾局海岸・防災課作成の海岸管理者一覧表（平成22年度）を見ると，

そのように至った経過（指定によるものか協議によるものか）は不明であるものの，面積

が広く長大な海岸線を有する北海道や，多くの離島が存在する鹿児島県について，市町村

が海岸管理者となっている例が数多く存する。

　その他，海岸管理者については，沖ノ鳥島等の国土保全上極めて重要であり，地方公共

団体が利害関係を有さず，かつ地理的条件によりその管理を行うことが困難な場合には，

主務大臣が全ての管理を行うことができる制度も設けられている。

第４　海岸法の問題点

　以上述べてきたように，海岸法は，少なくとも1999年の改正により海岸全域が法律の適

用対象となり，その強弱を別としても，海岸全域について同法に基づく管理をすることを

可能とした。

　また，河川法と同様に環境にも配慮する方向での改正を行ったほか，海岸保全区域にお

ける施設の設置等を含む海岸保全基本計画を策定する場合には，住民参加により地域住民

の意思を反映させることもでき得る制度が設けられている。

　さらに，海岸侵食の問題に関しては，砂浜を海岸保全区域に加え，その使用等に規制を

かけるなどの対応を取っているなどしている。

　このように，改正により海岸法は沿岸域の保全に資する内容となっているものの，第１

編第２章等で取り上げているように，海岸法改正後についても，海岸侵食や開発等による

我が国の沿岸域の悪化は止まることはなく，むしろ進行してしまっている。

　すなわち，海岸法改正は沿岸域の保全に資するような結果を招来していないのであり，

そのような状況となってしまっているのは，海岸法には以下に例示するような問題点が存

するためと考えられる。
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１　縦割り行政の弊害を排除できていないこと

　海岸法については，1999年改正により全ての海岸について法の適用の対象となったこと

を上述したが，これについては例外が設けられている。すなわち，海岸法の適用がある海

岸を総称して公共海岸というが，海岸法上，公共海岸からは「他の法定の規定により施設

の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として主務省令で定めるものを除」（２

条２項本文中の括弧書き）くものとされており，具体的には，砂防法や軌道法，土地改良

法，漁港漁場整備法，港湾法，森林法，道路法，都市公園法，地すべり等防止法，河川法，

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律及び鉄道事業法に基づき管理される土地が

「他の法令」として政令により指定されている。

　また，海岸保全区域の指定についても，河川法３条１項に規定する河川区域，砂防法２

条の規定により指定された土地，及び森林法25条１項もしくは25条の２第１項もしくは２

項の規定による保安林，同法41条の規定による保安施設地区については，原則としてその

指定ができないとされている（３条１項）。ただし，保安林又は保安施設地区の全部又は

一部については，農林水産大臣と協議の上海岸保全区域として指定することは認められて

おり （３条２項），港湾法に基づく港湾区域，港湾隣接地域，公告水域並びに漁港漁場整

備法に基づく漁港区域については，他の法律と重複して海岸保全区域に指定することが認

められている （４条１項）。

　要するに，海岸法については，我が国の海岸地域全域について他の法律に優先して適用

されるものとはされておらず，適用されない部分も存在する。このような規定となってい

る理由として，他の法律による管理がすでになされており，二重の管理等は必要ないこと

等が挙げられる。

　しかし，このような法体系となっているために，結局海岸については区域ごとに適用さ

れる法律が異なり，このために所管する官庁も区域によって異なるという事態が生じるこ

ととなる。すなわち，まさしく行政の縦割り状態が海岸の管理についてもそのまま現れて

いるものである。

　この点は，沿岸域に設置されている典型的な構造物である港湾については，例えば漁港

漁場整備法との関係でいえば，国であれば，海岸法の所管は国土交通省であるが，漁港漁

場整備法の所管は水産庁（農林水産省）となり，そもそもその所管が異なっている。また，

港湾法については，共にその所管は国土交通省であるものの，内部の部局としては，河川

局（2011年７月１日から「水管理・国土保全局」）と港湾局とに分かれており，かつ，こ

れらの部局は，省庁再編以前は建設省と運輸省と別の省庁であったことから，やはり同一

の部署による統一的管理が行われているとは評価できない状況である。また，都道府県に

ついても，港湾区域についてその他の海岸区域と別の部局が担当するような事態が生じ得

る。

　漁港や港湾の設置や管理は，沿岸域における海流，ひいては土砂の供給に重大な影響を

及ぼすことから，当然海浜を管理する部局と統一的な視点からの管理が必要である。しか
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し，実際には異なる省庁や部局が独立してその管理を行っている上，省庁間・部局間での

連携等が行なわれるという保証もない。要するに，実際の港湾や漁港開発については，統

一的管理という視点が欠けている，もしくは，少なくとも従来は欠けていたとしか評価で

きない。

　また，農林水産省が管理する保安林についても，その設置区域は，陸域と海域を含む沿

岸域の統一的管理等のために極めて重要な地域であるが，保安林について定める森林法も

海岸法とは所管が異なっており，やはり沿岸域管理について統一的な視点からの管理は行

われていない。

　港湾法上の港湾や漁港，保安林については，上記のとおり協議した上での海岸保全区域

への指定や，重複指定も認められている。しかし，協議が義務付けられているわけではな

いし，協議の結果必ずしも海岸保全区域に指定されるとは限らない。また，重複指定した

ことにより，法律上漁業法が優先的に適用されるわけでもない。要するに，これらの規定

が存するからといって，直ちに行政の縦割りの弊害が排除されているとも到底いうことは

できないのである。

　実際，国土交通省港湾局海岸・防災課作成の海岸管理者一覧表（平成22年度）によると，

東京都（島嶼地域を除く。）では，東京港（所在：江東区，中央区，港区，品川区，大田区）

も海岸保全区域に指定されており，おおむね東京湾沿岸全域が海岸保全区域となっている

ようである。ところが，東京湾沿岸の東京都の海岸で，港湾地区となっていない海岸保全

区域は葛西海岸の２㎞程度に限られている。また，その管理については，港湾地区と葛西

海岸とで別の部署（港湾局と建設局河川部）が担当するようになっているのが現状である。

２　海岸侵食等に対して，統一的な視点からの保全がなされていないこと

　上記の港湾や漁港についてと同様であるが，海岸侵食等の沿岸域の悪化について，その

原因が他の法律の所管に係る場合であっても，統一的な視点からの保全を行うことが現在

の海岸法や法制度の状況では困難である。

　具体的には，河川から海へ供給される土砂の減少について指摘することができる。第１

編第２章にあるように，我が国の海岸侵食の主たる原因の１つは，河川にダム等を多数建

設したことにより堆砂が進み，海域への土砂の流入が減少したことにある。これについて

は，海域について規定する法律だけで解決することはできず，河川と海洋を一体のものと

して捉えた統一的な視点からの対応が不可欠である。

　すなわち，今後の海岸侵食の進行を止めるためには，当該侵食地域への土砂供給のメカ

ニズムを解明した上で，河川からの土砂流入量減少に原因がある場合には，ダム等への堆

砂への対応並びに既に溜まった土砂の下流への流出方法等について検討することが必要で

ある。

　しかしながら，現在の法体系では，海岸法と河川法とではその適用範囲を全く異にして

おり，河川と海域を一体として捉えるような法律も存在しない。そのため，必ずしも上記

のような統一的対応が取られていないのが現状である。
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３　地域の実情が反映される担保は存しないこと

　上述のとおり，1999年改正により，都道府県知事は海岸保全基本計画を策定するに当た

って，必要があるときには海岸に関する学識経験者の意見を聴くこと，事前に関係市町村

長及び関係海岸管理者の意見を聴くことを義務付けた上に，海岸保全施設の整備に関する

事項については，策定に当たり必要があるときは，公聴会を開催するなどして関係住民の

意見を反映させるための必要な措置を講じなければならないとされた。

　このように，海岸保全基本計画の策定に当たり専門家や地元の意見を反映させるための

制度が設けられたとはいえるものの，実際に地元等の意見が反映されるという担保はなく，

地元の実情が海岸保全基本計画に必ずしも反映されるとは限らないものである。

　地元のサーファーが海浜の現状について問題提起をした九十九里浜（一宮町）の事例や，

漁業者が主導して再生のための措置が執られるに至った英虞湾の事例を見れば分かるよう

に，当該沿岸域の状況や問題点を最も的確に把握しているのは，地元で実際にその海岸等

を利用したり，沿岸域での仕事で生計を立てている者のように，常日頃から海岸や沿岸域

と直接関わっている者である。

　ところが，海岸保全基本計画策定に当たり，これらの関係住民の意見聴取は義務的とは

なっていない。また，仮に公聴会等が開催されたとしても，どのように意見が反映される

かということはもとより，反映されるか否かも全く分からない。厳しく評価すれば，地元

の意見を聴取したとのアリバイ作りに公聴会が利用される可能性も存する。

　なお，地元意見に関しては，同計画策定に先立ち市町村長の意見を聴くとされているが，

実際に意見聴取の段階で市町村長が地元沿岸域の問題点を的確に把握しているとの保証も

ない。

　このように，現在の海岸法上，必ずしもその地域の実情を的確に反映した計画が策定さ

れるという保証はなく，海岸侵食等からの沿岸域保全への対策についても，海岸保全基本

計画に適切に定められるとは限らない。

第５　小括

　以上のように，我が国における海岸法については，1999年改正により環境への配慮等が

目的に加えられ，それに伴う改正もなされたものの，現実に起こっている海岸侵食等の沿

岸域の環境悪化に対して十分に対応できるような内容とはなっていない。

　よって，沿岸域の保全や再生を図るのであれば，統一的な視点から海岸全体を管理する

とともに，河川とも一体となった管理を可能とするよう，海岸法をさらに改正するか，も

しくは沿岸域の保全・再生のための新たな法制度を設けることが必須である。

参考文献

国土交通省港湾局海岸・防災課「海岸管理者一覧表　平成22年度」国土交通省HP
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第２節　海洋基本法
　海洋基本法は，2007年４月，議員立法により成立し，同年７月20日から施行された。

第１　制定の背景

　1982年に海洋法に関する国際連合条約（国連海洋法条約）が採択され，同条約は1994年

に発効した（ただし，日本は1996年６月に批准し，同年７月に発効した。）。この条約の発

効により，沿岸国の権限が拡大するなど，新たな枠組みが構築されるようになった。また，

1992年の国連環境開発会議において，地球規模の環境問題の深刻化を受けてアジェンダ21

行動計画が採択された。このアジェンダ21行動計画第17章において沿岸域の統合的管理が

沿岸国の責務とされた。このように，海洋に関する新たな国際的枠組みが構築されるなか，

我が国においても，これに対応することが迫られていた。しかしながら，我が国において

は，旧来の省庁縦割りで海洋問題に対処していたことから総合的な海洋政策が確立されて

おらず，担当大臣，担当部局も存在しない状態であったことから，国内的な対応が迫られ

ていた。

　また，我が国周辺海域における海洋環境の汚染，水産資源の減少，海岸侵食の進行，重

大海難事故の発生等，海洋に関する様々な問題が発生していたことから，これらの問題に

対応する態勢を整えることの必要性が認識されていた。

　このような状況を受けて，海洋基本法が制定されることとなった。

第２　概要

　海洋基本法は，４章38条からなる法律である。第１章は総則であり，１条から15条まで

で構成される。第２章は海洋基本計画であり，16条のみによって構成される。第３章は基

本的施策であり，17条から28条までで構成される。第４章は総合海洋政策本部であり，29

条から38条によって成る。

第３　目的

　海洋基本法は，１条において，「地球の広範な部分を占める海洋が人類をはじめとする

生物の生命を維持する上で不可欠な要素であるとともに，海に囲まれた我が国において，

海洋法に関する国際連合条約その他の国際的約束に基づき，並びに海洋の持続可能な開発

及び利用を実現するための国際的な取組の中で，我が国が国際的協調の下に，海洋の平和

的かつ積極的な開発及び利用と海洋環境の保全との調和を図る新たな海洋立国を実現する

ことが重要であることにかんがみ，海洋に関し，基本理念を定め，国，地方公共団体，事

業者及び国民の責務を明らかにし，並びに海洋に関する基本的な計画の策定その他海洋に

関する施策の基本となる事項を定めるとともに，総合海洋政策本部を設置することにより，
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海洋に関する施策を総合的かつ計画的に推進し，もって我が国の経済社会の健全な発展及

び国民生活の安定向上を図るとともに，海洋と人類の共生に貢献することを目的とする。」

と規定する。

　国連海洋法条約等の国際的な約束が発効し，アジェンダ21行動計画等による国際的取組

が進められる状況の中で，我が国においても海洋に関する基本理念を定め，海洋に関する

施策の基本となる事項を定めると同時に，総合海洋本部を設置することにより，その海洋

に関する施策を総合的かつ計画的に推進し，我が国の経済発展，国民の生活の安定向上を

図るとともに，海洋と人類の共生に貢献することを目的とするというものである。

　このようにこの法律の目的は，我が国の経済発展と国民生活の安定向上，海洋と人類の

共生に貢献することとされており，海洋の自然環境の保全や回復などを明確な目的とはさ

れていない。

第４　基本理念

　海洋基本法は，上記の目的を達成するために，海洋の開発及び利用と海洋環境の保全と

の調和（２条），海洋の安全確保（３条），海洋に関する科学的知見の充実（４条），海洋

産業の健全な発展（５条），海洋の総合的管理（６条），国際的強調（７条）の６項目の基

本理念を定めている。

１　海洋の開発及び利用と海洋環境の保全との調和

　２条では「海洋については，海洋の開発及び利用が我が国の経済社会の存立の基盤であ

るとともに，海洋の生物の多様性が確保されることその他の良好な海洋環境が保全される

ことが人類存続の基盤であり，かつ，豊かで潤いのある国民生活に不可欠であることに鑑

み，将来にわたり海洋の恵沢を享受できるよう，海洋環境の保全を図りつつ海洋の持続的

な開発及び利用を可能とすることを旨として，その積極的な開発及び利用が行われなけれ

ばならない。」と規定する。このように，海洋基本法は，海洋の積極的な開発及び利用を

行うに際しては，海洋の持続的な開発及び利用を可能とするために，海洋環境の保全を図

りつつ行うべきことを基本理念としているのであり，海洋環境の保全や回復が明確な基本

理念とされていないことに注意しなければならない。

　後述する海洋基本計画の該当部分を見ても，水産資源の回復や周辺海域に存在するエネ

ルギー資源や鉱物資源の開発・利用に重きが置かれている。環境について触れられている

のは，わずかに，水産資源回復措置に加えて海鳥やウミガメ等の混獲防止に努めるべきで

あるとする点，及び資源採取に当たって，海底の生物の生育環境等に重大な影響を及ぼす

おそれがあることから環境に与える影響を事前に評価して影響をできる限り軽減するよう

技術開発等を行うとされる点のみである。このように，海洋環境の保全は，あくまで海洋

資源の開発・利用による影響を最小限にするとの観点でのみ記されている。

２　海洋の総合的管理

　また，６条は，「海洋の管理は，海洋資源，海洋環境，海上交通，海洋の安全等の海洋
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に関する諸問題が相互に密接な関連を有し，及び全体として検討される必要があることに

かんがみ，海洋の開発，利用，保全等について総合的かつ一体的に行われるものでなけれ

ばならない。」と規定し，海洋の総合的管理が明確に位置付けられた。

　海洋基本計画の該当部分では，国際的ルールに基づき我が国が管轄権を有する海域につ

いて，「①海域を持続可能な利用が図られるよう適切な状態を保つこと，②海域の開発・

利用の可能性を明らかにするとともにその促進を図ること，③輻輳する海域利用における

利用秩序を維持すること，に努めるべき」とする。そして，そのために，「汚濁負荷の低

減等による海洋環境の保全，海洋資源の計画的な開発・利用，海洋に関連する諸情報につ

いて一元的な収集・管理・提供，海域の監視・指導・取締り等に積極的に取り組む必要が

ある。」とする。

　また，特に沿岸海域の問題について，「多種多様な海洋生物が生息・生育し，重要な水

産資源の生育場ともなっている一方で，既に相当程度海洋空間や海洋資源の利用が進んで

おり，環境汚染や生態系破壊が懸念される状況にある。」，「陸域と接しており，陸域との

関連を踏まえた施策展開が必要であるとともに，地域ごとに，多様な海域特性に対応した

特色ある海域利用が行われていることにも留意する必要がある。」との認識の下，沿岸海

域の管理については，「陸域からの汚濁負荷の低減，発生源対策を含めた漂流・漂着ゴミ

問題に対する総合的取組，海洋の生物の多様性の確保等のための保護区の設定等適切な海

洋環境保全措置の検討及び導入，河川等を通じた陸域からの土砂供給量の減少等による海

岸侵食への対応を含む海岸保全対策等沿岸域において深刻化している問題に的確に対応す

る必要がある。」，「沿岸海域及び関連する陸域が一体となった，より実効性の高い管理の

あり方について検討を行い，その内容を明確にした上で，適切な措置を講じる必要がある。」

とする。

　このように，海洋の総合的管理に関する海洋基本計画では，沿岸海域の問題について，

特に字数をさいて詳しく検討がなされている。また，地域ごとの特色ある利用状況につい

て留意する必要性を認めた点，さらに，陸域との一体的な管理を行うための適切な措置を

講じる必要があるとする点などは，積極的に評価すべきであろう。

第５　基本的施策

　海洋基本法は，その第３章において基本的施策を定めている。海洋資源の開発及び利用

の推進（17条），海洋環境の保全等（18条），排他的経済水域等の開発等の推進（19条），

海上輸送の確保（20条），海洋の安全の確保（21条），海洋調査の推進（22条），海洋科学

技術に関する研究開発の推進等（23条），海洋産業の振興及び国際競争力の強化（24条），

沿岸域の総合的管理（25条），離島の保全等（26条），国際的な連携の確保及び国際協力の

推進（27条），海洋に関する国民の理解の増進等（28条）の12の項目を基本的施策として

いる。

　これらの基本的施策の中で，海洋環境の保全等及び沿岸域の総合的管理について，海洋
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基本計画を踏まえて後述する。

第６　海洋基本計画

　国は，海洋基本法に定められた基本理念に則って海洋に関する施策を総合的かつ計画的

に策定実施すべき責務を負っており（８条），これを遂行するために海洋基本計画を定め

なければならないものとされる（16条）。これを受けて，2008年３月18日に，海洋基本計

画が閣議決定された。

　この海洋基本計画は，「第１部　海洋に関する施策についての基本的な方針」，「第２部

　海洋に関する施策に関し，政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策」，「第３部　海洋に

関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要なその他の事項」の３部構成となっ

ている。第１部は海洋基本法に定める６つの基本理念に沿った施策展開の基本方針を，第

２部は海洋基本法に定める12項目の基本的施策に関する事項を，その他の事項について第

３部において定めている。計画期間は５年とされており，この計画期間である５年後を見

通した目指すべき具体的な政策目標として次の３つの目標を掲げている。海洋における全

人類的課題への先導的挑戦，豊かな海洋資源や海洋空間の持続可能な利用に向けた礎づく

り及び安全・安心な国民生活の実現に向けた海洋分野での貢献がその政策目標である。

第７　海洋環境の保全等

１　海洋基本法の定め

　海洋基本法は，海洋環境の保全等として18条において，「国は，海洋が地球温暖化の防

止等の地球環境の保全に大きな影響を与えること等にかんがみ，生育環境の保全及び改善

等による海洋の生物の多様性の確保，海洋に流入する水による汚濁の負荷の低減，海洋へ

の廃棄物の排出の防止，船舶の事故等により流出した油等の迅速な防除，海洋の自然計画

の保全その他の海洋環境の保全を図るために必要な措置を講ずるものとする。」とし，さ

らに「国は，前項の措置については，科学的知見を踏まえつつ，海洋環境に対する悪影響

を未然に防止する観点から，これを実施するとともに，その適切な見直しを行うように努

めるものとする。」と定める。

２　海洋基本計画

　この規定を受けて，海洋基本計画では，海洋環境の保全等として，2007年11月に策定し

た第三次生物多様性国家戦略に基づく海洋における生物多様性の確保，海洋への環境負荷

の低減その他の良好な海洋環境保全のための取組を実施していくものとする。また，沿岸

域のうち生物多様性確保と高い生産性を維持すべき海域では，海洋環境保全という観点か

らも「里海」という考え方が重要であるとする。さらに，海洋環境保全のための継続的な

調査・研究を推進するものとしている。

⑴　生物多様性の確保等のための取組

　生物多様性の確保等のための取組として，生物多様性を確保するための行動計画の策
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定，海洋に依存する生物の保護の取組を推進するとする。

　さらに，現状について，「浅海域の藻場，干潟，サンゴ礁等については，海洋の生物

多様性や環境浄化機能を確保し，海洋の自然景観を保全する上で重要な場所であるが，

過去のその多くが失われている」とする。このような現状に対応するために，「自然公

園法，鳥獣保護法等に基づく各種保護区域等の充実，自然再生推進法等の枠組みも活用

した干潟等の積極的な再生・回復，陸域からの土砂や栄養塩の供給の適正化等の陸域と

一体となった取組を推進する。」とする。

　また，生物多様性条約その他の国際約束を踏まえ，関係府省の連携の下，我が国にお

ける海洋保護区の設定の在り方を明確化した上で，その設定を適切に推進するとする。

なお，この海洋保護区の在り方については，第５節において更に詳しく述べる。

⑵　環境負荷低減のための取組

　環境負荷低減のための取組については，「内湾等の閉鎖性海域において，流域からの

汚濁物質，窒素及びリンが滞留し，赤潮や貧酸素水塊の発生により魚介類が斃死するな

ど生物の生息・生育環境が悪化している。」という認識を前提に，総量規制制度により

汚濁物質等の総量を削減するとともに，下水道等の整備や高度処理の導入，陸域からの

非特定汚染源対策，覆砂等による底質改善等を総合的，計画的に推進するとしている。

　さらに，漂流・漂着ゴミ対策や，廃棄物の海洋投棄，流出油等の防除体勢を充実させ

るとしている。

第８　沿岸域の総合的管理

１　海洋基本法の定め

　海洋基本法は，25条で沿岸域の総合的管理として次のように定める。

　第25条　国は，沿岸の海域の諸問題がその陸域の諸活動等に起因し，沿岸の海域につい

て施策を講ずることのみでは，沿岸の海域の資源，自然環境等がもたらす恵沢を将来

にわたり享受できるようにすることが困難であることにかんがみ，自然的社会的条件

からみて一体的に施策が講ぜられることが相当と認められる沿岸の海域及び陸域につ

いて，その諸活動に対する規制その他の措置が総合的に構ぜられることにより適切に

管理されるよう必要な措置を講ずるものとする。

　２　国は，前項の措置を講ずるに当たっては，沿岸の海域及び陸域のうち特に海岸が，

厳しい自然条件の下にあるとともに，多様な生物が生息し，生育する場であり，かつ，

独特の景観を有していること等にかんがみ，津波，高潮，波浪その他海水又は地盤の

変動による被害からの海岸の防護，海岸環境の整備及び保全並びに海岸の適正な利用

の確保に十分留意するものとする。

２　海洋基本計画

　海洋基本計画では，沿岸域について「海岸線を挟む陸域から海域に及ぶ区域であり，波

や潮流の作用により形状が常に変化し，砂浜，磯，藻場，干潟，サンゴ礁等が形成されて
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いる」，「多様な生物が生息・生育する」，「水産資源の獲得，海上と陸上との人流・物流の

拠点，その機能をいかした臨海工業地帯の形成，レクリエーション活動等に利用され，白

砂青松に代表される豊かな景観を有する等，多様な機能を有している」，「河川を含む陸

域からの土砂供給量の減少等により海岸侵食が生じるなど陸域の影響を顕著に受ける」，

「様々な利用が輻輳している区域でもある」とする。そして，このような沿岸域を適切に

管理するために，「沿岸域が陸域と海域を一体的に扱うべき区域であること」，「多様な用

途に供される区域であること」，「様々な事象が相互に関連するため全体を一体的に捉える

視点に立った上で適切な状態を保つよう管理すべき区域であること」などを踏まえて陸域

と一体的に行う沿岸域管理，沿岸域における利用調整及び沿岸域管理に関する連携体制の

構築という施策を推進するものとする。

⑴　陸域と一体的に行う沿岸域管理

　陸域と一体的に行う沿岸域管理としては，総合的な土砂管理の取組の推進，沖縄等に

おける赤土砂流出防止対策の推進，栄養塩類及び汚濁負荷の適正管理と循環の回復・促

進，漂流・漂着ゴミ対策の推進，自然に優しく利用しやすい海岸づくりという政策を行

うものとする。ここでは，総合的な土砂管理の取組の推進及び栄養塩類及び汚濁負荷の

適正管理と循環の回復・促進についてみることとする。

　①　総合的な土砂管理の取組の推進

　現状について，河川上流域でのダムの設置や河道における砂利採取等による陸域か

ら海域への土砂供給の減少，沿岸構造物による沿岸漂砂の流れの変化などが原因とな

って，近年，全国的に海岸侵食が生じ，その結果，国土の減少，高潮，波浪等に対す

る砂浜の防災効果の低下，自然環境や海岸景観への影響が発生しているとする。

　このような現状に対応するために，砂防設備による流出土砂の調節やダムで適切に

土砂を流下させる施策の推進，河川の砂利採取の適正化等による適切な河床の管理，

侵食海岸におけるサンドバイパスや離岸堤の整備等により砂浜の回復を図るととも

に，土砂移動の実態把握や地形変化の推進手法の高度化等の調査研究を進め，山地か

ら海岸まで一貫した総合的な土砂管理の取組を推進するとする。

　②　栄養塩類及び汚濁負荷の適正管理と循環の回復・促進

　栄養塩類及び汚濁負荷の適正管理と循環の回復・促進では，下水道等汚水処理施設

の整備や合流式下水道の改善を進めるとともに，農業用排水施設や河川における水質

浄化を推進することにより陸域から流入する汚濁負荷を削減するとする。特に，閉鎖

性海域においては，点源負荷対策に加えて面源負荷対策及び汚濁負荷の再生産防止対

策等を推進するとする。また，東京湾，伊勢湾及び瀬戸内海については，水質総量規

制にかかる取組を行うとする。さらに，藻場，干潟，サンゴ礁等については，水質浄

化や生物多様性の確保に資することから漁業者や地域住民等による維持管理等の取組

を支援するとしている。

　他方，陸域から海域に流入する窒素，リン等の栄養塩類は，魚類，藻類等の水生生
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物の生育には不可欠であることから，地域の特性に応じて，栄養塩類等の供給や濁水

の緩和等に効果が期待される「漁場保全の森づくり」を推進するとする。また，栄養

塩類が過剰な海域では，水質改善のために，下水道等の整備や高度処理を導入すると

ともに，水生生物の適切な採捕及び活用等による陸域と海域を一体とした栄養塩類循

環システムの構築について，関係機関と連携して検討，推進を図るとしている。

⑵　沿岸域管理に関する連携体制の構築

　必要に応じて，適切な範囲の陸域及び海域を対象として地方公共団体を主体とする関

係者が連携して，各沿岸域の状況，個別関係者の活動内容，様々な事象の関連性等の情

報を共有する体制づくりを促進するとする。また，その場では，各沿岸域の課題を明ら

かにして適切な対応の方向付けを行うことで望ましい将来像を実現する取組を促進する

としている。また，その際に地方公共団体や海洋に関する各種施設の管理者以外にも，

日常的な活動等を通じて有用な情報や知見を有する主体が存在する場合には，その参加

を得て，情報の共有や連携を図ることが有効であるとする。

　そして，沿岸域の特性に応じた管理の在り方について，地域の実情も踏まえた必要な

検討を行い，管理の内容を明確にした上で，合意の形成を図り，適切な措置を講ずると

している。

３　まとめ

　このように，海洋基本法あるいは海洋基本計画は，陸域からの土砂供給量の減少等によ

る海岸侵食の進行，生活排水等による閉鎖性海域等の汚濁の進行，自然海岸，藻場，干潟，

サンゴ礁等の減少等の課題が沿岸域において発生しているとする。このような課題を解決

するために，総合的な土砂管理の取組の推進等の海域陸域を一体とした施策，沿岸域にお

ける関係者の連携体制の構築等を推進するとともに，地域の実情を踏まえた沿岸域管理の

あり方を明確化し，施策を推進するとしている。

第９　課題

　海洋基本法の内容は，多岐にわたるものである。そのような中で，海洋や沿岸域の総合

的管理の必要性について明文化したことについては，意義があると考えられる。また，河

川からの土砂供給の減少や沿岸構造物による沿岸漂砂の流れの変化等が海岸侵食の原因で

あるとし，陸域と一体となった総合的な土砂管理を推進するとの点も評価すべきと考える。

　他方，内湾等の閉鎖性水域における浅場，藻場あるいは干潟の水質改善機能については

重視されておらず，閉鎖性水域における水質汚濁原因の解明としては不十分と思われる。

そのため，海洋基本計画に記載された閉鎖性水域の水質改善対策は，見直しが必要である

と考えられる。

　次に，海洋基本法の実際の運用において，海洋環境の保全・回復という理念がどこまで

実現されるのかが大きな課題である。海洋基本法成立に至るまでの衆議院国土交通委員会

や参議院国土交通委員会における議論をみても，そのほとんどを海洋資源の開発や権益の
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確保などに費やしており，環境の保全・回復という観点からの議論はほとんどされていな

い。上記のとおり，海洋の開発や利用を行うに際して海洋環境の保全を図りつつ行うとの

基本理念からしても，実際の運用において，海洋資源の開発や権益の確保が前面に出て，

海洋環境の保全・回復という理念は後退してしまうことが危惧される。

　また，我が国では，従前，個別の管理目的ごとに制定された個別法による部分的管理の

集合体としての沿岸域管理が行われてきた。沿岸域の総合的管理とは，このような従前の

沿岸域管理の在り方の変更を迫るものである。しかしながら，どのようにして沿岸域の総

合的管理を推進していくのかについては，具体的な制度設計はなされていない。海洋政策

本部からの聴き取りによれば，沿岸域の総合的管理とは，沿岸域に関する様々な制度，計

画，管理主体，関係者，対象者などが，情報共有のもとで相互に連携，調整，統合されて

沿岸域が管理されていることであるということである。しかしながら，これでは，従前と

同様に，個別の管理目的ごとに制定された個別法による部分的管理を行うについて，単に，

情報共有をして連携，調整を行うことを指して総合的というに過ぎないものとなる可能性

があり，その場合には，陸域も含めた沿岸域全体を総合的に捉えて沿岸域の保全・再生の

ための対策を総合的に計画し，実行していくことは困難と考えられる。

　さらに，海洋基本計画において，沿岸域管理に関する連携体制の構築として，地方公共

団体等との情報共有や連携を行うとしているが，これを実現するための制度的な担保が必

要であり，地域の実情を反映させるためのシステム作りが不可欠である。

　このように，海洋基本法あるいは海洋基本計画においては，沿岸域の総合的管理，その

ために地域の実情を反映させるための制度設計が未だ抽象的なものにとどまっている。沿

岸域の総合的管理を実現し，沿岸域の保全・再生を図るためには，具体的な制度を設計し

ていく必要がある。このような具体的な制度を設計していくに当たっては，実際に沿岸域

の総合的管理に成功していると考えられる具体的な事例を踏まえて制度設計を行う必要が

あると考えられる。

参考文献

寺島紘士「海洋基本法の制定の背景，経緯，論点」ジュリスト1365号６頁

奥脇直也「海洋基本法制定の意義と課題」ジュリスト1365号11頁

来生新「海洋基本法・基本計画下での国内法政策の今後の課題」ジュリスト1365号20頁

第３節　港湾法
第１　港湾法の目的と港湾管理者

　港湾法は，「交通の発達及び国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため，環境の保

全に配慮しつつ，港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに，航路を開発し，及び

保全することを目的」とする法律である（１条）。

　港湾法による港湾管理者は，市町村・一部事務組合・港務局であり，港湾の管理に必要
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な業務を執行するが，重要なのは，公有水面埋立法による埋立免許を付与する権限を与え

られていることである（58条２項）。

　沿岸域の環境の保全を考えるに当たっては，この点が重要である。

第２　「港湾計画」と港湾地区埋立てに関する手続

　重要港湾の港湾管理者は，国土交通大臣の定める港湾の開発・利用・保全等に関する基

本方針に基づき「港湾計画」を定め国土交通大臣に提出しなければならない（３条の３）。

この「港湾計画」の内容には，港湾施設（防波堤・岸壁・駐車場等）の規模や配置だけで

なく，臨港地区における都市再開発用地や工業用地の埋立て等に関する計画なども含まれ

ている。

　ところで，公有水面埋立法に基づく埋立免許は「埋立の用途が土地利用または環境保全

に関する国または地方公共団体（港湾局を含む。）の法律に基づく計画に反しないこと」（公

有水面埋立法４条１項３号）が要件となっている。そこで，港湾地区の中で埋立てをする

場合，埋立免許に先立ち，「港湾計画」の変更が必要になる。

　「港湾計画」の決定・変更は，先に述べた国土交通大臣の定める基本方針に適合し，か

つ「港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令」で定める基準に適合したもので

なければならない。そこで国土交通大臣は，提出された港湾計画や変更計画について，交

通政策審議会の意見を聞き，基本方針や省令に適合していないと認めるとき，その他著し

く不適当であると認めるときは，その変更を求めることができるとされている（３条の３

第２項・５項・６項）。変更を求められた部分については港湾管理者が計画内容を修正し，

再度地方港湾審議会の意見を聞き，計画を最終的に決定することになる。

第３　課題

　上記のような港湾計画の決定・変更手続において，住民が港湾計画について説明を聞い

たり，意見を述べる機会はない。

　また，手続に関与する地方港湾審議会についても，その構成員は，港湾管理者の任命す

る商工業者・港湾関係者・物流関係者・一部の学識経験者などであり，計画の変更を求め

るような意見が出ることはほとんどないと指摘されている。

　ただ従来から，関係府省間の一般的な連絡調整として，環境省と国土交通省との間で質

疑応答を行い，環境省から意見が提出されたときは，国土交通省が港湾管理者にそれを伝

達するという仕組みが取られている。このシステムを通して，計画が修正された例として，

1984年愛媛県今治市「織田が浜埋め立て計画」などがある。

　しかしながら，これらの仕組みもあくまで行政内部の審査にとどまるという限界があり，

沿岸域の環境保護の立場から住民等の意見を効果的に反映するという点からは，極めて不

十分なものである。
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参考文献

牛山積編集代表「体系　公害・環境判例　第７巻　自然保護，埋立，景観，文化財」（旬報社）

第４節　漁港漁場整備法
第１　従来の「漁港法」とその改正

　漁港漁場整備法は，もともと1950年に成立・施行されていた漁港法が，2002年に改正さ

れたものである。この改正によって，従来その目的規定（１条）では「漁港の整備し，及

びその維持管理を適正にする事」とされていたが，新たに「環境との調和に配慮」という

条項が加えられた。

第２　漁港漁場整備基本方針

　そして，同法に基づき農林水産大臣が定めるとされる「漁港漁場整備事業の推進に関す

る基本方針」（以下「漁港漁場整備基本方針」という。）には，「漁港漁場整備事業の推進

に際し配慮すべき環境との調和に関する事項」を規定しなければならないとされた（６条

の２第２項４号）。

　その「漁港漁場整備基本方針」においては，漁港漁場整備事業の推進に関する基本的な

方向の１つとして，「藻場・干潟の保全・創造」として，「埋立等により消失が進んだ藻場・

干潟の回復を目指し，積極的に藻場・干潟の造成に努めていく」とされている。加えて上

記基本方針では，「漁港・漁場を取り巻く自然環境の整備に関する事項」として「水産生

物の成長段階に応じた場のネットワーク化に配慮しつつ，覆砂，しゅんせつ，着定基質の

設置等により底質の改善，藻場・干潟の造成等を行う」など，「自然環境の変化等にも柔

軟に対応しつつ，自然環境の創造に重点的に取り組んでいく」とされている。

第３　漁港漁場整備長期計画

　さらに，上記「漁港漁場整備基本方針」に基づいて2012年３月に閣議決定された，2012

年度から2016年度までの「漁港漁場整備長期計画」では，漁港漁場整備事業についての基

本的考え方の１つとして，東日本大震災の地震・津波による漁港・漁村の甚大な被害から

の復興も視野に入れながら，「豊かな生態系を目指した水産環境整備の推進」が位置付け

られ，その実施する事業量の１つとして，「おおむね5500haの藻場・干潟の造成に相当す

る水産資源の生育環境を新たに保全・創造する」と規定されている。

第４　課題

　このように，新しい漁港漁場整備法では，従来の漁港の整備・維持管理一辺倒のものから，

漁港漁場及びその周辺の沿岸海域における環境保全，さらに自然再生をも事業目的・内容

に取り込んできているが，その精神を生かしたなお一層の具体化が求められている。
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第５節　生物多様性基本法，生物多様性国家戦略，海洋生物多様性保全戦略
第１　生物多様性基本法

１　法の概要

　生物多様性基本法は議員立法として提案され，2008年６月６日に公布された。全27条か

らなる，文字どおり，生物多様性に関する我が国の施策の基本的な事項を定める基本法で

ある。

　１条に「生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を総合的かつ計画的に推

進し，もって豊かな生物の多様性を保全し，その恵沢を将来にわたって享受できる自然と

共生する社会の実現を図り，あわせて地球環境の保全に寄与すること」を目的として掲げ

る。「生物の多様性」とは生態系の多様性，種間の多様性，種内の多様性と定義される（２

条）。

　３条には，基本原則が定められる。人間は国土を利用し，生物の多様性からなる資源に

依存して生きている。その利用に関しては，「生物の多様性に及ぼす影響が回避され又は

最小となるよう，国土及び自然資源を持続可能な方法で利用することを旨として行われな

ければならない。」とされている（２項）。ミティゲ―ションの考え方を一部取り入れたも

のである。

　生物多様性に関する知見が十分でないことを踏まえて，生物多様性の保全及び持続可能

な利用は次の２つの点を旨として行われなければならないとされる（３項）。１つは生物

多様性に関する科学的知見がないことをもって対策を先送りする理由とせずに，生物多様

性に変化が生じる前に対策を講じる「予防的アプローチ」，もう１つは事業の着手後にも

生物多様性の状況を絶えず監視し，それを事業の実施方法に常にフィードバックさせて事

業の実施方法を見直す「順応的アプローチ」である。

　11条は，政府に対して生物多様性国家戦略の策定を義務付けた。国家戦略は現在まで，

1995年，2002年，2007年，2010年と４回にわたって策定され，2012年９月には新たな国家

戦略が策定される予定である。同法制定以前は，国家戦略は法律に根拠を有さないもので

あったが，2010年の国家戦略は同条を根拠として作成された最初のものとなった。

　国家戦略は「生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策についての基本的な

方針」，「生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する目標」，「生物の多様性の保全及

び持続可能な利用に関し，政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策」について定めるもの

とされる（11条２項）。

　12条において，国家戦略は環境基本計画を基本として策定されるとされ（１項），環境

基本計画及び国家戦略以外の国の計画は，生物多様性の保全，持続可能な利用に関しては

国家戦略を基本とする（２項）とされる。生物多様性の問題に関しては国家戦略が最高位

の計画であり，他の国家計画は国家戦略の内容に拘束されることになる。

　なお，13条において，都道府県及び市町村は，国家戦略を基本として，生物多様性地域
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戦略を定めるよう努めなければならないとされる。これは努力義務である。

２　生物多様性国家戦略，地域戦略の策定

　我が国で最初に生物多様性国家戦略が制定されたのは1995年10月である。これは生物多

様性条約が６条で生物の多様性の保全及び持続的な利用を目的とする国家的な戦略を作成

することを義務付けたからである。その後３回の改訂がなされ，現在，新たな国家戦略策

定作業中であることは前述したとおりである。

　「国家戦略2010」では，2012年10月までに47都道府県全てが地域戦略策定に着手すると

いう目標を掲げている。しかし，2012年４月時点で，策定済は17道県，策定着手は10都府

県であり，目標を達成できない可能性が高い。

第２　生物多様性国家戦略2010

１　概要

　現行の「国家戦略2010」は2010年３月に閣議決定された。「第１部　生物多様性の保全

及び持続可能な利用に向けた戦略」と「第２部　生物多様性保全及び持続可能な利用に関

する行動計画」の二部構成となっている。

　第１部第２章で生物多様性の現状と課題が述べられ，第３章で生物多様性の保全及び持

続可能な利用の目標が述べられる。第４章で基本的な視点について触れた上で，第２部の

行動計画では約720の具体的な施策と35の数値目標が挙げられている。

２　生物多様性の現状と課題（３つの危機と地球温暖化による危機）

　国家戦略は我が国の生物多様性の危機の原因として，第１の危機（人間活動や開発によ

る危機），第２の危機（人間活動の縮小による危機），第３の危機（人間により持ち込まれ

たものによる危機）を挙げるとともに，それらに加えて地球温暖化による危機を挙げる。

地球温暖化による危機は2007年の国家戦略から，取り上げられるようになった。

　第１の危機は，森林の無計画な伐採や他用途への変更，沿岸域の埋立て，干拓，河川改

修，ダムの建設，農地改良等，相変わらず全国各地で行われている乱開発による生息環境

の破壊と分断化である。国家戦略は個体の乱獲による危機も第１の危機に挙げるが，乱開

発による環境破壊に比べれば，その影響ははるかに小さいであろう。

　第２の危機は，里山の危機である。伝統的な日本の農山村地域では薪炭林などの二次林

や採草地などの二次草原は，人が利用することによる攪乱によって，独特の生態系を維持

し，多くの生物種がこの二次的な自然環境に依存してきた。しかし，農林業の形態の変化

によって，里地里山に人手が入らなくなったことにより多くの種が絶滅危惧種となってい

る。また，シカやイノシシなどの一部の大型哺乳類がその分布域を拡大していることの原

因の１つとして，この里地里山環境の消失が挙げられている。

　第３の危機は，人間により持ち込まれたものによる危機である。沖縄，奄美でのマング

ース，全国各地でのアライグマ，河川湖沼でのオオクチバスなどの外来種による捕食で，

在来種が大きく個体数を減少させている。また化学物質による生態系への影響もこれに含
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まれる。

　さらに，これらの３つの危機に加えて，地球温暖化による危機も挙げられている。温室

効果ガス濃度の増加による気温の上昇，気候変動により，島嶼，高山地帯の生物に深刻な

影響が出ているだけでなく，低地の生物の生息域にも影響が出ている。

３　基本的視点

　生物多様性の保全及び持続可能な利用の基本方針として，以下の５つの点が挙げられて

いる。

　①　科学的認識と予防的順応的態度

　生物多様性の保全は，科学的データに基づいて行われることが必要である。しかし，

生物多様性の仕組みは複雑であり，科学的知見にも限界があることを自覚しなければ

ならない。「科学的証拠が完全ではないからといって対策を延期せず，」，「早めに対策

を講じる」という予防的な態度，「生態系の変化に関する的確なモニタリングと，そ

の結果に応じた管理や利用方法の柔軟な見直し」という順応的態度が要求される。

　②　地域重視と広域的な認識

　生物多様性の保全は，地域における活動に支えられる。地域での活動を重視しなが

らも，各地域での生物多様性が密接な関連を有していることから，国内あるいは海外

との広域的な連携が重要である。

　③　連携と協働

　各省庁間の連携・協働をより一層進めるとともに，政府，地方公共団体，企業，民

間団体，専門家，地域住民などの一層緊密な連携の仕組みを設けていく必要がある。

　④　社会経済的な仕組みの考慮

　生物多様性保全への取組を一過性でなく継続的に進めていくために，それに携わる

人々に利益があること，少なくとも経済的負担が大きくないことが重要である。生物

多様性に配慮して作られた農産物のブランド化，認証制度，森林環境税の創設など生

物多様性の保全が経済的にも評価される仕組みが必要である。

　⑤　統合的な考え方と長期的な視点

　自然共生社会，低炭素社会，循環型社会の３つの社会を統合するとともに，短期的

な生産性・効率性を求めることなく，人類が長期的・持続的に受ける利益を考え，健

全な生態系を維持管理・保全・回復していく視点が重要である。

４　生物多様性の保全及び持続可能な利用の目標と４つの基本戦略

　国家戦略2010は2050年の中長期目標と2020年の短期目標を挙げる。

　中長期目標は，生物多様性の状態を現状以上に豊かなものとするとともに人類が享受す

る生態系サービスの恩恵を持続的に拡大させることとされる。

　短期目標は生物多様性の損失を止めるために，次の３つが挙げられている。

　①　生物多様性の状況の分析・把握，保全活動の拡大

　②　生物多様性を減少させない方法の構築，持続可能な利用
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　③　生物多様性の保全の，様々な社会経済活動の中への組込み（生物多様性の主流化），

多様な主体による新たな活動の実践

　そして，その目標に向けた以下の４つの基本戦略が挙げられる。

　ア　生物多様性を社会に浸透させる

　広報を推進し，生物多様性保全活動に地方公共団体や企業，市民が参画するととも

に自然体験学習を推進するなど，生物多様性の重要性を企業，市民等の共通認識とし，

社会に浸透させる活動である。

　イ　地域における人と自然の関係を再構築する

　里地里山の保全と野生鳥獣との共存を掲げ，生物多様性の保全に貢献する持続可能

な農林水産業を推進するとされる。そのための手段の１つとして，都市住民や企業な

ど多様な主体による参加促進など，農林水産業者と都市住民の連携による里地里山の

保全が挙げられる。自然共生社会，循環型社会，低炭素社会に向けた取組として，バ

イオマス資源の適切な利用も掲げられている。

　ウ　森・里・川・海のつながりを確保する

　生態系ネットワークの構築である。

　沿岸・海洋域に関しては「省庁間の連携を強化し，海洋環境の統合的な保全と管理

のための施策について検討していくことが重要」とされ，沿岸域に関しては「陸と海

のつながりを考慮しながら，」，「陸域との関係を踏まえた流域一体の取組や干潟・藻場・

サンゴ礁・砂浜の保全・再生・創出を進め」るとされている。

　エ　地球規模の視野をもって行動する

　地球温暖化への取組や国際協力の推進などがうたわれている。また，里地里山など

自然資源の持続可能な利用管理のための世界共通理念を構築し，世界に発信すること

も掲げられている。

５　生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する行動計画

　最も多くの紙数を費やして，約720の具体的な施策について論じている。

　行動計画は「第１章　国土空間的施策」と「第２章　横断的・基盤的施策」に分けられる。

　国土空間的施策はさらに「広域連携施策」と「地域空間施策」に分けられ，地域空間施

策は，「森林」，「田園地域・里地里山」，「都市」，「河川・湿原など」，「沿岸・海洋」の項

目に細分化されてそれぞれの行動計画が示されている。

　横断的・基盤的施策は，「野生生物の保護と管理」，「遺伝資源などの持続可能な利用」，「普

及と実践」「国際的取組」などの項目に分けられる。

６　沿岸・海洋域に関する具体的な施策とその問題点

　沿岸・海洋域に関しては105の具体的な施策が挙げられている。本項では，その具体的

な施策に関する記述に触れながら，その問題点を指摘する。しかし，ここで指摘する問題

点は，他の領域に関する記述にも共通するものである。

⑴　公共事業による自然破壊についての責任が明確化されていない
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　国家戦略は「平地の沿岸部に人口や産業が集中している我が国では，沿岸域に環境負

荷がかかる構造になっており，戦後の経済発展の中で，豊かで安全な生活と引換えに，

沿岸域の砂浜・干潟・藻場などが喪失」し，「人為影響によって物質循環の様態が変質

し，赤潮や貧酸素水塊（青潮）が発生」して「生物多様性の著しい減少につなが」ると

して，沿岸・海洋域の生物多様性の危機が上述の第１の危機に起因するという認識のも

とに，沿岸域の保全の強化と，「既に失われた砂浜・干潟・藻場などの再生・修復の手

だてを講じていくことが必要」としている。

　確かに，現在残された沿岸域の保全，「失われた砂浜・干潟・藻場などの再生」も重

要である。しかし，「沿岸域の砂浜・干潟・藻場などが喪失」した最も大きな原因は，

大規模な公共事業であり，その多くに国が関与している。そして，今でも埋立て，干拓，

護岸工事，港湾工事などで，貴重な干潟，海岸が破壊されている。また，砂浜の減少の

原因として河川へのダムの設置による陸域からの砂の流出の減少，港湾工事による海流

の流れの変更などが挙げられるが，これも，公共事業が原因である。過去に行われそし

て現在も継続する公共事業による「沿岸域の砂浜・干潟・藻場などの喪失」の問題を不

問に付しては，「沿岸域の保全の強化」は不可能であるし，「失われた砂浜・干潟・藻場

などの再生」も公共事業による大規模な破壊を補えるものではない。

　その観点から見ると，国家戦略の危機の分析は，責任の問題を曖昧にしているといわ

ざるを得ない。国や地方公共団体がかかわってきた開発行為については，その功罪につ

いて正当な評価が必要であるし，現在進められている開発行為については，その抜本的

な見直しを検討する必要がある。

　国家戦略においては度々「生態系ネットワークの形成」，「自然再生」という用語が登

場する。確かに，生態系を保全し生物多様性を維持，回復させるためには人間の積極的

な関与が必要であることは否定しない。しかし，ネットワークの形成も自然再生も，現

時点で残されている生息地を保全し，これ以上破壊しないことが大前提である。その意

味で，現在残された沿岸域の砂浜・干潟・藻場の保全は，生物多様性を保全する上での

最優先課題であり，必要条件であるという視点が欠かせないが，国家戦略にはこの視点

が欠落している。

⑵　各官庁の施策の相互の連携が不明確である

　具体的な施策については，それぞれ担当する官庁名が末尾に示されている。環境省，

農林水産省，国土交通省の所管とされるものが多い。しかし，具体的施策は上記４で述

べた４つの基本戦略の具体化でなければならないはずであるが，各施策と基本戦略との

関係，各施策相互間の連携が全く見えてこない。各省庁，省庁の中でも各部局がそれぞ

れの施策を持ち寄り，それを羅列しただけのようである。しかし，国家の「戦略」と称

するからには，それをまとめるに当たっては，基本的な理念に則って，縦割り行政の枠

を取り払って，各施策を評価した上で，相互間の調整，連携を図るヘッドクォーター的

な機能が必要であるが，この記述を見る限りそのような機能を担う部署はなかったとい
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わざるを得ない。

　例えば，藻場・干潟の保全・再生の項では，総論において「湿地間の相互のつながり

やネットワークの形成を認識し，残された藻場や干潟の保全を図っていく」として「ネ

ットワークの形成」が触れられている。しかし，具体的な施策として「平成24年３月ま

でに，藻場・干潟の保全・再生に向けた整備をおおむね５千ha実施します（農林水産省）」

「港湾整備により発生した浚渫土砂を有効活用し，干潟・藻場などの再生を推進します（国

土交通省）」と２つの官庁による干潟・藻場再生事業が，別事業として掲げられている。

しかし，同じ方向を目指すはずのこの両事業の関係が全く不明である。ましてや，ネッ

トワークの形成を行うのであれば，計画的に両者の連携が図られなければならないはず

であるが，連携がなされるのかどうかも全く不明である。

　このような縦割り行政を放置したままでは，生物多様性国家戦略が，法に基づく国家

計画となり，生物多様性の分野では他の国家計画の上位に位置付けられるようになった

にもかかわらず，期待される機能を十分に発揮することはできないであろう。

⑶　事業計画の到達点が明記されていない

　国家戦略はここのところ２，３年で改訂されており，各国家戦略間で共通の記述が多

くなるのは致し方ない。特に具体的な施策は，共通のものが多い。我が国の生物多様性

の状況が，２，３年で大きく劇的に変化することはないのであるし，具体的な施策も２，

３年で終了することはないのであるから，ある意味でこのことは当然である。

　しかし，仮に同じ施策を掲載するにしても，その時点での到達点（数量的な到達点だ

けでなく，質の面でも，当該事業により，どの程度，生物多様性の保全・回復がなされ

たか）を明記することは可能であるし，またそうすることによって，事業の進行状況，

今後の事業の方向性を示すことになる。しかし，到達点についての記述はない。

　例えば海洋環境の保全，整備の項では「ウミガメの産卵地などの海浜については，必

要に応じて，自然公園法に基づく特別地域内において，許可を受けなければ車馬等の使

用をしてはならない区域を指定することなどによりその保全を図ります。」という施策

は2007年の国家戦略にも掲載されていた事業であり，前回と今回の国家戦略策定の間の

到達状況を示すことは可能であったはずである。またそうすることによって，目標に向

けた事業の進行状況が分かり，今後の事業の進行の目安ともなるのである。

　各施設について到達点の記述を行うべきである。

　なお，生物多様性基本法10条は，政府に対し，毎年，国会に対して生物多様性の状況

及び政府が生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関して講じた施策に関する報告を

行うことを義務付けているが，この報告においても具体的な施策の到達状況に関する記

述はない。

⑷　保全，再生事業の影響に対する問題意識がない

　保全には，あるがままの自然をそのまま残すというだけでなく，現在残された自然に

働きかけを行うことによって，理想の状態を維持するということも含まれる。再生は，
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当然，現在の自然に対する改変行為である。具体的施策の中には，多くの保全・再生事

業が挙げられている。しかし，これらの保全・再生事業が新たな自然破壊につながる可

能性があるということの認識が見受けられない。これらの事業による自然に対する影響

についての正当かつ客観的な評価に関する記述も必要である。

第３　海洋生物多様性保全戦略

１　概要

⑴　背景及び目的

　2011年３月に海洋生物多様性保全戦略が策定された。生物多様性国家戦略や生物多様

性条約における国際的な目標，海洋基本法，海洋基本条約も踏まえて環境省が策定した

ものである。排他的経済水域までの海域を対象とし，海洋の生物多様性の保全及び持続

可能な利用についての基本的視点と施策の方向性を示すことを目的としている。

⑵　基本的視点

　基本的視点として，次の５項目が挙げられている。

　①　海洋生物多様性の重要性の認識

　②　海洋の総合的管理

　③　我が国周辺の海域の特性に応じた対策

　④　地域の知恵や技術を活かした効果的な取組

　⑤　海洋保護区に関する考え方の整理

⑶　施策の展開

　施策の展開として，次の５項目が挙げられている。

　ア　情報基盤の整備

　イ　海洋生物多様性への影響要因の解明とその軽減政策の遂行

　ウ　海域の特性を踏まえた対策の推進

　エ　海洋保護区の充実とネットワーク化の推進

　オ　社会的な理解及び多様な主体の参加の促進

２　海洋保護区の創設と問題点

　2010年に愛知県で開催された生物多様性条約第10回締約国会議において，2020年までの

目標として，愛知目標が国際的に合意された。この中の目標11として「生物多様性と生態

系サービスのために特に重要な区域を含む沿岸および海域の少なくとも10％を保護地域シ

ステムやその他の効果的管理による保全をすること」が掲げられている。

　これは，公海を含む地球上の全海域における目標値であり，必ずしも我が国の主権が及

ぶ海域内での数値目標ではない。しかし，我が国は，領海及び排他的経済水域において10

％の海洋保護区を設けることを目標として定めた。

　海洋保護区についての定義は明確でない。我が国はこれを次のように定義している。

　「海洋生態系の健全な構造と機能を支える生物多様性の保全および生態系サービスの持
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続可能な利用を目的として，利用形態を考慮し，法律又はその他の効果的な手法により管

理される明確に特定された区域」

　環境省は現時点での海洋保護区を，領海及び排他的経済水域の8.3％としている。しかし，

このうちの6.9％は，「水産資源の開発と利用の合理化を促進する海洋水産資源開発促進法」

による「指定海域」（自然条件の優れた漁場として効率が高く，漁業生産において重要な

海域として政令で指定された海域）であり，2.0％は漁業法による共同漁業権区域である（両

者は重複している）。これに対して，開発，利用が規制されている国立・国定公園海域公

園地区（自然公園法），自然環境保全海域特別地区（自然環境保全法），国指定の鳥獣保護

区特別保護地区（鳥獣保護法）は，0.03％，届出だけで開発が認められる，規制の緩い自

然公園法の普通地域を加えても0.28％にすぎない。

　しかし，漁業関係法規は，水産対象種としての生物を保護することを目的とした法律で

あり，生物多様性の保全を目的とした法律ではない。漁業関係法規による「保護区」を除

外して，早急に生物多様性保全を目的として設定される海洋保護区の拡大を目指すべきで

ある。

　また，多くの海洋生物種は孵化時，幼生時，定着・産卵時と，異なった海域（種によっ

ては淡水域）を利用して成長する。したがって，各海洋保護区において，このような成長

海域を分断しないような科学的な知見に基づいた保護区のネットワークの形成を行うべき

である。

第６節　水産基本法
　水産基本法は，2001年６月29日に公布・施行された。基本理念は水産業の保護であり，

その存立基盤である水産資源にかかわる規定はあるものの，生物多様性の保全や海洋環境

の保全そのものを目的とはしていない。

第１　法制定の背景と法の基本理念

　日本の水産政策は，1963年に制定された沿岸漁業等振興法により，沿岸漁業等の生産性

向上を目的として展開されてきた。しかし，1996年に批准した国連海洋法条約により，水

産資源を保存，管理する範囲が200海里の排他的経済水域になったこと，また，遠洋漁場

に対する国際規制の強化や周辺水域の資源状況の悪化により，漁業生産がピーク時の半分

の水準にまで減少したこと，さらに，漁業生産の従事者の減少や高齢化の進行により，漁

村の活力が低下したことなど，この間，水産業をめぐる社会的経済的情勢が大きく変化し

た。

　水産基本法は，これらの変化に対処するため，「水産に関する施策について，基本理念

及びその実現を図るのに基本となる事項を定め，並びに国及び地方公共団体の責務等を明

らかにすることにより，水産に関する施策を総合的かつ計画的に推進し，もって国民生活

の安定向上及び国民経済の健全な発展を図ることを目的」（１条）とし，「水産物の安定供
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給の確保」（２条）と「水産業の健全な発展」（３条）を基本理念として制定された。

　法文の中にある「水産資源が生態系の構成要素であり」とか，あるいは「環境との調和

に配慮しつつ」という記述（２条２項）は，同法が生物多様性や自然環境に対しそれなり

の配慮をしていることを示している。しかしながら，生物多様性や自然環境は，あくまで

も水産資源の持続的利用という基本目標を実現する範囲において必要な前提として位置付

けられているにすぎない。

第２　水産基本計画

１　政府は，水産に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため，施策についての基

本的な方針，水産物の自給率の目標，政府が講ずべき施策等を内容とする水産基本計画

を定めなければならず（11条１項，２項），また，情勢の変化及び施策の評価を踏まえ，

おおむね５年ごとに水産基本計画を見直すものとされている（11条８項）。

２　水産基本法を施行してから３回目となる水産基本計画（2012年３月23日閣議決定）に

おいて定められた施策の要点は以下のとおりである。

⑴　東日本大震災からの復興

⑵　資源管理・漁業所得補償対策の実施

⑶　加工・流通・消費に関し，６次産業化の取組の加速，HACCP等衛生管理の高度化，

水産物流通ルートの多様化，魚食普及，輸出促進等を推進

⑷　安全な漁村づくりと水産業・漁村の多面的機能の発揮に向けた施策や漁船漁業の安全

対策を強化

⑸　漁村女性の活動を促進

　そして同計画は，これらの施策を実施することにより，食用魚介類につき，2022年度

において，生産を2005年度水準の449万ｔまで回復させ，一方，減少が見込まれる消費

については，現状の水準（29.5㎏／人年）まで引き上げることを目指すこととし，自給

率を70％にすることを目標として設定している。

３　このように，水産基本計画においては主に水産業の保護を目的とする施策が掲げられ，

生物多様性や環境の保全を目的とする施策については，みるべきものが乏しいのが現状

である。

　前回の水産基本計画（2007年３月20日閣議決定）においては，水産業・漁村の有する

多面的機能を発揮させる活動の一環として，藻場・干潟等の沿岸域の環境・生態系を守

るための取組を施策として掲げ，その取組は2009年度から「環境・生態系保全対策」の

名で実施されている。藻場・干潟は水産資源の生息基盤であるだけでなく，生物多様性

の貴重な宝庫でもあり，その保全を直接の目的とする施策は，水産業の保護を目的とす

る水産基本法の枠組みの中では希少な例である。

第３　環境・生態系保全対策
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　藻場・干潟は，水産資源の生息基盤というだけでなく，水質の浄化による環境保全機能・

生態系保全機能，生物多様性の維持，CO2の吸収，浸食抑制による海岸保全，親水性や環

境学習の場の提供など多くの公益的機能を有している。

　その保全を直接の目的とする「環境・生態系保全対策」の基本的な仕組みは，藻場・干

潟等の維持・管理等の環境・生態系の保全活動を行う組織に対し交付金を交付するという

ものである（平成21年４月１日20水港第2567号農林水産事務次官依命通知）。

　保全活動の対象となる藻場・干潟等には，藻場，干潟のほか，浅場，ヨシ帯，サンゴ礁，

地域特認資源（水産資源の保護・培養に寄与し，水質浄化等の公益的機能の発揮を支える

資源であるとして都道府県知事が特別に定める資源）が含まれる。

　交付金は，都道府県，市町村，漁協，教育機関，NPO法人等により構成される地域協

議会に交付され，地域協議会から，保全活動に従事する漁協，漁業者，学校PTA，自治会，

地域住民，NPO法人，企業，都市住民等に交付される。

　支援の対象となる保全活動は，長期５年の計画に基づき，現況把握・実施効果のモニタ

リング，藻の移植や播種，ウニやブダイなど食害生物の除去，岩盤清掃，干潟の耕うん，

浮遊・堆積物の除去等がある。

　2012年６月現在，地域協議会は，32の道府県において37件が設立され，実際に保全活動

を行う組織は293となっている。

　もっとも，「環境・生態系保全対策」予算は，初年度の2009年度は13億3000万円であったが，

2010年度７億6100万円，2011年度５億8800万円，2012年度３億9500万円というように年々

減少しており，当初計画予定の５年が経過した2014年度以降も同様の施策が維持されるか，

心もとない状況となっている。

第４　結び

　水産基本法を所管する水産庁は，水産資源の適切な保存及び管理，水産物の安定供給の

確保，水産業の発展並びに漁業者の福祉の増進を図ることを任務とし（農林水産省設置法

37条），生物多様性や環境の保全は同庁の所掌事務の範囲外である。したがって，生物多

様性や環境の保全について水産基本法に多くを期待することは，そもそも，困難であると

いう見方もできる。

　しかし，沿岸域における生物多様性や環境の保全が水産資源の持続可能な利用に必須の

要件であることを考えれば，環境・生態系保全対策における交付金制度は同法の理念に適

うものであり，同制度の維持が望まれる。
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第７節　水質汚濁防止法
　総量規制制度及び次節の瀬戸内海環境保全特別措置法の理解に資するため，水質汚濁防

止法の該当部分のみ解説する。

第１　水質規制の概要

　水質汚濁防止法は，旧水質二法（水質保全法，工場排水等の規制に関する法律）の問題

点を克服するため，いわゆる指定水域制度を廃止し，全国一律に水質規制を実施すること

とし，また，実効的な規制のために直罰制度を導入した。

　国及び都道府県は，環境基本法に基づいて公共用水域（河川，海域，湖沼）に環境基準

を設定するが，都道府県は，その環境基準を遵守するために一律排水基準（３条１項）に

代えて上乗せ排水基準を設定することができる（３条３項）。

　公共用水域の水質を汚濁するおそれがある施設（特定施設）を設置しようとする者は，

原則その60日前までに，都道府県知事に対して届出をしなければならない（５条）。

　都道府県知事は，設置しようとする特定施設が排水基準を遵守できないおそれがあると

認めるときは，計画変更命令を出すことができる（８条）。

　特定事業場（特定施設を設置する事業場）からの排出水が，排水基準に違反した場合は，

都道府県知事は改善命令を出すことができるとともに（13条１項），罰則の対象にもなる（12

条，31条）。

　なお，排水基準は，いわゆる一般項目（生活環境項目）については，１日当たりの通常

排水量が50㎥以上の排出水を排出する特定事業場に適用され（条例により裾下げする場合

あり。），健康項目（有害物質）については，当該有害物質を製造し，使用し，処理する特

定施設を設置する特定事業場全てに適用される。

第２　総量規制制度の概要

　水質総量規制制度は，これまでの排水規制が濃度規制であったことの反省から生まれた

制度である。

　すなわち，例えば１日当たりの有機物の排出量が化学的酸素要求量（COD）で16㎏の

事業場があったとする。当該事業場の排水量が50㎥／日であったとすると，当該事業場の

排出水の水質は320㎎／Ｌとなり，一律排水基準（最大値：160㎎／Ｌ）を遵守できない。

しかし，工業用水等で希釈し，排水量を２倍の100㎥にすれば濃度は２分の１の160㎎／Ｌ
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になり，濃度規制をクリアできることになる。

　しかし，このように希釈水で希釈したとしても，環境に与える負荷である汚濁物質の量

（汚濁負荷量）は16㎏と何ら変わらない。そこで，各業種別・工程水別に総量規制基準値

を設け，各事業場に遵守すべき汚濁負荷量を設定し，その汚濁負荷量を遵守させることで，

閉鎖性海域の水質の保全を行うこととした。

　汚濁負荷量は次の式で表される。

　Ｌ＝Ｃ×Ｑ÷1000

　ここで，

　Ｌ：汚濁負荷量（㎏／日）

　Ｃ：濃度（㎎／Ｌ）

　Ｑ：水量（㎥／日）である。

　総量規制制度は，1978年に改正法が制定された水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特

別措置法により導入され，当初は東京湾，伊勢湾及び瀬戸内海について，CODを指定物

質として開始された。2004年度を目標年度とする第五次水質総量規制からは，CODに加

えて窒素・リンも指定物質に加わり，現在（2014年度を目標年度とする第七次水質総量規

制）はこの３物質が対象となっている。

　なお，水質汚濁防止法上の総量規制制度は，環境大臣が総量削減基本方針を策定し（４

条の２），都道府県知事が総量削減計画を策定し（４条の３），その計画に従って総量削減

を行う。そのために都道府県知事は総量規制基準（４条の５）を設定し，総量規制制度の

対象事業場（指定地域内事業場という。）に対しては，総量規制基準の遵守義務が課せら

れる（12条の２）とともに，計画変更命令（８条の２），改善命令（13条３項）等の対象

となる。

第８節　瀬戸内海環境保全特別措置法
第１　法律の概要

１　はじめに

　瀬戸内海環境保全特別措置法は，瀬戸内海の環境保全を主眼に，瀬戸内海の関係府県の

区域においては，水質汚濁防止法に基づく排水規制を強化するなど特別の施策を講じるこ

とを目的に制定された法律である。そのため，水質汚濁防止法の特別法としての性格が強

い。この法律は，瀬戸内法と略称されるのが一般であるが，瀬戸法や内海法と略称される

例もある。本節においては，「瀬戸内法」と表記する。

２　瀬戸内海の概要

　瀬戸内海は，中国地方，四国地方，近畿地方及び九州地方により東西南北を囲まれた我

が国の代表的な閉鎖性海域であり，東西約450㎞，南北15～55㎞，開口部を関門海峡，豊

後水道，紀伊水道に求める。海域面積２万1827㎞２，閉鎖度が1.13とされる。

　瀬戸内海は，古来より白砂青松をうたわれる優れた自然の風景地であるとともに，貴重
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な漁業資源の宝庫であった。一方，沿岸地域は早くから人口集積が進み，ことに高度経済

成長期には，水質汚濁の急速な進行，そして海岸線の人工改変がなされた。

３　瀬戸内海環境保全臨時措置法（臨措法）の制定

　1960年代後半から1970年代前半には，産業化の進行の一方で，環境保全の必要性も叫ば

れた時代であった。そのような最中，1972年に播磨灘で大規模な赤潮が発生し，養殖業を

中心に71億円の被害が生じるなど，各種被害が頻発するようになっていた。

　そこで，瀬戸内海の環境保全対策の必要性が叫ばれるようになり，1971年７月には沿岸

11府県等の首長が集まり，第１回の「瀬戸内海環境保全知事市長会議」が開催された。こ

の会議では，「瀬戸内海環境保全憲章」が制定され，政府に対して瀬戸内海を対象とした

環境保全法の制定を強く求めていく。ところが，政府は環境庁（当時。なお同庁は1971年

の発足であり，発足後間もない時期である。）を中心に，瀬戸内海の環境保全施策を省庁

横断的にできないか，検討を開始したものの，遅々として進まず，法制化には至らなかった。

　このように，政府が及び腰に終始している中，前述のように大規模赤潮被害が発生する

など，瀬戸内海をめぐる課題は更に逼迫するようになる。そこで，第71回特別国会（なお，

この国会は1972年12月22日から1973年９月27日まで，280日間を会期とする最長の国会で

ある。）においては冒頭から野党を中心とする各議員から，瀬戸内海に関する環境保全法

の制定を求める質疑が頻発する。しかし，政府（田中角栄内閣）はなお立法に消極的な姿

勢をみせたため，与野党ともに議員立法での法制化の途を選択する。自民党や日本社会党

がそれぞれ法律案を提案する中，それらをたたき台に，衆議院公害対策及び環境保全特別

委員会において瀬戸内海環境保全臨時措置法案の草案が策定され，委員長提案として上程

された同法案は，衆参両院とも満場一致で可決成立し，同年10月２日に公布された。以下，

本節においてはこの法律を「臨措法」と表記する。

４　臨措法の内容

　臨措法の基本的な骨子は以下の内容である。

　まず，政府に対し，速やかに，瀬戸内海の環境保全のための「基本計画」の策定を義務

づけたこと。

　そして「基本計画」策定までの当面の措置として，第１に，瀬戸内海の関係府県の区域

における産業系の汚濁負荷量（化学的酸素要求量（COD）による汚濁負荷量）を1972年

当時の２分の１に削減させることとしたこと。

　第２に，水質汚濁防止法に基づく特定施設の設置を，瀬戸内海の関係府県の区域におい

ては，届出制に代えて許可制としたこと。

　第３に，埋立てについての特別の配慮規定を置いたこと，である。

　なお，臨措法は３年間の時限立法として制定され，後に1976年に更に２年間延長された。

５　臨措法の改正及び恒久法化

　臨措法は瀬戸内海の環境悪化の歯止めには一定の成果があったものの，抜本的な改善に

は期間が短すぎ，また，臨措法の暫定的な施策では不十分であった。
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　そこで，1978年に臨措法の名称を瀬戸内海環境保全特別措置法に改め，恒久法化すると

ともに，府県計画の策定，総量規制制度の導入，自然海浜保全地区の指定，海難等による

油の排出の防止，赤潮発生機構の解明など，新たな規定を充実させることとなった。

６　瀬戸内法の内容

　現在の瀬戸内法の内容を概観する。

⑴　瀬戸内海環境保全基本計画の策定

　政府は，瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するため，瀬戸内海の水質

の保全，自然景観の保全等に関し，瀬戸内海の環境の保全に関する基本となるべき計画

（瀬戸内海環境保全基本計画）を策定しなければならず（３条），関係府県知事は，基本

計画に基づき，当該府県の区域における計画（府県計画）を策定しなければならないと

された（４条）。

　なお余談ながら，瀬戸内法も，他の法律と同様１条に目的規定があるが，同法の理念

がよく分かるのは，むしろ基本計画に関する３条１項の条文である。ここには，「瀬戸

内海が，わが国のみならず世界においても比類のない美しさを誇る景勝地として，また，

国民にとつて貴重な漁業資源の宝庫として，その恵沢を国民がひとしく享受し，後代の

国民に継承すべきものであることにかんがみ」との表現がある。

⑵　特定施設の設置及び変更の許可制度

　水質汚濁防止法に基づく特定施設（公共用水域の水質を汚濁するおそれのある汚水等

を排出する施設）の設置については，同法に基づいて都道府県知事に届出が必要である

が，瀬戸内海の関係府県の区域においては，日最大排出水量が50㎥以上の排出水を排出

する特定事業場については，水質汚濁防止法の届出に代えて，瀬戸内法に基づく設置許

可を受けなければならないとされた（５条）。特定施設の構造等の変更がある場合も同

様に許可が必要である（８条１項）。なお，特定施設の設置等にあたっては，環境に及

ぼす影響について調査を行い，その結果を記載した事前評価書の添付を要し（５条３項），

許可申請の概要は告示され，３週間，事前評価書が公衆の縦覧に供される（５条４項）。

　また，1999年にダイオキシン類対策特別措置法が制定されたことに伴い，同法に基づ

く水質基準対象施設のうち，事業場からの日最大排出水量が50㎥以上のものについても，

瀬戸内法の許可を要することとされた。

⑶　総量規制制度

　海域の有機汚濁の一般的指標である化学的酸素要求量（COD）について，総量規制

制度を導入し，総量削減基本方針に基づく各府県別の汚濁負荷量の総量の割当の遵守の

ため，総量規制基準を設定し，その基準の遵守を通じて汚濁負荷量の削減を行っていく

こととされた（12条の３）。

　なお，瀬戸内法に基づく総量規制はCODのみであるが，瀬戸内海地域に関しては，

第五次水質総量規制（2004年度目標）以降，CODに加えて，水質汚濁防止法に基づき

窒素及びリンの総量規制も実施している。



－178－

第２編　我が国の法制度と問題点

⑷　自然海浜保全対策

　関係府県は，条例で定めるところにより，沿岸域の砂浜や岩礁等が自然の状態に維持

されている個所や，海水浴・潮干狩り等公衆の利用があり，今後も利用が見込まれる個

所について，必要に応じ自然海浜保全地区を指定し，同地区内においては，工作物の新

築，土地の形質の変更，鉱物の採掘，土砂の採取その他の行為をしようとする者に届出

をさせ，必要な勧告又は助言ができることとされた（12条の７，12条の８）。

⑸　埋立てについての特別の配慮

　関係府県知事は，瀬戸内海においては公有水面埋立法の免許又は承認について，瀬戸

内海の特殊性について十分配慮しなければならないとされた（13条１項）。

　ここでいう「瀬戸内海の特殊性」とは，３条１項に掲げる理念，すなわち「わが国の

みならず世界においても比類のない美しさを誇る景勝地として，また，国民にとつて貴

重な漁業資源の宝庫として，その恵沢を国民がひとしく享受し，後代の国民に継承すべ

きもの」を指すと考えられている。

　この規定の運用に関しては，中央環境審議会（従前は瀬戸内海環境保全審議会。以下，

本節においては「瀬戸審」と表記する。）において，基本方針を調査審議するものとされ，

その基本方針が昭和49年６月18日環水規第127号として通達されている。

⑹　その他

　このほかに，①下水道及び廃棄物の処理施設の整備の促進（14条，15条），②海難等

による油の排出の防止（17条），③環境保全技術開発等の促進（18条），赤潮等による漁

業被害者の救済（19条）等の規定がある。

第２　本法律の問題点

１　評価

　本法律の問題点を指摘する前に，評価できる点を指摘しておく。

　瀬戸内法は，既に述べたとおり，1960年代以降に公害が社会問題化していることを背景

に，ことに，瀬戸内海地域の被害が深刻であったことを背景に，法制化に及び腰であった

政府を尻目に，議員立法で制定された。

　法律案草案の起案段階では，省庁はほとんど関与していなかったともいわれるが，反面

においてそれが功を奏し，当時としては極めて先進的な，目を見張る規定を盛り込んだ法

律となったことは特筆すべきである。

　例えば，全国一律の規制である届出制とは画する形での許可制の導入。また，埋立てを

抑制しようという方向での規定の盛り込み（草案段階では，瀬戸内海における埋立ての原

則禁止も検討されたようだが，制定条文がやや後退している点は残念である。）。

　また，瀬戸内法３条に表現されている理念も，誇るべきものである。

　そしてこのような（当時としては）先進的な法律が，先ず地域（自治体）の声に端を発

し，瀬戸内海環境保全知事市長会議という地域の連帯を通じて，法制化に結びついている
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点も注目される。

２　問題点

　しかしながら，瀬戸内法制定から40年が経過しようとしている現在，求められる環境法

の水準も上昇している。それに鑑みれば，現在においては瀬戸内法も問題なしとはできな

い。

　まず，埋立ての抑制に関する規定（13条）である。当時としては瀬戸審で踏み込んだ抑

制の方針を期待したのかもしれないが，その後の瀬戸内海における環境問題とその際の瀬

戸内法13条の機能に鑑みたとき，結果として瀬戸内海地域における埋立ての抑制に無力で

あったことは否めない。（ただし，近時は同条の法規範・裁判規範性を認め，かつ，同条

により住民側が勝訴する事例も出てきた。広島地裁平成21年10月１日判決，判例時報2060

号３頁（鞆の浦景観訴訟。ただし，未確定。）。）瀬戸内海を我が国に比類なき景勝地と考え，

次代に自然環境を継承していくことを責務と考えるならば，瀬戸内法の当初草案のように

原則禁止も含めた，更なる進化が求められる。

　自然海浜保全制度も，やや中途半端な嫌いが否めない。ことに瀬戸内海関係13府県の中

においても，同制度の利活用には温度差があり，近年ようやく条例を制定したものの，自

然海浜保全地区の指定が皆無である府県もみられる。

　また，技術的な側面ではあるが，瀬戸内法と水質汚濁防止法の条文の規定関係を整理す

べきである。例えば総量規制に関し，瀬戸内海においてはCODを瀬戸内法で，窒素リン

を水質汚濁防止法で，それぞれ運用している現状には無理がある。３物質を全て瀬戸内法

で取り扱うべきである。

　瀬戸内法が水質汚濁防止法の特別法であるといわれるように，これまでは自然環境の保

全の観点が軽視されてきた嫌いは否めない。埋立ての禁止，廃棄物の持込みの禁止，海砂

採取の全面禁止など，瀬戸内海の更なる環境保全のため，現代的に改正すべき点が多数指

摘できることもまた瀬戸内法の現状である。

第９節　有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律
第１　法律の概要

１　制定の経緯

　有明海及び八代海は，九州本土西岸と天草諸島で囲まれる閉鎖性海域である。ことに有

明海は，全国の干潟の約４割ともいわれる広大な干潟を有し，海域固有の生物が多数生息

する生産性の高い海であった。

　ところが，1990年以降，漁獲高が減少傾向となり，ことに2000年にノリの大不作が発生

するなど，漁業に深刻な被害が生じるようになった。

　そこで，有明海沿岸４県（福岡県，佐賀県，長崎県，熊本県）から，有明海の海洋環境

の調査研究，漁業環境改善の取組の一層の強化を要請されるようになった。

　これを受け，2002年に，政府与党及び民主党は，有明海及び八代海の再生に関するそれ
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ぞれの法律案を策定し，国会へ提出した。両案は一度閉会に伴う継続審査になった後，次

期国会（第155回臨時国会）において，与野党の協議の上で修正案を得て，同年11月29日

に有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律として制定された。有明海特

措法，有八法などと略称される。

２　法律案の概要

　この法律は，指定地域の指定，基本方針や県計画の策定などの規定のほか，大きく分け

て，環境保全や漁業の再生（水産資源の回復）のための各種施策規定の制定の部分と，有

明海の海洋環境の調査研究を進め，有明海異変の原因を探るための有明海・八代海等総合

調査評価委員会を設置及び運用することが規定されている。また，補助率のかさ上げその

他の財政的措置も充実している。

　なお，この法律は2011年に大きな改正があり，対象海域に橘湾も加えられた。その結果，

「有明海及び八代海『等』を再生するための特別措置に関する法律」と，法律の名称にも「等」

が加えられた。

３　環境保全や漁業の再生のための各種施策

　環境保全や漁業再生のための施策は13条以下に列記されている。

　まず13条には，指定地域において下水道の整備をはじめとする排水処理施設の整備の規

定を置いている。

　14条には，国及び地方公共団体に対し，漂流物の除去努力義務に関する規定を置く。

　15条は，河川の流況の調整に関する規定であり，河川管理者やダムを設置する者は，有

明海及び八代海等の海域環境保全及び改善を図るため，ダムの目的に支障のない範囲で河

川の流況の調整に努めなければならないとされる。

　16条は，森林の保全及び整備に関する規定である。同法は，水産動植物の生育環境の保

全及び改善のためには，森林の保全及び整備が必要であることを明記している。

　17条は，国及び地方公共団体は，水産動物の種苗の放流その他水産動植物の増殖及び養

殖の推進のための規定である。

　19条は，有明海及び八代海等で養殖を営む者に対し，酸処理剤及び肥料の適正な使用に

配慮を求める規定である。

　なお，これ以外にも調査研究の実施及び体制の整備等（18条），赤潮等による漁業被害

等に係る支援（21条），赤潮等による漁業被害等の救済（22条），知識の普及（23条）など

に関する規定がある。

４　財政措置

　８条から12条までは，有明海及び八代海等の環境保全・再生のための財政措置に関する

規定である。

　８条から10条までは国の補助金の補助率の特例を定め，11条は地方債についての配慮の

規定，12条は国に必要な資金の確保を求める規定となっている。

５　有明海・八代海等総合調査評価委員会
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　24条から27条までに，有明海・八代海等総合調査評価委員会についての規定が置かれて

いる。

　沿岸４県から国に対して求められていた要望事項の１つに，有明海の海洋環境の調査研

究の推進があるが，その実施主体として同委員会が環境省に設置されることとなった。

　なお，法律制定時は，同委員会は附則３項（この法律は，法律施行から５年以内に必要

な見直しを行うものとされていた。）に必要な総合的な調査の実施のために設けられたも

のであるが（改正前の25条），現在では国及び県が行う総合的な調査の結果に基づいて再

生に係る評価を行ったり，主務大臣等に意見を述べることを任務としている（現25条）。

第２　法律の問題点

　この法律は，制定当時に深刻な被害となっていた漁業被害に焦点を当て，各種施策を整

備したものであるが，基本的にはそれだけの内容でしかなく，有明海等の抜本的な問題の

解決には寄与しないといわざるを得ない。

　漁業被害に関しても，単に補償等の小手先の事業に終始し，何故漁業被害が発生してい

るのか，そして漁獲高の回復のためにはどうすべきなのか，といった視点が全く捉えられ

ていない。

　このように，漁業被害の原因となっている海域の成層化と貧酸素水塊の発生その他の環

境悪化について，第１編第２章第２節第１で述べたように，諫早湾干拓事業の潮受堤防に

よる締切を含めて原因究明に踏み込み，その原因を取り除き，自然を回復・再生する内容

に改正すべきである。

　地域の水環境保全に関する法律としては，瀬戸内海環境保全特別措置法があるが，約30

年前に制定された同法に遠く及ばない内容であることに思いを致すべきである。

　有明海・八代海等総合調査評価委員会１つ取ってみても，同委員会には自らの調査権限

すらなく，上がってきた調査等を評価するだけの機関になっている。総合的な有明海等の

保全再生のためには，同委員会に調査権限を与え，総合的に，必要かつ十分な調査をさせ，

それを保全再生につなげるような法制度にすべきである。

　また，主務大臣が農林水産大臣及び環境大臣だけでなく，総務大臣，文部科学大臣，経

済産業大臣及び国土交通大臣も含まれており（28条），計６省にもわたる複雑な権限関係

となっている。本来，環境保全に主体的な役割を持たせるべきである環境省は，有明海・

八代海等総合調査評価委員会を所管する程度であり，省益の衝突が環境保全・再生に悪影

響を及ぼしかねない法律となっている。

第10節　自然再生推進法
第１　法律の概要

１　法律制定に至るまで

　経済発展が優先され，国土を乱開発し，自然を疲弊させた高度成長期は，いわゆるバブ
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ル崩壊によって完全に終焉した。自然を壊された国土を目の前に，先ずは民間から，そし

てそれを追うように政府内からも，自然の保全・再生，自然との共存共生が叫ばれるよう

になった。

　そのような中，2002年３月の新・生物多様性国家戦略において，「自然再生」を今後展

開すべき重要な施策の１つと位置付け，法案策定作業が始まった。同年７月には自然再生

推進法案が国会に提出され，若干の訂正の上，同年12月４日に可決成立した。

２　法律制定時における日弁連の活動

　本法律が国会で審議されていた際，当連合会は福島県郡山市で第45回人権擁護大会を開

催していたが，その第三分科会「うつくしまから考える豊かな水辺環境」の基調報告書に

おいて，自然再生推進法案の問題点について指摘している。

　それを簡単に紹介すると，①自然保護・保全の視点の欠落，②不十分な住民参加，③再

生事業見直手続の欠落，④本来の自然再生のあり方との乖離，の４項目である。

３　法律の内容

　この法律は，全18条（本則）で構成される。

　内容について概説する。

　１条は目的規定であり，自然再生に関する施策を総合的に推進し，もって生物の多様性

の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図ることなどが規定されている。

　２条に定義が幾つか規定されており，特に自然再生を「過去に損なわれた生態系その他

の自然環境を取り戻すことを目的として，関係行政機関，関係地方公共団体，地域住民，

特定非営利活動法人，自然環境に関し専門的知識を有する者等の地域の多様な主体が参加

して，河川，湿原，干潟，藻場，里山，里地，森林その他の自然環境を保全し，再生し，

若しくは創出し，又はその状態を維持管理することをいう。」と定められた。

　３条は，この法律の基本理念を掲げる。要約すれば，恵み豊かな自然の維持と共生及び

地球環境の保全，多様な主体との連携，科学的知見やモニタリングの必要性，自然環境学

習の場としての活用が規定されている。

　一方，この法律には他の公益との調整と題する規定があり，６条に，「自然再生は，国

土の保全その他の公益との調整に留意して実施されなければならない。」と記載されてい

る。

　この法律の基本的な施策は７条以降で記載される。（なお，本法律に基づく自然再生事

業の実施主体（実施者）は，国や地方公共団体にとどまらず，住民やNPO法人等の民間

団体も実施者になることが可能であり，この点は評価できる。）

　まず７条は，政府において自然再生基本方針を定めなければならないと規定され，この

基本方針に，自然再生の推進に関する基本的方向，自然再生協議会や自然再生事業実施計

画の基本事項，自然環境学習の推進に関する基本事項などが盛り込まれる。

　実施者が，ある地域において自然再生事業を行おうとする場合，当該実施者のほか，地

域住民，NPO法人，自然環境の専門家，土地所有者，自然再生の事業や活動に参加しよ
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うとする者，関係地方公共団体及び関係行政機関を組織して自然再生協議会を立ち上げな

ければならない（８条１項）（このように多様な利害関係者が参画し得る構造になってい

ることは，この法律の特徴の１つである。）。自然再生協議会は，自然再生全体構想を策定

する（８条３項）。そして事業者は，自然再生基本方針及び自然再生全体構想を踏まえて，

自然再生事業実施計画を作成し，実際の事業を行う（９条）。

　国又は地方公共団体は，自然再生事業の実施に際して，法令の規定による許可その他の

処分が必要なときは，適切な配慮をするものとされ（12条），また，必要な財政上の措置

等を講ずる努力義務が置かれている（15条）。

第２　本法律の問題点

　この法律に基づいて，これまで図表２-10-１のとおり全国で24の協議会が設立され，そ

の各地において全体構想や実施計画の策定，そして実際の事業を行っている。

　しかし，この法律の規定ないし運用には様々な問題点があるとされている。

図表２-10-１　自然再生推進法に基づく自然再生協議会の設置状況（全国）

出典：環境省報道資料「自然再生推進法に基づく自然再生事業の進捗状況の公表について」2012年３月30日）
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　第１に，既に述べたように，10年前に日弁連は自然再生法（当時は法案）の問題点を幾

つか指摘しているが，これらについて，いまだに克服できていない点である。

　すなわち，この10年間においても，泡瀬干潟をはじめ，自然破壊はいまだ進行している。

このような新たな自然破壊に対しては，本法律は無力であるといわざるを得ない。そして，

本法律の自然再生事業は，本来の自然再生の在り方からは乖離しており，再生に名を借り

た新たな開発行為ではないかと見紛う事業もなくはない。

　また，住民参加に関する規定も不十分であるため，手続的な保障を強化すべきである。

加えて自然再生事業の見直手続を整備し，再生とは名ばかりの事業や計画とは異なる事業

を見直しできるようにすべきである。

　第２に，この法律の主務大臣は環境大臣，農林水産大臣，国土交通大臣となっており（18

条），この３省の省益が絡んでしまっていることである。したがって，自然再生協議会を

立ち上げ，事業を実施しようとした際，行うべき事業は３省の提供するメニューに適合し

なければそもそもこの法律の枠組みを利用できない。３省のうち特定の省を主管庁としな

ければならず，省を横断するような施策が不可能であるなど硬直的である。そして，限定

的なメニューしか提供されていないため，民間の豊富なアイデアを活かしきれてはおらず，

むしろ現在協議会が設立され，計画の策定や事業の実施が進んでいるところは，主管庁が

主導的になっていることが多い。このため，英虞湾自然再生協議会は，法定協議会である

との位置付けを諦めざるを得なかった（第１編第２章第２節第２参照）。

　地域に合った再生事業を行うためには，地方公共団体や地域の住民から声を上げやすい

制度を構築しなければならず，その観点から改正がなされるべきである。

　第３に，基本方針→全体構想→実施計画→事業の実施という流れの下では，どうしても

個々の事業の規模は小さくならざるを得ない。そのため，必然的に環境影響評価法や環境

影響評価条例の対象外となってしまい，再生事業が新たな環境破壊を生み出さないか，十

分なチェックができない状態となっている。

　この点は，環境影響評価法の改正等により，再生事業も適切な範囲で環境アセスメント

の対象とすべきである。

　第４に，予算措置が十分ではない点である。この法律の15条には，財政上の措置の規定

があるが，政府に課されているのは努力義務にとどまる。近年では財政的体力に乏しい地

方公共団体が多く，ましてや，地域住民やNPO法人等が再生事業を実施しようとした場合，

自己資金が足りず断念せざるを得なくなってしまう。

　自然環境の保全再生の重要性に鑑み，十分な財政措置を法律上も施策上も行うべきであ

る。

　そして最後に，この法律は附則３項で，法律施行後５年を経過した場合に，施行状況に

検討を加え，その結果に基づいて必要な措置を講ずることとなっているにもかかわらず，

制定後一度も改正がなされたことがない。上述のように，様々な問題点が指摘されている

以上は，速やかな改正作業を行うべきである。
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第11節　環境影響評価法
第１　沿岸域の埋立てと環境審査・環境影響評価

　沿岸域の埋立て・干拓については，環境に与える影響が大きいことから，各段階で様々

な法律（公有水面埋立法・港湾法等）により異なる性格の環境審査・環境影響評価がなさ

れることになっている。

　そのうち環境影響評価法によるものは，以下の２つである。

第２　環境影響評価の対象となる埋立て・干拓（33条３項）

　環境影響評価は，「事業の実施が環境に影響を及ぼす影響について環境の構成要素に係

る項目ごとに調査，予測及び評価を行うとともに，これらを行う過程においてその事業に

係る環境の保全のための措置を検討し，この措置が講じられた場合における環境影響を総

合的に評価する」ものとされる（２条１項）。その対象事業はダム・堰等の建設や公有水

面埋立・干拓事業など法律に明記された事業であって，その実施に当たり国の免許・特許・

許可などが必要な事業，国の補助金を受ける事業，特別法人の事業及び国の直轄事業のう

ち，規模の大きなものである。

　そして，その規模の大きな事業のうち，必ず環境影響評価を行う一定規模以上の事業を

「第一種事業」とする。そしてこの「第一種事業」に準ずる規模の事業を「第二種事業」とし，

この「第二種事業」については，個別の事業ごとに環境影響評価を行うか否かを判定する

ものとされている。

　公有水面埋立・干拓事業については，埋立面積が50haを超えるものが「第一種事業」

として必ず環境影響評価を実施する必要がある。また埋立面積が40ha以上50ha以下の埋

立については，「第二種事業」とされている（法２条２項１号ト，同法施行令別表第１の七）。

第３　港湾環境影響評価（環境影響評価法47条以下）

　環境影響評価法では，埋立て・干拓に関しては，上記の一般的な環境影響評価に加えて，

港湾環境影響評価の制度がある。

　港湾環境影響評価は，港湾法に基づく港湾計画の決定・変更の際に，一定規模以上のも

のについて港湾管理者が環境影響評価を実施するものである。この港湾環境影響評価の対

象となるのは，埋立てに係る区域及び土地を掘り込んで水面とする区域の面積の合計が

300ha以上のものとかなり大規模なものに限定されているので（同法施行令20条），対象

となる事業はごく僅かのものでしかない。

　しかしながら，この港湾環境影響評価は，通常の環境影響評価とは異なり，環境影響評

価の実施時期が早く，事業もいまだ予算化されていない段階で行われるのが一般であるこ

とから，この港湾環境影響評価による埋立計画の中止・変更の可能性も指摘されている。
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第12節　公有水面埋立法
　海や湖沼の埋立ては，古来から安価に土地を取得する方法として行われてきたが，それ

は同時に，沿岸域の生物多様性や自然環境を根底から破壊するものであった。埋立てを規

律する公有水面埋立法は，環境に配慮する条項があるものの，基本的には埋立てを促進す

るための法律であるといってよい。

第１　公有水面埋立法の経緯

　公有水面埋立法は，1921年，既存の権利による埋立ての障害を除去して埋立地を増大す

ることを目的として制定された。しかし，戦後の高度経済成長期に全国各地で行われた大

小無数の埋立ては，海岸や湿地など貴重な自然環境を根底から奪うだけでなく，埋立行為

や埋立地利用による公害を生じさせるなど，広範かつ深刻な環境破壊を惹き起こした。そ

の反省から，1973年の法改正において，事前に環境影響評価を行うなど環境保全に配慮す

る条項が盛り込まれたが，環境保全はあくまでも埋立てに際し考慮される１つの事情とい

う位置付けであり，埋立促進という法の基本理念は変わらなかった。

　それは公有水面埋立法の要諦というべき埋立免許手続において端的に示されている。

第２　埋立免許手続

　公有水面埋立法は，公有水面（河，海，湖，沼その他の公共の用に供する水流又は水面で，

国の所有に属するもの。）の埋立て（干拓を含む。）に適用され（１条１項，２項），埋立

ての免許を受けた者が工事の竣功認可により埋立地の所有権を取得することを骨子として

定める（22条２項，24条１項）。

　その中で最も重要な埋立免許手続の概要は以下のとおりである。

１　埋立ての免許権者

　埋立ての免許権者は都道府県知事である（２条１項）。港湾区域においては港湾管理者

が職権を行使するが（港湾法58条２項），2012年４月１日現在，全国935港（港湾区域の定

めのない港湾を含まない。）の港湾管理者は，600港が都道府県，328港が市町村，６港が

一部事務組合，１港が港湾局である（国土交通省港湾局「港湾管理者一覧表」平成24年４

月１日http://www.mlit.go.jp/common/000211526.pdf）。

　ただし，国が埋立事業者になるときは，知事の免許を必要とせず，より簡便な手続であ

る知事の承認を得れば足りる（42条１項）。

２　免許の申請

　埋立ての免許を受けようとする者は，氏名又は名称，埋立区域，埋立地の用途，設計の

概要，工事施工期間などを記載した願書に，埋立区域などを表示した図面，設計の概要を
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表示した図書，資金計画書，分譲計画書，埋立地の用途・利用計画書，環境影響評価書な

どの図書図面を添付して，知事に提出しなければならない（２条２項）。

３　縦覧と利害関係者の意見書

　願書と添付図書は出願告示の日から３週間公衆の縦覧に供され，利害関係人はその間に

知事に意見書を提出することができる。また，地元市町村長は定められた期限内に意見を

述べることができる（３条）。

４　免許の要件

　免許を受けるためには，①国土利用上適正かつ合理的であること，②埋立てが環境保全

及び災害防止につき十分配慮されたものであること，③埋立地の用途が土地利用又は環境

保全に関する国又は地方公共団体（港湾局を含む。）の法律に基づく計画に違背しないこと，

④埋立地の用途に照らし公共施設の配置及び規模が適正なこと，⑤分譲などを主な目的と

する埋立てについては出願人が公共団体その他政令をもって定める者であり，埋立地の処

分方法及び予定対価の額が相当であること，⑥出願人が埋立てを遂行する資力と信用を有

すること，以上全ての要件に適合し（４条１項），さらに，埋立工事の施工区域内におけ

る公有水面に関し権利を有する，いわゆる水面権利者がいるときは，⑦水面権利者が同意

したとき，⑧埋立てにより生じる利益の程度が損害の程度を著しく超過するとき，⑨埋立

てが法令により土地を収用又は使用することを得る事業のため必要なとき，以上いずれか

の要件に適合することが必要である（４条３項）。

５　水面権利者

　水面権利者とは，①法令により公有水面占用の許可を受けた者，②漁業権者又は入漁権

者，③法令により公有水面より引水し又は公有水面に排水する許可を受けた者，④慣習に

より公有水面より引水し又は公有水面に排水する者をいう（５条）。埋立てにより間接に

影響を受ける水面に漁業権や入漁権を有する者，埋立地の使用（例：企業による公害）に

より生活環境を破壊される者，埋立てにより景観利益を失う者などは水面権利者には当た

らない。

第３　埋立免許手続の問題点

１　免許申請者と免許権者が同一であることの不備

　埋立事業は都道府県によって施行されることが多いが，免許権者は原則として都道府県

の知事であり，港湾区域の埋立てにおいても免許権者の過半は都道府県である。したがっ

て，都道府県の知事は，埋立事業者の長として，免許権者ないしその長としての自己に対

し免許を申請することになる。このような場合に，埋立てに対する厳しい規制を免許の審

査に期待することはそもそも困難なことである。

　泡瀬干潟埋立公金支出差止事件（福岡高裁那覇支部平成21年10月15日判決　判時2066号

３頁）は，まさにこのような事案であった。沖縄県中城湾港泡瀬地区の公有水面埋立てに

ついて，沖縄県は，（国とともに）埋立事業者として，港湾管理者としての沖縄県に対し
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免許を申請し，一方，港湾管理者として，埋立事業者としての沖縄県に対し免許を付与し

た。詳細は第１編第２章第４に記載のとおりであるが，環境影響評価などの点において極

めて不十分な申請に対して免許が付与されたのは，申請者と免許権者とが同じ沖縄県であ

ることが１つの要因になったものと容易に推察できる。

２　地域住民など利害関係人の保護の不備

　1973年の法改正により，前記のとおり，埋立ての免許権者である都道府県知事は出願事

項と関係図書を公衆の縦覧に供し，利害関係人は知事に意見書を提出することができるも

のとされた（３条１項，３項）。これにより，埋立てによって被害を受ける地域住民など

は意見を述べる機会を得たが，意見書の取扱いは専ら知事の裁量に委ねられていて実効性

は乏しい。

　また，同じ法改正により，環境保全について配慮すべきことが免許の要件の１つとされ

たが，この規定も不十分である。その要件を欠く埋立てに対し免許が付与された場合，地

域住民が免許の効力を争って裁判所に訴えても，取消訴訟の原告適格を保障されていない

ため，裁判所に門前払いされてしまう可能性があることは法改正前と変わらない。このこ

とは，2004年の行政事件訴訟法改正や2005年の小田急訴訟最高裁大法廷判決（最高裁平成

17年12月７日判決　民集59巻10号2645頁）などを経て，原告適格が柔軟に解されるように

なってきた現在においても，同様である（例：福岡高裁平成20年９月８日判決　最高裁判

所ホームページ）。

　そのなかで，広島地裁平成21年10月１日判決（判時2060号３頁）は，古くから港町とし

て栄えた瀬戸内海の景勝地「鞆の浦」（広島県福山市）の埋立免許差止め訴訟において，①「鞆

の景観」利益を享受する地域住民について，公有水面埋立法３条３項の意見書を提出し得

る利害関係人にあたることなどを根拠に，差止め訴訟要件の「法律上の利益」を有すると

して，その原告適格を肯定し（行政事件訴訟法37条の４第３項），②埋立免許の要件の１つ，

公有水面埋立法４条１項１号「国土利用上適正且合理的なること」の適合性判断について，

瀬戸内海環境保全特別措置法などの法令が「鞆の景観」をできるだけ良好な状態で保全す

ることを国土利用上の行政目的としていることなどを根拠に，知事が免許を付与すること

は裁量権の範囲を超えるとして，その差止めを認めた（行政事件訴訟法37条の４第５項）。

これまでは，埋立てを前にして，原告適格といういわば厚い壁に阻まれていた地域住民に

対し，自ら権利を守る途を開いた画期的な判決である。

３　水面権利者の保護の不備

　前記のとおり，地域住民などは水面権利者ではないから埋立てについてその同意を必要

とせず，また，水面権利者であっても，埋立地に収用適格事業に当たる道路や港湾施設（土

地収用法３条）を建設する場合などには，その同意を必要としない。

　なお，免許を付与された事業者は，水面権利者の同意がないときは，埋立てによる損害

の補償や損害の防止施設を設けた後でなければ埋立工事に着手できない（８条）。この場合，

水面権利者は，補償や防止施設に関し，埋立事業者と協議し，あるいは裁定にあたる知事
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に対して意見書を提出することができる（６条，令８条ないし12条）。しかし，この手続

は，既に免許が付与された埋立てに関することであるから，埋立ての当否そのものについ

て，事業者と協議し，あるいは知事に意見書を提出する機会を水面権利者に保障するもの

ではない。

４　環境アセスメントの不備

　1973年の法改正により，前記のとおり，埋立免許の要件として環境保全について配慮す

べきことが加えられ（４条１項２号，３号），埋立事業者は，免許申請に当たり，「環境保

全に関し講じる措置を記載した図書」（規則３条１項８号）を願書に添付しなければなら

ないことになった。1972年の「各種公共事業に係る環境保全対策について」という閣議了

解を受けて，不十分ながら環境アセスメントの考え方を取り入れたものである。

　しかし，前記図書を審査するのは免許権者である知事であって，環境の影響を受けやす

い漁業者や地域住民が参加して構成する独立・公平な組織ではない。その上，前記のとお

り，環境に影響を与える規模の大きい埋立ては都道府県が行うことが多く，その場合，知

事は自ら行ったアセスメントを自ら審査するに等しく，適切な審査を期待することはでき

ない。

第４　結び

　このように，公有水面埋立法は，1973年の法改正によって埋立免許の要件として環境保

全に配慮すべきことを加えたが，手続及び内容において著しく不十分であった。公有水面

埋立法が埋立の促進法であるという基本的な性格は法改正後40年を経た現在も変わらな

い。

　埋立ては沿岸域の海岸や湿地を不可逆的に消滅させ，地域の生活環境を損ない，生態系

や生物多様性に致命的な打撃を与える。今や，公有水面埋立法は沿岸域の生物多様性や環

境の保全再生に資すべく抜本的な改正を求められている。
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第13節　補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
第１　法律の概要

１　全体の内容
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　補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律は，補助金の交付の申請，決定に関す

る事項をはじめ，補助金の予算の執行に関する基本的事項を規定するとともに，補助金の

交付の不正申請や不正な使用を防止し，補助金に関する予算執行等の適正化を図るために

制定されている。「補助金適正化法」，「適化法」などと略称される。

　本法律の制定趣旨は，制定時の衆議院における提案理由説明に端的に表現されている。

抜粋すると，「国の歳出予算は，国民から徴収された税金等貴重な財源でまかなわれており，

厘毛たりとも不正不当に支出されることは許されないものである。しかし，1953年度決算

検査報告では，不当事項として指摘された2200件余りのうち補助金の支出に関するものが

1200件余りあり，しかもその件数は年々増加している。不当事項の中には，事業費の過大

積算・不実積算，設計通りの施工をしない事例，甚だしいものでは，架空工事や二重申請

などもある。国の予算の約３割を占める補助金の予算執行の適正化を図ることは喫緊の要

請である。」とある（1955年７月19日衆議院大蔵委員会）。

　法文は全６章で構成されているが，特に第２章（５条から10条）では補助金等の交付の

申請及び決定に関する手続規定が置かれるとともに，第３章（11条から16条）及び第４章（17

条から21条）では補助事業等の遂行等及び補助金等の返還等と題して，補助事業者に対し

て補助金の交付の趣旨に沿った事業の維持及びそれに違反した場合の補助金返還を柱とし

た制裁に関する規定を整備している。

　なお，第６章（29条から33条）では罰則が設けられており，ことに29条は詐欺罪（刑法

246条）の特別法と解されている。

　以下，沿岸域の環境の保全と再生という本シンポジウムの趣旨に鑑み，第３章及び第４

章について概説する。

２　第３章（補助事業等の遂行等）の内容

　同章は６つの条文で構成されている。

　11条は，補助事業等の遂行義務に関して規定されており，補助事業者は，法令の定めに

従い，また補助金交付決定の内容や条件に従い，その他法令に基づく各省各庁の長の処分

に従い，善良な管理者の注意をもって補助事業を遂行する義務を課せられている。また，

補助金の交付の目的に反して他の用途へ使用してはならないとされている。

　12条は，補助事業者に対して各省各庁へ状況報告をすべき義務を定める。

　13条は，前記の状況報告その他により補助事業者が補助金の交付決定の内容や条件に従

って補助事業を遂行していないと認めるときは，遂行命令を発することができ（１項），

遂行命令に違反した場合は，一時停止命令をかけることができる（２項）と規定する。

　14条は，補助事業者に補助事業が完了したとき，補助事業の廃止の承認を受けたとき及

び各会計年度の終了時の実績報告を義務付ける。

　15条は，前記実績報告（及び必要に応じて行う現地調査等）に基づき，各省各庁の長は，

補助金の額の確定を行うことが定められ，16条は，実績報告に係る成果が交付決定の内容

や条件に適合しない場合の措置命令に関する条文である。
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３　第４章（補助金等の返還等）の内容

　同章は５つの条文で構成されている。

　17条は，補助金の交付決定の取消しに関する規定であり，補助事業者が補助金を他の用

途へ使用したとき，交付決定の内容や条件に違反したとき，法令や各省各庁の長の処分に

違反したときは，当該義務違反をもって交付決定を取り消すことができるとされている。

　なお，補助金の取消しは，17条による義務違反による交付決定の取消しのほか，10条に

も規定がある。10条による補助金の取消しは，交付決定後の事情変更により，しかも天変

地異等，事情変更が当事者の責めに帰することのできないものについてなされる。

　この２つの補助金の取消しは，効果が異なっており，10条による取消しは，その効果が

既往に遡及せず（10条１項ただし書き），しかも取消しの結果必要となった事務ないし事

業に対し，さらに補助金が交付される（同条３項）。一方，17条による取消しは，その効

果が既往に遡及され，その結果過去に遡って補助金の返還義務が生じ，しかも加算金（19

条１項）が付加される。また，義務違反の内容によっては罰則の対象となる。

　18条は，補助金の返還命令に関する事務規定を定めている。

　19条は，加算金及び延滞金に関する規定である。うち１項は加算金に関するものであり，

17条（義務違反）に基づく補助金の取消しの場合は，補助金の受領の日から納付の日まで，

年10.95％の割合による加算金を国に納付しなければならないとしている。また，２項は

延滞金に関するものであり，補助金の返還を命じられ，納期日までに納付しなかった場合

は，納期日の翌日から完納に至るまで，年10.95％の割合による延滞金を納付しなければ

ならないとしている。

　20条は，補助金の返還等を行わない事業者には，他の補助金の交付を一時停止したり，

相殺できる旨を定める規定，21条は，補助金の返還等には国税滞納処分の例により徴収す

ることができる規定である。

第２　本法律の問題点

１　本法律については，法律制定の趣旨説明で述べたように，当時の背景としては補助金

の不正受給が後を絶たず，その対策が喫緊であったことは否めないが，制定から50年以

上を経過し，現代の時勢に合わない面が多々あることは否めない。

　ことに，補助事業者に対する過重なまでの縛りが，その後の事業の必要性等の事業を

基礎付ける事情の変化等による機動的な事業の変更・廃止・転化を困難ならしめており，

一度事業に着手すると止まらないといわれる公共事業の負の側面を後押ししている。

２　沿岸域における開発等の事業において，事業着手後又は事業完成・供用後，当該事業

による自然破壊等の環境への悪影響が明らかになり，そのため事業を中止し，廃止し，

撤去しようとしても，本法律が壁となって中止等できないことは多々ある。ことに17条

は，既往の交付補助金の返還を求められることとされており，結局補助事業を中止すれ

ば，事業実施主体（市町村等）はそれまでの事業費を全額負担させられかねないことか
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ら，事業を止めようにも止められない状況に追い込まれるのである。

３　しかも，既往の補助金の返還だけならまだしも，その額に補助金の交付の日から年

10.95％の割合という，現代からすれば極めて高い利率による加算金を付加しなければ

ならない。遠い昔に完成した開発事業を見直し，施設を撤去しようとした場合，当該施

設が耐用年数内であれば，国は補助事業者に年10.95％の割合で計算した加算金を支払

わなければならないのである。

４　また，間接補助をめぐる制度も問題とされている。間接補助とは，国が補助事業者に

直接補助金を交付せず，例えば都道府県・市町村等に補助金を交付し，これら地方公共

団体から個人等に交付事務を託する制度である。間接補助の制度において，直接の補助

事業者が，補助金交付決定の内容や条件に違反した補助金の使用をした場合，国は間接

補助事業者（この場合，都道府県や市町村）に補助金の返還を請求することとなる。こ

のような体系は，結局国において事実上地方公共団体等の間接事業者を連帯保証人的な

立場に置くのと同様の効果をもたらし，過酷な結果をもたらしかねない。早急な見直し

をすべきである。

第14節　美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び
環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律（海岸
漂着物処理推進法）

第１　海岸漂着物の生態系等への影響の増大

　近年，近隣諸国の経済発展に伴い，日本の海岸とりわけ日本海・東シナ海沿岸への漂着

ゴミの問題が重大な社会問題となってきた。

　この海岸漂着ゴミの生態系への影響については，研究者によって以下の点が指摘されて

いる。

　①　投棄漁具等による魚類・鳥類等の絡まりによる怪我や死亡

　②　鳥類やウミガメ等の誤飲による，消化困難物質の消化管内蓄積による死亡

　③　海岸の植物・動物の生息域・生育地の被膜等による破壊

　④　生息地の化学汚染

第２　海岸漂着物処理推進法の制定

　このような問題の深刻化を受けて，2009年７月，NGO提案の議員立法として海岸漂着

物処理推進法が制定された。その立法の趣旨は次のとおりである。

　近年，国内外から大量の漂着物が我が国の海岸に漂着し，海岸環境の悪化，美しい浜辺

の喪失，海岸機能の低下，漁業への影響等が発生している。このような事態に対応するた

めに，①海岸漂着物等の円滑な処理と発生抑制，②多様な主体の適切な役割分担と連携の

確保，③国際的な協力の推進，の３点を対策の柱として議員立法で制定されたものである。
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第３　海岸漂着物処理推進法の概要

　まず，海岸漂着物の円滑な処理という点では，海岸法で定められた海岸管理者等（都道

府県または市町村の河川部局等）は，海岸漂着物の処理のために必要な処置を講じなけれ

ばならないとされた（法17条）。

　次に発生抑制の点では，国・地方公共団体に，海岸漂着物の発生状況の調査，市街地・

河川等でのごみ等の不法投棄の防止に努めるとされた（法22条，23条）。

　そして，国は海岸漂着物対策を推進するための基本的な方針を策定し，都道府県は，こ

の国の基本方針に沿って，地域計画を作成する。この地域計画には重点的に対策を講ずる

区域，対策の内容・関係者の役割分担を盛りこむ（法14条他）。

第４　評価と課題

　この法律は，市民運動を背景にした議員立法として制定されたものであり，立法を求め

た市民団体などからは，対象が海岸に漂着するゴミに限定されているという問題点はある

ものの，改善に向けた大きな一歩であると評価されている。

　また，東日本大震災による海外への大量の海岸漂着物の対策も課題となっている。本法

の「国際協力の推進」の条項によれば，「我が国から周辺国の海岸に漂着する物もあるこ

とにかんがみ，海岸漂着物に関する問題が我が国および周辺国にとって共通の課題である

との認識に立って，その解決に向けた国際協力の推進が図られるよう十分配慮されなけれ

ばならない。」とされている（８条）。

参考文献

清野聡子「海の漂流・漂着ゴミの生態系や地域社会への影響」（「科学」2012年４月号）

第15節　我が国の自然保護法制と沿岸域保全の問題点
　本節では我が国の自然保護，生物多様性保全に関する法として自然環境保全法，自然公

園法，種の保存法，鳥獣保護法を取り上げ，それらの法制度において沿岸域・海洋の保全

がどのように講じられているかを概観するとともに，これらの法律では沿岸域，海洋の保

全が極めて不十分であることを明らかにする。

第１　自然環境保全法

１　法の概要

　1972年に制定された自然環境保全法は，後に述べる自然公園制度とは別に，原生の状態

が残っているなど自然性の高い地域や，希少かつ貴重，脆弱かつ再生困難で学術的価値の

高い動植物が生息している自然地域の保全を目的とする法律である。

　この法律は，自然保護における面的な保護，すなわち，一定の場所的な空間を保護区に

指定するための制度として，「原生自然環境保全地域」（14条），「自然環境保全地域」（22条），
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「都道府県自然環境保全地域」（45条）の３種類の保護地域を設けており，指定地域内では

「土地の形質の変更」や「竹木の伐採」等が規制される。「自然環境保全地域」内に「海域

特別地区」を指定することができるとされている（27条１項）。「海域特別地区」は，海底・

海中に生息するサンゴ等を含む優れた海中の生態系を保護する必要がある海域をいい，海

底の形質を変更する行為を行うときには環境大臣の許可が必要とされる（27条３項）。

２　進まぬ地域指定

　「原生自然環境保全地域」に指定されているのは南硫黄島，屋久島，大井川源流部，十

勝川源流部，遠音別岳の５地域で合計5631haにすぎない。「自然環境保全地域」は早池峰，

利根川源流などの10地域で指定されているが，その面積は２万1593haであり，1992年の

白神山地の指定以降，新規の指定はない。

　同法３条において「関係者の所有権その他財産権を尊重するとともに，国土の保全その

他の国益との調整に留意しなければならない」という，いわゆる財産権尊重条項が置かれ

ているだけでなく，「自然環境保全地域」の指定のためには関係都道府県の意見を聴かな

ければならない（14条２項，22条３項）とされている。同地域に指定されても地元自治体

には観光客の増加等のメリットがないため，一般的には地元自治体に歓迎されず，環境省

も指定地域の拡大に全く熱心ではない。

　「海域特別地区」は，沖縄県西表島の崎山湾にわずか128haが指定されているだけである。

「都道府県自然環境保全地域」では海域の指定はない。この程度の指定状況では，同法は

沿岸域，海洋の保全に対しては，無力というほかはない。

　2007年，2011年の生物多様性国家戦略においても，環境省は「原生自然環境保全地域」「自

然環境保全地域」の拡張を施策の目標に掲げているが，新たな指定が行われていないこと

は上記のとおりである。2011年の国家戦略では新たな海域特別地区の指定も目標に掲げて

いるが，これも進んでいない。目標は空文と化している。環境省は陸域，海域を問わず，

地域指定の積極的な拡大を行うべきである。

第２　自然公園法

１　法の概要

　自然公園法は，1957年に国立公園法を改正して成立した。この法律は優れた自然の風景

地の保護と利用により国民の保健，休養に資することを目的とし（１条），環境大臣が国

立公園を指定し，関係都道府県の申出により環境大臣が国定公園を指定し（５条），都道

府県は条例の定めるところにより都道府県立自然公園の指定ができる（72条）ものとされ

ている。2002年には改正が行われ，１条の目的に「生物の多様性の確保に寄与すること」

が付加された。

２　自然公園の指定

　2012年４月１日現在，国立公園は30か所，約209万ha，国定公園は56か所，約136万ha，

都道府県立自然公園は315か所，約319万haが指定されており，全国土面積の14.37％を占
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めている。

　自然公園は自然公園選定要領の基準に基づいて選定される。選定要領は第一の要件とし

て「我が国の風景を代表するとともに世界的にも傑出した自然の風景（国立公園）」として，

その重要な要素に「風景」を挙げる。このように自然公園は観光地として，第一に優れた

景観を有することが優先されるのである。野生動物，生物多様性は景観の一要素ととらえ

られているにすぎない。そして，「自然公園候補地への到達の利便又はその収容力よりみ

て大人数の利用に適していること」，すなわち観光地としての利便性が求められる。

　また，同要領は「水力電気，農林業等各種産業開発による景観破壊のおそれが少ないこ

と」を要件として挙げる。産業開発が自然公園の指定に優先するのである。

　諸外国の国立公園では，国有地の上に設定されて，国が国立公園のためだけに管理して

おり，他の土地利用との調整が不要であるという例が多い。それに対して，我が国の自然

公園はその区域内に国有地，公有地，民有地を含み，土地利用の調整が不可欠であるため，

公園内での自然破壊を伴う開発行為を防ぐことができない。国立公園では25.7％が，国定

公園では39.7％が私有地である。

　４条にはいわゆる財産権尊重条項が置かれており，一般に土地所有者は土地の利用規制

を嫌うため，保護が進まない。

３　自然公園の地域区分

　国立公園・国定公園には特別地域（20条）又は海域公園地区（22条）を指定することで

き，それ以外は普通地域とされる（33条）。特別地域内には更に規制の強い特別保護地区

を指定することができる（21条）。特別保護地区は一番強い規制がなされ，工作物の設置

のみならず，木材の伐採，動植物の採取などの行為が規制される。特別保護地区以外の特

別地域は，施行規則９条の２によって，規制の強い順に，第一種，第二種，第三種に分け

られる。第三種地域では通常の農林業は規制されない。

　普通地域においては，禁止事項は規定されておらず，一定の行為について環境大臣，都

道府県知事に対する届出が規定されているだけである（33条１項）。

　特別保護地区の割合は13.3％にすぎないのに対して普通地域は28.0％にも及ぶ。

　これらの地域指定は風致の維持（自然公園法20条１項，特別地区の指定），景観の維持

（同法21条１項，特別保護地区の指定）のためになされるのであって，必ずしも生物多様性，

生態系保全の観点からなされるわけではない。したがって，人目に触れる観光道路沿い数

十ｍ幅の森林が厳しい規制のもとで保全され，道路から離れた人目に触れない奥地では緩

い規制のもとで伐採が行われるといった，生物多様性，生態系保全の観点からみれば逆転

とも思える指定がなされているところもある。

４　自然公園法における海域保護の問題点

　海域においては海域公園地区（特別保護地区と同等の規制）と普通地域のみの指定が可

能である。国立公園内の海域公園地区は，2012年４月１日現在，68地区，110か所が指定

されているが，その面積は１万5772haにすぎない。2011年５月現在，国立公園に指定さ
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れた海域は144万1400haであるところ，海域公園地区は僅かに１万5773haにすぎない（日

本自然保護協会　「日本の海洋保護区のあり方」　日本自然保護協会報告書99号15頁）。国

立公園の海域に占める海域公園地区の割合は1.1％にとどまり，98.9％は普通地域である。

普通地域内においては埋立て，干拓ですら，環境大臣への届け出のみによって可能である。

中国電力上関原発予定地は瀬戸内海国立公園に属しており，希少種の多く生息する海域で

ありながら，普通地域にすぎないため，埋立てが計画されており，海域の環境保護の観点

からも強い批判を浴びている。

　国立公園の区域の指定の際には環境大臣が関係都道府県の意見を聴いて指定することに

なっている（５条１項）。都道府県の同意までは要求されていないにもかかわらず，実際

には地元自治体の強い反対があれば，環境大臣は指定を行わない運用がなされている。ま

た海域公園地区は，環境大臣が公園計画に基づいて指定する（22条１項）ことになってい

るが，公園計画の作成の際には関係都道府県の意見を聴く（７条１項）こととなっており，

これも地元自治体の反対があれば指定がされない。

　「生態系ごとに見ると，サンゴ礁の42.9％，海草藻場の44.8％が国立国定公園に含まれて

いるが，海域公園地区に入っているのは，サンゴ礁の1.7％，海草藻場の0.2％にすぎない。

また干潟に関しては，その7.3％しか国立国定公園に含まれていない。海域公園地区はゼ

ロに近い」との指摘もある（前掲「日本の海洋保護区のあり方」12頁）。

　干潟は埋立て等，開発の対象となりやすいため，開発を期待する地元の同意が得られな

いということも，干潟の自然公園指定が進まない理由であろう。

　「都道府県の意見を聴く」という条項を「都道府県の同意」と読み替える，現在の運用

は問題が多い。保全が是非とも求められる地域については，都道府県の同意がなくとも積

極的に指定する必要がある。

第３　絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（種の保存法）

１　法の概要

　種の保存法は1992年に制定された。同年の地球サミットにおいて生物多様性条約の採択

が確実になったことから，その国内における対策として，制定された。

　「野生動植物が生態系の重要な構成要素であるだけでなく，自然環境の重要な一部とし

て人類の豊かな生活に欠かすことのできない」ものとして，「絶滅のおそれのある野生動

植物の種の保存を図ることにより良好な自然環境を保全」することを目的とする（１条）。

　保護の対象となる種は「希少野生動植物種」と呼ばれ，政令で指定される（「希少野生

動植物種」には「国内希少野生動植物種」と「国際希少野生動植物種」があるが，本項で

は「国内希少野生動植物種」について論ずる。）。希少野生動植物種に指定されると捕獲，

譲渡が規制される（９，12条）。さらに，環境大臣は希少野生動植物種の保存のために必

要があると認めるときは，その生息地及びこれと一体的に保護を図る必要がある区域を「生

息地等保護区」に指定できるとされる（36条）。
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２　進まぬ指定

　環境省が絶滅のおそれのある種としてレッドリストに掲載している動植物種は，2007年

８月現在で3155種に及ぶにも関わらず，同法による希少野生動植物種の指定はわずか73種

にとどまり，しかも2004年以降，新たな指定がなされていない。生息地等保護区に至って

は，わずか９か所，885haにとどまっている。最後の指定は2006年である。

　同法においても，やはり財産権尊重条項が置かれ（３条）ているだけでなく，生息地等

保護区の指定に当たっては，環境大臣に関係行政機関，関係地方公共団体との協議が義務

付けられており（36条３項），指定地域の拡大を阻んでいる。

　種の指定も生息地等保護区の指定も進まない現状においては，同法は，野生生物及び生

態系の保全においてほとんど機能していないといわざるを得ない。

３　海洋生態系保護における問題点

　国内希少野生動植物種の中に海洋生物はいない。したがって，生息地等保護区も海域の

指定はない。

　それだけでなく，環境省のレッドデータの中に，海洋生物はほとんど掲載されていない。

水産庁が1998年に「日本の希少な野生水生生物に関するデータブック」を公表しているが

環境省版のレッドデータに掲載されていない海洋生物もここに掲載されている。沖縄本島

周辺海域に生息し，絶滅が危惧されているジュゴンも，環境省版では2007年版に初めて掲

載されるようになった。クジラ類は環境省版には全く掲載されていない。

　水産庁は「水産資源の適切な保存及び管理，水産物の安定供給の確保，水産業の発展並

びに漁業者の福祉の増進を図ることを任務とする」（農林水産省設置法37条）官庁であり，

水産資源としての海洋生物の保全，管理はその任務に含まれるが，生物多様性保全はその

任務の範囲外である。そればかりか生態系は陸域と海域が相互に関連して成り立っており，

それぞれ陸域は環境省，海域は水産庁と別個に区分けしては充分な保全はできない。陸域，

海域の一体的な保全を可能にするためにも，希少種，生物多様性の保全に関する主務官庁

を環境省に一元化すべきである。

　なお，環境省も，2012年度から海の生物に関するレッドデータを作成しようとしている。

海の生物に対する同省の積極的な関与と，同法による保護が期待される。

第４　鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（鳥獣保護法）

１　法の概要

　狩猟法を沿革とする法律であり，狩猟資源の枯渇を防ぎ，農林業への被害を防止するた

めの法律という性格が強かったが，1999年に特定鳥獣保護管理計画制度が創設され，2002

年の改正で１条の法の目的に「生物多様性の確保」が盛り込まれ，鳥獣の保護及び管理の

根拠法令となった。

　環境大臣又は知事は鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは鳥獣保護区を

指定でき（28条１項），鳥獣保護区内で鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図るため特
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に必要があるときは特別保護地区を指定できる（29条１項）。鳥獣保護区内では狩猟が禁

止されるだけであるが，特別保護地区内では埋立て，干拓，樹木の伐採，工作物の設置が

禁止され，これらの行為を行うには環境大臣，知事の許可が必要とされる（29条７項）。

２　海洋生態系保護に関する問題点

　同法に言う鳥獣は，２条により，鳥類又は哺乳類に属する野生動物と定義されているが，

一方で，他の法令により捕獲等について適切な管理がなされている鳥獣であって環境省令

で定めるものについては適用除外とされている（80条）。他の法令とは漁業法，水産資源

保護法などの水産関係の法律を念頭に置いており，鳥獣保護法施行規則78条２項は，ジュ

ゴン，ニホンアシカ，５種のアザラシの計７種以外の海棲哺乳類を全て，同法の適用外と

している。ここでも，海洋生物に関する環境省と水産庁との間の，理解に苦しむ縦割り行

政が行われている。上記第３でも述べたように，海棲哺乳類も全て環境省の所管として，

一元的に保護，管理を行うべきである。

　生態系の保護に役立つのは特別保護地区の制度である。しかし，その指定のためには農

林水産大臣との協議，関係地方公共団体からの意見聴取が義務付けられており（29条４項），

地元自治体が強く反対する場合は，指定が不可能である。

　一方で特別保護地区は，自然公園以外の地域で，開発を規制した自然保護区域を設定し

ようとする場合に，非常に使いやすいツールとなっているという側面もある。

　我が国はラムサール条約登録湿地を国内法による保全措置が取られている湿地に限定す

るという方針を有しているが，自然公園外にある湿地を登録しようとするときは，同法に

よる特別保護地区内の指定を行うことが多い。2012年７月現在でラムサール条約に登録さ

れている干潟は谷津干潟，藤前干潟，荒尾干潟，漫湖，与那覇湾，名蔵アンパルの６か所

であるが，全て登録の前提として同法による特別保護地区の指定がなされている。

　前記第２の４で述べたように自然公園法による干潟の保全が不十分である反面，特別保

護地区の指定によって干潟の保全が図られているという実態がある。
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第２章　国際条約－国際社会は，沿岸域の保全・再生をどう位置付
けてきたか－

第１　海洋及び沿岸域ないし自然環境の保護に関する国際社会の取組の沿革

１　海洋とりわけ沿岸域の保護に関する各国の歴史は古く，日本でも，既に日本書紀の中

に，禁漁区の記載があり，一種の海洋保護区（marine protected area）（以下「MPA」

という。）が設けられていたことが分かっている。諸外国でも，海洋公園，海洋リザーブ，

生態系リザーブ，サンクチュアリー，禁漁区など，様々な名称のMPAが存在していた。

　しかしながら，伝統的な国際海洋秩序は，「航行の自由」と「漁業の自由」を基本内

容とするいわゆる「海洋自由の原則」が支配的であった。そのため，国際社会が，海洋

及び沿岸域の保護を国際社会の共通課題として認識したのは，自然環境の保護が地球規

模での焦眉の課題として認識されるようになった1970年代以降のことである。

２　自然環境の保護に関する国際社会の取組

⑴　形成期（1940年代まで）

　国際環境，特に，自然環境の保全に関する多数国間あるいは二国間の条約は，ヨーロ

ッパ諸国においては，既に19世紀後半から，渡り鳥の保護をはじめとして，野生動植物

の種を保護するために作成されていた。ことに，ヨーロッパ諸国は，アフリカと植民地

を通じて深い関わりがあったため，1900年には，アフリカの野生動植物の種の保護に関

する条約が作成されている。その後，1933年には自然状態における動植物保護に関する

条約，1940年には西半球自然・野生生物保護条約，1946年には，国際捕鯨取締条約が作

成されている。これらの条約は，商業的に価値ある種を含む特定の野生動植物の種に対

する直接的な保護規定に加えて，必要な保護の程度によるグループ分けに基づき，それ

ぞれに属する種の輸出許可または取引規制に関する規定も置かれていた。

⑵　発展期（1950年代から1970年代）

　1950年代から1970年代にかけて，平和目的の原子力活動や宇宙活動のように，高度に

危険な活動がもたらす環境損害及び酸性雨のような長距離越境汚染という新しいタイプ

の環境損害が出現するようになった。また，特に，1960年以降，先進諸国における原生

自然環境の消失が進み，先進諸国都市住民の自然願望が強まった。それに，先進諸国都

市部における所得の増大が背景として加わって，珍しい野生動植物の利用を増大させ，

そのため，多くの野生生物種が，人間活動によって直接捕獲され，あるいは，生息地を

追われることによって，絶滅しあるいは絶滅の危機に瀕することとなり，自然環境の保

全及び野生生物の保護の必要が認識されるようになった。

　そこで，国際社会は，1972年，国連人間環境会議（ストックホルム）において，人間

環境宣言を採択し，地球環境問題に積極的に取り組む姿勢を初めて明確にするとともに，

「環境」に対する国家の責任を強化した。

　また，この時期，「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）（1971年），「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」（世界遺産
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条約）（1972年），「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保全に関する条約」（ワシント

ン条約）（1973年），「移動性野生動物種の保全に関する条約」（ボン条約）（1979年）（日

本は未批准），国際熱帯木材協定（1983年）など，絶滅のおそれがある等の特定の野生

生物種の保護を目的とした多くの多国間あるいは二国間の条約が採択された。

⑶　地球環境保護の新時代（1980年代以降）

　1980年代に入ると，国家領域を越えた場所にある地球環境（海洋，大気，オゾン層，

南極など）の保護を目的とする環境関連の多数国条約が締結され，地球環境に与える悪

影響を未然に防止すべき義務が明確にされた。1982年に採択された「海洋法に関する国

際連合条約」（以下「国連海洋法条約」という。）は，全ての国家に対して海洋環境の保

全を普遍的義務として定め，また，海洋を総体として単一の系として把握する総合的

アプローチを採用した。他の条約においても，地球環境は，人類全体の共有物（global 

common）であり，条約に基づく汚染防止等の義務は，もはや他国に対する義務ではなく，

国際社会全体に対する普遍的な義務の性格をもつと認識されるようになっていった（南

極条約環境保護議定書前文（1991年），気候変動枠組み条約前文，３条１（1992年）等）。

　また，1980年代以降，いわゆる発展途上国における経済活動の飛躍的発展と世界人口

の急増に伴い，国際社会は，地球環境の保護が地球規模での焦眉の課題であることを

認識するとともに，それが，南北問題の解決と密接不可分な関係にあることも認識し，

新たな課題に直面している。1984年に国連に設置された「環境と開発に関する世界委

員会」（WCED=World Commission on Environment and Development）は，約４年間

にわたる８回の会合の後にまとめた報告書「我ら共通の未来のために（Our Common 

Future）」（1987年）において，環境は，我々人間が住む場所であり，開発はその中で

われわれの生活を良くするための努力であって，環境と開発は密接不可分の関係にある

ことを明らかにした。環境保護と経済発展の両立をいかにして実現するか，この1980年

代の課題は，今日に至るまで，越境環境損害のレベルを越えて，地域的および地球的規

模の環境保護とかかわる複雑多様な諸問題として顕在化してきている。

　こうした流れの中で1992年６月にリオ・デ・ジャネイロ（ブラジル）で開催された「環

境と開発に関する国際連合会議」（UNCED）（いわゆる「地球サミット（1992年）」）は，

世界172か国（ほぼ全ての国際連合加盟国）の代表が参加した他，国際連合の招集を受

けた世界各国の産業団体，市民団体などの非政府組織（NGO）が参加し，のべ４万人

を越える人々が集う国際連合の史上最大規模の会議となり，世界的に大きな影響を与え

た。

　同会議の成果としては，持続可能な開発に向けた地球規模での新たなパートナーシッ

プの構築に向けた「環境と開発に関するリオ・デ・ジャネイロ宣言」（いわゆる「リオ宣言」）

と，この宣言の諸原則を実施するための行動計画である「アジェンダ21」を採択し，21

世紀に向けて地球環境を健全に保全するための国家と個人の行動原則を示したこと，ま

た，森林問題について初めての世界的合意である「森林に関する原則声明（森林原則声
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明）」を採択したこと，さらに，地球サミット（1992年）直前に採択された「気候変動

に関する国際連合枠組条約」（気候変動枠組条約）と，「生物の多様性に関する条約」（生

物多様性条約）について採択署名が開始されたことである。これらは，南北問題の解消

をも目標とする地球環境保護のための枠組み条約であり，持続可能な開発を実現するた

めに各国が連帯して取り組むべき課題を明らかにしたといえる。地球サミット（1992年）

を受けて，国際連合の経済社会理事会の下に「持続可能な開発委員会」（CSD）が設置

され，また，2002年には「持続可能な開発に関する世界首脳会議」（環境開発サミット，

ヨハネスブルグ・サミット）が開催され，さらに，2012年６月には「国連持続可能な開

発会議（リオ＋20，地球サミット2012）」が開催されるなど，持続可能な開発のための

国際社会の協力が続けられている。

第２　主な国際条約等の概要

　第１で紹介したもののうち，海洋及び沿岸域の保護に関係し，特筆すべきものを紹介す

る。ただし，地球サミットの成果については，特に重要であるので，第３において後述する。

１　ストックホルム人間環境宣言（1972年）

　1972年国連人間環境会議（ストックホルム会議）において「人間環境宣言」が採択された。

その背景には，1960年代の後半に，地球生態系の危機が国際的に認識されるようになった

ことがある。同宣言によって，国際社会は環境問題に積極的に取り組む姿勢を明確にした。

同宣言は，現在でも，国際環境法の基本文書であり，1992年の地球サミットにおける「リ

オ宣言」，2002年の地球サミットにおける「ヨハネスブルグ宣言」などにも再録されている。

　ストックホルム人間環境宣言は，領域管理責任について，従来より保護法益，保護地域

及び活動対象を拡大した点で注目に値する。すなわち，既存の慣習国際法のもとでは，領

域管理責任は，「自国内の活動が他国の環境や財産に対して損害を与えないように管理す

る責任」として理解されてきた。しかし，同宣言は，「基本原則（21）」において，「自国

の管轄権内又は支配下の活動が他国の環境又は国家の管轄権の範囲を越えた地域の環境に

損害を与えないよう措置する責任」と規定して，保護法益及び保護地域を，他国の一般的

抽象的な利益および国際公海における地球環境にまで拡大し，また，責任を負う活動の範

囲についても，領域内の活動に留まらず領域外であっても自国の管理下にある船舶，航空

機，宇宙物体などの活動について管理責任が及ぶことを明確にした。

　なお，海洋及び沿岸域の保護に関しては，同宣言は，科学技術の進展に伴って大規模化・

深刻化していった海難事故などを踏まえ，「各国は，人間の健康に危険をもたらし，生物

資源と海洋生物に害を与え，海洋の快適な環境を損ない，海洋の正当な利用を妨げるよう

な物質による海洋の汚染を防止するため，あらゆる可能な措置をとらなければならない。」

（基本原則⑺「海洋汚染の防止」）と規定している。

２　「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）

（1971年）
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⑴　概要

　湿原又は渡り鳥保護のための条約

と間違えられることも多いが，湿地

に関する条約である。水鳥を食物連

鎖の頂点とする湿地の生態系を守る

目的で，1971年２月２日に採択され，

1975年12月21日に発効した。2012年

７月現在，締約国数162か国，登録

湿地数2044か所，登録湿地の総面積

は１億9351万117haとなっている。

⑵　湿地の保護の重要性について

　登録の対象は「湿地（Wetlands）」である。湿地は，生命のゆりかごといわれるように，

地球上の生物の誕生と成長の場である。また，世界の文明発祥地に見られるように，人

類も湿地の周りに生活し，その文化を発展させてきた。

　湿地には，多数の渡り鳥が飛来する。日本は温帯に位置しており，しかも南北に長い

島嶼国であるため，四季を通じて様々な渡り鳥が飛来している。日本で見られる550種

を超える野鳥の６割以上が渡り鳥である。この渡り鳥を介して日本国内の湿地は，外国

の湿地と相互につながっている。このように，ある国がローカルな湿地をどのように保

全し利用するかは他の国にも影響を及ぼすグローバルな問題である。

　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，更には水が滞っているか流れているか，

淡水であるか汽水であるか鹹水（海水）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６メートルを超えない海域を含む。」（１条）

⑶　締約国の義務と湿地保全の効果について

　①　賢明な利用（wise use）

　本条約の特色は，湿地そのものを保全することと湿地及びその資源や機能の「賢明

な利用」を目的としていることである。

　ここでいう「賢明な利用」とは，「生態系の自然特性を変化させないような方法で

人間のために湿地を持続可能なように利用することである。そして，「持続可能な利用」

とは，将来の世代の需要と期待に対して，湿地が対応しうる可能性を維持しつつ，現

在の世代の人間に対して湿地が継続的に最大の利益を生産できるように湿地を利用す

ることである。さらに，「生態系の自然特性」とは，例えば，土壌，水，植物，動物

および栄養物のような，物理的，生物学的または科学的な構成要素ならびにそれらの

相互関係のことである。」（締約国会議勧告3.3付属書（1987年））。なお，アメリカ合

衆国においては，「wise use」は，「経済的に有用な利用」という別の意味で用いられ

ることがある。そのため，締約国会議決議5.6付属書には，「賢明な利用」に関し，「近年，

ラムサール条約COP11　全体会　於ブカレスト（ル
ーマニア）
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北アメリカに広がっている『賢明な利用運動（wise use movement）』とは，全く別

個に確立し発展してきている，同一の語句が用いられていても，語彙又は目的におい

て共通性があることを意味しているわけではない。」との注意書きが付されている。

　②　本条約の下では，定義に含まれる湿地のうち，国際的に重要なものは締約国の指定

に基づいて登録簿に掲載される。なお，各締約国は，条約加入に際して最低１か所以

上の湿地を指定しなければならない。締約国は，指定地の保全と賢明な利用のための

措置を取らなければならず，また自国内の湿地の変化又は保全計画の変更について事

務局に通報しなければならない。さらに，登録されているか否かに関わらず，自国内

の全ての湿地について自然保護区の設置などを通じて，湿地と水鳥の保全を図らなけ

ればならない。湿地の破壊が進んでいる場合には，その復元も求められている。

⑷　我が国の海洋沿岸域湿地の登録状況等について

　①　登録湿地について

　湿地は，海洋沿岸域湿地，内陸湿地，人工湿地に分類され，さらに，その中で細か

く分類されている。このうち，海洋沿岸域湿地についてみれば，以下のとおりである。

Ａ：低潮時に６ｍより浅い永久的な浅海域。湾や海峡を含む。

Ｂ：海洋の潮下帯域。海藻や海草の藻場，熱帯性海洋草原を含む。

Ｃ：サンゴ礁。

Ｄ：海域の岩礁。沖合の岩礁性島，海崖を含む。

Ｅ：砂，礫，中礫海岸。砂州，砂嘴，砂礫性島，砂丘系を含む。

Ｆ：河口域。河口の永久的な水域とデルタの河口域。

Ｇ：潮間帯の泥質，砂質，塩性干潟。

Ｈ：潮間帯湿地。塩性湿地，塩水草原，塩性沼沢地，塩性高層湿原，潮汐汽水沼沢地，

　　干潮淡水沼沢地を含む。

Ｉ：潮間帯森林湿地。マングローブ林，ニッパヤシ湿地林，潮汐淡水湿地林を含む。

Ｊ：沿岸域汽水／塩水礁湖。淡水デルタ礁湖を含む。

Ｋ：沿岸域淡水潟。三角州の淡水潟を含む。

　日本の海洋沿岸域湿地では，野付半島・野付湾（北海道・2005年），佐潟（新潟県・

1996年），谷津干潟（千葉県・1993年），藤前干潟（愛知県・2002年），串本沿岸海域（串

本海中公園周辺）（和歌山県・2005年），宮島の海岸部の一部（広島県・2012年），中

海（鳥取県，島根県・2005年），荒尾干潟（熊本県・2012年），屋久島永田浜（鹿児島県・

2005年），慶良間諸島海域）・名蔵アンパル（沖縄県・2005年），与那覇湾（同・2012年）

などが登録されている。

　②　そして，当該湿地等を国指定鳥獣保護区の特別保護地区（鳥獣保護法）や生息地等

保護区の管理区域（種の保存法），国立公園・国定公園の特別地域（自然公園法）に



－206－

第２編　我が国の法制度と問題点

指定し，法令に基づいた保護・管理を行っている。

３　世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約（世界遺産条約）（1972年）

⑴　概要

　文化遺産及び自然遺産を人類全体のための世界の遺産として損傷，破壊等の脅威か

ら保護し，保存するための国際的な協力及び援助の体制を確立することを目的として，

1972年11月16日第17回ユネスコ総会において採択され，1975年12月17日に発効した。

2012年７月現在締約国数195か国となっている。我が国については，1992年９月30日発

効した。

⑵　締約国の義務と指定の効果

　保護ないし保存の対象は，文化遺産（歴史上，学術上，芸術上，顕著な普遍的価値を

有するもの）及び自然遺産（鑑賞上，学術上，景観上，保存上，顕著な普遍的価値を有

するもの）である。

　締約国の指定に基づいて，世界遺産委員会は世界遺産リストに登録する遺産を選定し，

またそのリストのうちから特に緊急行動を要するもののリストを作成する。この緊急リ

ストに登録されている遺産に対しては，締約国の拠出による世界遺産基金を活用して必

要な修復及び復元のための国際援助活動が行われる。締約国には，全人類に普遍的な価

値を持つ遺産の保護・保存における国際的援助体制の確立及び将来の世代への伝達を義

務付けている。また，世界遺産リストの作成や登録された遺産保護支援を行う世界遺産

委員会の設置や，締約国からの拠出金や贈与などを資金とした世界遺産基金の設立を明

記している。

　本条約は，海洋及び沿岸域の保護との関係では，特に，自然遺産登録が重要である。

⑶　登録遺産

　世界では，合計962件（2012年３月現在）が登録されている。内訳は，文化遺産745件

（万里の長城（中国），アンコール（カンボジア）等），自然遺産188件（グランドキャニ

オン国立公園（米国），グレート・バリア・リーフ（オーストラリア）等），複合遺産28

件（マチュピチュの歴史保護区（ペルー），ギョレメ国立公園とカッパドキアの岩窟群（ト

ルコ）等）である。

　我が国では，文化遺産10件，自然遺産４件が登録されている。このうち，海洋沿岸域

の保全に資するものは，屋久島（鹿児島県・1993年12月），知床（北海道・2005年７月），

小笠原諸島（東京都特別区・2011年６月）が登録されている。

４　「移動性野生動物種の保全に関する条約（ボン条約）（1979年）

⑴　概要

　移動性の動物の保護を目的とした条約である。国連環境計画（UNEP）の後援の下，

1979年にドイツのボンで採択され，1983年11月に発効した。条約採択地から通称「ボン

条約」と呼ばれている。渡り鳥のほか，トナカイ，クジラ，ウミガメ，昆虫類などの移

動性動物の種と生息地の保護について，研究調査や保全のための国際的なガイドライン
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を取り決めている。さらに，絶滅のおそれのある移動性の種を附属書Ⅰに，国際協定の

対象となる移動性の種を附属書Ⅱにそれぞれ掲載して，移動を確保するための生息地の

保全・回復や外来種の制御などを加盟国に求めている。2012年６月現在の加盟国数は

117である。

　加盟国は，絶滅のおそれのある移動性動物種の厳格な保護，移動性動物種の保護と管

理に関する多国間協定の締結，共同研究活動によって移動性動物種とその生息地を保護

するための活動などを行っている。

⑵　日本は，クジラ類も保護の対象になっているのが主な理由で，未加盟である。

５　海洋法に関する国際連合条約（国連海洋法条約）（1982年）

⑴　概要

　海洋を人類の共有財産とし，資源開発などの権利に加え，平和利用や環境保全などの

義務を規定する。1967年の第二次国連海洋法会議でマルタ共和国の国連大使パルドー博

士が提唱し，1982年のジャマイカのモンテゴ・ベイの第三次国際連合海洋法会議で作成

され，国連総会で採択され，1994年11月16日に発効した。日本は1983年に署名し，1996

年に94番目の批准国となった。2012年７月現在，批准国は161である。

　基本思想は「海は全人類のものであり国家は海洋に関して人類に対する義務を有する」

というもので，本条約は，12海里の領海，国際海峡，200海里の排他的経済水域，その

外側の公海を規定し，大陸棚の限界，閉鎖海，深海底，海洋環境の保護，海洋の科学的

調査，紛争の手続も含む包括的内容で世界の海の憲法と呼ばれている。また，本条約に

基づき，国際海洋法裁判所が設置されている。

⑵　海洋環境の保護及び保全

　本条約は，全ての国家に対して海洋環境の保全を普遍的義務として定め，また，海洋

を総体として単一の系として把握する総合的アプローチを採用した。すなわち，「第12

部　海洋環境の保護及び保全」（192条以下）において，「海洋環境の汚染を防止し，軽

減し及び規制するための措置」（194条），「損害若しくは危険を移転させ又は一の類型の

汚染を他の類型の汚染に変えない義務」（195条）などの総則規定をおくほか，「監視及

び環境評価」（第４節　204条ないし206条），「海洋環境の汚染を防止し，軽減し及び規

制するための国際的規則及び国内法」（第５節　207条ないし212条），「執行」（第６節　

213条ないし222条）などの規定をおいている。

　これらの規定によって，本条約は，それまでの伝統的な海洋秩序を揺るがす多くのあ

らたな枠組みを作り出した。

第３　地球サミット（1992年）の成果

１　地球サミット（1992年）では，先述したように，「リオ宣言」「アジェンダ21」「森林

原則声明」の採択，「気候変動枠組条約」「生物多様性条約」の署名開始など，環境問題

のさらなる国際協働に向けて多くの成果があった。このうち，海洋及び沿岸域の保全・
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再生に深く関連する内容をもつ「リオ宣言」「アジェンダ21」「生物多様性条約」につい

て，紹介する。

２　リオ宣言

　人類共通の未来のために地球を良好な状況に確保することを目指し，人と国家との相互

間の関係を規定する行動の基本原則の集大成である。それまでともすれば対立概念であっ

た環境と開発を不可分なものとして統合する「持続可能な開発」原則の採択を宣言した。

本宣言は，本宣言がストックホルム宣言（1972年）を再確認するとともにその発展を目指

すものであること及び「われらの住まいである地球が不可分なものであり相互に依存する

こと」を国際社会が再認識したこと等を示す序文及び開発の権利の世代間公平（第３原則），

環境保護が開発過程の不可欠な要素であること（第４原則），貧困の撲滅が持続可能な開

発にとって不可欠な要求であること（第５原則），開発途上国への配慮（第６原則），全地

球的な協力と各国とりわけ先進諸国の「共通だが差異のある責任」（第７原則），市民参加（第

10原則），予防原則（第15原則），環境影響評価（第17原則）などのグローバルないしロー

カルな環境施策の計画及び実行に関し重要な27の原則から成る。

リオ宣言（和訳）（抜粋）

【第１原則】

　人類は，持続可能な開発への関心の中心にある。人類は，自然と調和しつつ健

康で生産的な生活を送る資格を有する。

【第３原則】

　開発の権利は，現在及び将来の世代の開発及び環境上の必要性を公平に充たす

ことができるよう行使されなければならない。

【第４原則】

　持続可能な開発を達成するため，環境保護は，開発過程の不可分の部分となら

なければならず，それから分離しては考えられないものである。

【第５原則】

　すべての国及びすべての国民は，生活水準の格差を減少し，世界の大部分の人々

の必要性をより良く充たすため，持続可能な開発に必要不可欠なものとして，貧

困の撲滅という重要な課題において協力しなければならない。

【第６原則】

　開発途上国，特に最貧国及び環境の影響を最も受け易い国の特別な状況及び必

要性に対して，特別の優先度が与えられなければならない。環境と開発における

国際的行動は，すべての国の利益と必要性にも取り組むべきである。

【第７原則】

　各国は，地球の生態系の健全性及び完全性を，保全，保護及び修復するグロー

バル・パートナーシップの精神に則り，協力しなければならない。地球環境の悪
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化への異なった寄与という観点から，各国は共通のしかし差異のある責任を有す

る。先進諸国は，彼等の社会が地球環境へかけている圧力及び彼等の支配してい

る技術及び財源の観点から，持続可能な開発の国際的な追及において有している

義務を認識する。

【第10原則】

　環境問題は，それぞれのレベルで，関心のある全ての市民が参加することによ

り最も適切に扱われる。国内レベルでは，各個人が，有害物質や地域社会におけ

る活動の情報を含め，公共機関が有している環境関連情報を適切に入手し，そし

て，意志決定過程に参加する機会を有しなくてはならない。各国は，情報を広く

行き渡らせることにより，国民の啓発と参加を促進しかつ奨励しなくてはならな

い。賠償，救済を含む司法及び行政手続への効果的なアクセスが与えられなけれ

ばならない。

【第15原則】

　環境を保護するため，予防的方策は，各国により，その能力に応じて広く適用

されなければならない。深刻なあるいは不可逆的な被害のおそれがある場合には，

完全な科学的確実性の欠如が，環境悪化を防止するための費用対効果の大きい対

策を延期する理由として使われてはならない。

【第17原則】

　環境影響評価は，国の手段として環境に重大な悪影響を及ぼすかもしれず，か

つ権限ある国家機関の決定に服す活動に対して実施されなければならない。

出典：環境省（http://www.env.go.jp/council/21kankyo-ｋ/y210-02/ref_05_1.pdf）

３　アジェンダ21

⑴　リオ宣言の諸原則を実施するための行動計画である。第１部「社会的／経済的側面」，

第２部「開発資源の保全と管理」，第３部「NGO，地方政府など主たるグループの役割

の強化」，第４部「財源／技術などの実施手段」から成る全４部40章構成で英文で500頁

にも及び，幅広い分野をカバーしている。

⑵　海洋についてもその重要性にかんがみ，特に第17章「海洋と沿岸域の保護及びこれら

の生物資源の保護，合理的利用及び開発」を設けて，「沿岸域及び排他的経済水域を含

む海域の統合的管理及び持続可能な開発」など７つのプログラム分野について，詳細な

行動計画を定めて，海洋に関する基本的な国際的政策枠組みをつくった。なお，前述の

国連海洋法条約が発効したのは，地球サミットから２年後の1994年11月16日のことであ

る。

　アジェンダ21第17章は，その冒頭に掲げた序文で，持続可能な開発のための各国の政

策と行動計画及び国際法の在り方と相互の関係について次のように述べている。すなわ
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ち，「海洋環境は，地球の生命支持システムに不可欠な構成部分であり，持続可能な開

発の機会を提供する積極的な資産である。国際法は，本章で述べる国連海洋法条約の規

定に示されているとおり，国の権利・義務を定め，海洋及び沿岸域をその資源の保護及

び持続可能な開発を追求する上での国際的基礎となっている。これは，各国，小地域，

地域及び全地球レベルで，海洋及び沿岸域の管理と開発に対する新しいアプローチ，内

容において統合され，範囲においては予防的で将来を先取りしたアプローチを求めてい

る。（以下略）」。第17章の冒頭のプログラム分野『沿岸域及び排他的経済水域を含む海

域の統合的管理及び持続可能な開発』では，「沿岸国は，自国の管轄下にある沿岸域及

び海洋環境の総合管理と持続可能な開発を自らの義務とする」ことを目標とし，「各沿

岸国は，地方と全国の双方のレベルで，沿岸域，海域とその資源の総合管理と持続可能

な開発のための適切な調整機構（ハイレベルの政策立案機関など）を設立するべきであ

る」として，各国の海洋政策の「海洋管理」へのパラダイムの転換と意識改革並びにそ

れに基づく新しい取組を各国に求めた。

⑶　この行動計画アジェンダ21で取り上げられ，その後新たな条約や具体的行動計画へと

発展したものは多数にのぼる。例えば，陸上活動からの海洋環境の保護に関する世界行

動計画（1995年），危険物質及び有害物質の海上輸送に伴う損害についての責任及び補

償に関する国際条約（1996年），2001年の船舶の有害な防汚方法の規制に関する国際条

約（2001年），船舶からのバラスト水および沈殿物質の規制及び管理のための国際条約

（2004年）などである。

⑷　アジェンダ21の実施状況をレビュー監視するために，国連に「持続可能な開発委員会

（CSD）」が設置されている。また1997年の国連環境特別総会ではそれまでのレビュー結

果を総括して「アジェンダ21の更なる実施のためのプログラム」が採択された。また国

レベルや地方自治体レベルでアジェンダ21の行動計画やローカルアジェンダが策定され

ている。

　我が国でも，1993年12月24日，地球サミットで採択された「アジェンダ21」と同じ章

立ての「アジェンダ21行動計画（日本政府）」を策定し，国連に提出した。

４　生物の多様性に関する条約（生物多様性条約）

⑴　概要

　①　背景

　人類は，地球生態系の一員として他の生物と共存しており，また，生物を食糧，医

療，科学等に幅広く利用している。しかし，近年，ことに1960年代以降，科学技術の

発展と人口の爆発的増加，さらには，人間の活動領域の広がり等を受けて，野生生物

の種の絶滅が過去にない速度で進行し，その原因となっている生物の生息環境の悪化

及び生態系の破壊に対する懸念が深刻なものとなってきた。このような事情を背景に，

人間にとって有用な特定の稀少種や特定の地域の生物種の保護を目的とする既存の国

際条約（ワシントン条約，ボン条約，ラムサール条約，世界遺産条約（自然遺産）等）
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を補完し，生物の多様性を包括的に保全し，生物資源の持続可能な利用を行うための

国際的な枠組みを設ける必要性が国連等において議論されるようになった。

　1987年，国連環境計画（UNEP）管理理事会の決定によって設立された専門家会合

における検討及び1990年11月以来７回にわたり開催された政府間条約交渉会議におけ

る交渉を経て，1992年５月22日，ナイロビ（ケニア）で開催された合意テキスト採択

会議において本条約は採択され，地球サミット（1992年）における主要な成果として，

国連環境計画（UNEP）とともに同会議中に署名のため開放された。署名開放期間内

に日本を含む168か国が署名を行い，同条約は，1993年12月29日，発効した。

　2012年２月現在，192か国及び欧州連合（EU）が参加している（ただし，米国は未

締結）。

　②　目的

　本条約は，①生物多様性の保全，②生物多様性の構成要素の持続可能な利用，③遺

伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を目的とする（１条）。

⑵　特徴

　①　「生物の多様性」を保全することを目的とするものであること

　「生物の多様性」とは，「すべての生物の間の変異性」であり，「種内の多様性，種

間の多様性及び生態系の多様性を含む」ものとして，包括的に定義されている（２条）。

この定義に示されるように，「生物の多様性」とは，単にある生態系において種が多

様であるだけでなく，生態系の多様性や遺伝子の多様性を含む概念である。さらに，

この「生物多様性」という概念は，人にとって何らかの価値のあるなしを保全対象指

定の基準とするものではなく長期的な視野に立ってできるだけ多くの変異性に富んだ

遺伝形質を保全し，促進しようとするものである。

　自然保全に関する従来の条約は，人間の価値評価を反映していた。しかし，本条約は，

そのような価値評価を離れて，ありふれたものも含めて，できる限り多くの種類と変

異性に富んだ遺伝形質を残すことを目的としている点に新しさと視野の広さがある。

　②　他方，貧困の撲滅をめざして，生物資源および遺伝資源の持続可能な利用を促進す

ることもこの条約の目的である。これらの資源に対しては領域国の主権的権利が確認

されており，その利用は当該国の国内法に従うこととされている。

　③　なお，生物多様性の観点から重要な区域を指定する制度は，最終的には，採用され

なかった。（この点において，ラムサール条約は，指定地制度を有し，指定基準の中

に生物多様性を含むため，生物多様性の保全と利用の面でも重要な役割を果たすこと

になる。）

　④　合意促進のための手法として，いわゆる「枠組条約方式」，すなわち，条約では，

合意できる大枠のみを定め，詳細は，締約国会議，議定書等により具体化する方式が

採用された。

⑶　海洋及び沿岸域の保護と生物多様性条約
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　①　前文において，「生物の多様性の保全のための基本的な要件は，生態系及び自然の

生息地の生息域内保全並びに存続可能な種の個体群の自然の生息環境における維持及

び回復である」と述べて，生物多様性の保全については，生息域内保全が原則である

ことを明記し，８条「生息域内保全」では，締約国が，「必要な場合には，保護地域

又は生物の多様性を保全するために特別の措置をとる必要がある地域の選定，設定

及び管理のための指針を作成すること」（８-（ｂ）），「脅威にさらされている種及び

個体群を保護するために必要な法令その他の規制措置を定め又は維持すること」（８-

（ｋ））などを行うことを求める規定をおいた。

　②　海洋及び沿岸域保全に関わる締約国会議での議論

　ア　第２回締約国会議（COP2）（1995年11月，ジャカルタ（インドネシア））

　海洋生物多様性について，バランスの取れた，包括的な検討を進めていくため，専

門家会合の開催を含め，その中心的役割を事務局長に委ねた作業計画を採択した。こ

の海洋及び沿岸の生物多様性についての保全及び持続可能な利用に関する決議Ⅱ／10

は，通常ジャカルタ・マンデートと呼ばれている。

　イ　第６回締約国会議（COP6）（2002年４月，ハーグ（オランダ））

　本会合は，条約発効10年間の議論を集大成し，「対話から行動へ」を主題に行動を

展開していく基盤を築き，ひとつの大きな節目となった。「2010年までに生物多様性

の損失速度を顕著に減少させる」ことを内容とする条約の戦略計画（2010年目標）が

採択された。

　ウ　第７回締約国会議（COP7）（2004年２月，クアラルンプール（マレーシア））

　2002年に開催された「持続可能な開発に関する世界首脳会議（環境開発サミット，

ヨハネスブルグ・サミット）」後，最初となる生物多様性条約の締約国会議である。

2002年のヨハネスブルグ・サミットでは2012年を期限とする海洋保護区ネットワーク

構築が実施計画として採択されたが，本会合において「2012年目標」として採択された。

　2012年目標では，①2012年までに，国や地域を生態学的に代表する，統合的に管理

された複合的な海洋保護区（MPA）システムのネットワークを全地球レベルで構築

する，②全海洋の10％をMPAにするという目標などが設定された。

　また，保護地域の世界的なネットワークシステムの構築を支援し，結果として生物

多様性の損失の減少に資することを目的とし保護地域の設定，管理，モニタリング等

の各国及び条約事務局等が取り組むべき活動等を示した作業計画が採択された。

　エ　第８回締約国会議（COP8）（2006年３月，クリチバ（ブラジル））

　　ア　2010年目標の達成に向けた条約の実施状況の評価の枠組みについて議論が行われ

た。

　　イ　島嶼の生物多様性

　島嶼の生物多様性の保全の実現のために必要となる2010年までの具体的な作業計

画が決議されたほか，島嶼国が国ごとの作業計画を実行するに当たっての支援のあ
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り方について議論された。

　　ウ　保護地域に関する作業計画

　COP7で採択された作業計画の実施状況について検討がなされ，検討に必要な情

報が限られていること，今後，系統的な情報収集が必要であること等が確認された。

また，締約国に対して，保護地域の管理，運営等に必要な手法（tool kit）の利用，

開発を促すこと等が決議された。

　　エ　乾燥地及び半湿潤地の生物多様性作業計画

　乾燥地及び半湿潤地の生物多様性に関する系統的な情報収集の必要性について合

意された。

　オ　第９回締約国会議（COP9）（2008年５月，ボン（ドイツ））

　　ア　条約戦略計画の見直し

　2010年目標を含む戦略計画の見直し及びポスト2010年目標の設定に向けた検討ス

ケジュール，2010年目標の達成状況を評価するための地球規模生物多様性概況第３

版（GBO3）を2010年５月に公表することで合意した。

　　イ　海洋及び沿岸の生物多様性

　生態的及び生物学的に重要で保護が必要な海域の特定のための科学的クライテリ

ア（判定条件）等を採択し，今後，科学技術専門家会合を開催して，国際連合食糧

農業機関（FAO）や国際海事機関（IMO）等の専門機関とともに，当該クライテ

リアを用いた環境評価および保護海域特定のためのガイダンスを策定することが決

定された。

　カ　第10回締約国会議（COP10）（2010年10月，愛知県名古屋市）

　　ア　新戦略計画・愛知目標（ポスト2010年目標（2011ないし2020年））

　意欲的な目標を求めるEUと，実現可能性を重んじる途上国との間で，最終的に

は非公式閣僚会合での意見も踏まえて，妥協が図られ，「2020年までに生態系が強

靱で基礎的なサービスを提供できるよう，生物多様性の損失を止めるために，実効

的かつ緊急の行動を起こす」との趣旨の文言となった。

　また，20の個別目標が合意さ

れた。この中で，最後まで調整

が続いた保護地域については陸

域17％，海域10％とされた。

　中長期目標（「自然との共生」）

については，「2050年までに，

生態系サービスを維持し，健全

な地球を維持し全ての人に必要

な利益を提供しつつ，生物多様

性が評価され，保全され，回復

生物多様性条約COP10　日弁連ブース　於名古屋市
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され，賢明に利用される」ことが合意され「愛知目標」として採択された。

　　イ　海洋と沿岸の生物多様性

　生態的及び生物学的に重要な海域（EBSA）については，締約国やFAO等の関係

機関等と協力し，資金が利用可能であることを条件に，一連の地域ワークショップ

を開催し，EBSA設定の基準の適用に関する理解の向上を図るとともに，その際に

得られる科学的及び技術的情報並びに事例の集積を行うことを本条約事務局に対し

て求めること。また，海洋生物資源についても，生物多様性に配慮して持続的に利

用するための適切な措置をとるよう各国に促すことなどが決定された。

⑷　条約の実施のための国内措置

　①　我が国では，条約の実施のために新たな立法措置は必要とせず，関係省庁より関係

政府機関及び関係業界に対し，行政上又は政策上の措置を講じてきた。

　②　国家戦略の策定

　条約６条「保全及び持続可能な利用のための一般的な措置」に規定されている生物

多様性国家戦略については，その重要性に鑑み，生物多様性の保全と持続可能な利用

の観点を含む既存の様々な基本方針，国家計画等に加えて，新たに策定することとし，

1995年10月に地球環境保全に関する関係閣僚会議において，我が国の「生物多様性国

家戦略」が決定された。2002年３月には「生物多様性国家戦略」の点検作業をまとめ，

包括的に見直した「新・生物多様性国家戦略」が地球環境保全に関する関係閣僚会議

において決定された。2007年11月には，「第三次生物多様性国家戦略」が閣議決定さ

れた。

　その後，2008年６月には，「生物多様性基本法」が施行され，生物多様性国家戦略

の策定が国の責務として規定され，環境基本計画及び生物多様性国家戦略以外の国の

計画は，生物多様性の保全と持続可能な利用に関して，国家戦略を基本とすること

などが規定された。そこで，これらの規定に法的効力を持たせるための必要もあり，

2010年３月に，「生物多様性国家戦略2010」が閣議決定されている。

第４　地球サミット（1992年）以降の国際社会の動き

１　持続可能な開発に関する世界首脳会議（WSSD）（ヨハネスブルグ・サミット）（2002年）

　地球サミット（1992年）から10年後の2002年にはヨハネスブルグ（南アフリカ）で「持

続可能な開発に関する世界首脳会議」（WSSD）（ヨハネスブルグ・サミット）が開催さ

れた。ヨハネスブルグ・サミットでは，地球サミット（1992年）以降の10年間の取組を

レビューし，今後の持続可能な開発の取組について討議した結果，「持続可能な開発」

が国際社会の中心的協議事項であることを再確認し，アジェンダ21を更に具体的に進め

るためのWSSD実施計画や官民がパートナーとなって取り組むタイプ２イニシアティブ

を採択した。

　WSSD実施計画では，海洋に関して，改めて国連海洋法条約及びアジェンダ21が海洋
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に関する基本的な法的・政策的枠組みであることを確認して，その加入・実施促進を掲

げるとともに，海洋及び沿岸の統合的な管理の促進などの分野横断的問題をはじめとし

て，漁業，生物多様性と生態系の保護，海洋汚染（特に陸起因汚染），海上輸送の安全

と環境保護，海洋環境と科学及び小島嶼国における持続可能な開発などに関する具体的

な実施事項を取り上げている。しかも，そのうちの10を越える事項には目標達成期限が

明記されている。ことに，2012年を期限とする海洋保護区ネットワーク構築が実施計画

として採択された。

　ただし，これらは，法的拘束力を伴わないソフト・ローである。各国は，これらを十

分に検討し，自らの政策に取り入れてその実施に努めるとともに国際協力を行うことが

求められている。

２　東アジア海域の持続可能な開発戦略（SDS－SEA）（2003年）

　東アジアでは，海域におけるWSSDの地域実施を図るため，2003年にマレーシアで開

催された東アジア海洋会議の東アジア12か国の閣僚級会合において「東アジア海域の持

続可能な開発戦略SDS－SEA」を採択した。同戦略は，アジア海域の持続可能な開発の

ために20の目標と228の具体的行動計画を示して，関係国の自発的な実施を求めている。

３　地球サミット（1992年）以降の国際環境法の特質

⑴　「持続可能な開発」（Sustainable Development; SD）概念

　①　地球サミット（1992年）は，「持続可能な開発」（Sustainable Development）（以下

「SD」という。）概念を確立させた。

　②　「SD概念」の特色は，第１に，地球全体が１つの生態系を形成しており，環境問題

に関するグローバルな協力体制の必要性が念頭におかれていること，第２に，実質的

な「世代間衡平」，すなわち，現代の世代のみならず，将来世代の利益の保護を目指

す（「ストックホルム宣言」第２原則），過去，現在，未来という時間を超えた概念で

あること，第３に，環境と開発のみならず，経済，人口，民主的社会体制，安全保障

などに及ぶ包括的な概念であること，そして，第４に，「防止／予防」，「人類の共通

関心事項」，「共通だが差異のある責任」，「参加型民主主義」など，新しい諸原則を伴

う概念であることなどである。

⑵　新しい諸原則について

　①　防止原則／予防原則

　「防止原則」（Preventive Principle）とは，科学的予測によって，自国の行為が環

境を害する恐れがある場合には，前もってその行為を思いとどまらなければならない，

という原則である。環境損害の不可逆性に由来する。「ストックホルム宣言」第21原則，

「リオ宣言」第２原則等で採用された。

　近年は，それより更に進んだ「予防原則」（Precautionary Principle）が確立し始

めている。それは，例え科学的データによって環境を害することが明らかではない場

合でも，重大で回復不能な損害を与えるリスクの存在だけで，当該行為を規制しなけ
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ればならないという原則である。同原則は，リオ宣言第15原則で採用された他，既に

いくつかの条約で採用されている（「気候変動枠組条約」３条３項，「生物多様性条約」

前文及び「カルタヘナ議定書」10条６項ほか）。

　②　「共通だが差異のある責任」（common but differentiated responsibility）

　「リオ宣言」第７原則である。十分な対応能力を有する先進国と比べて，技術力や

資金力を有しない発展途上国については，その責任の程度を別に扱うことをいう。こ

の概念の根本には，お互いに助け合うという精神的な結びつきを意味する「国際共同

体」（International Community; la communauté internationale）概念がある。

　たとえ違反が行われてもその事実のみを指摘して制裁を科さない「不遵守手続」

（Non-Compliance Procedure;NCP）や先進国から途上国への技術移転，資金援助など

を規定する国際条約は，今日では非常に多い。

　③　参加型民主主義

　NGO（非政府組織）が様々な条約作成や履行委員会などの国際会議に出席して発

言したり，ロビー活動を通じて，国家の意思決定に積極的に関わるという現象の進行

を指す。

⑶　法形式について

　 多 く の 参 加 国 を 得 る た め に， ま ず，「 枠 組 条 約 」（framework-convention; une 

convention-cadre）を設定した後，締約国会議（COP; the Conference of the Parties）

を継続させ，その中で「議定書」（Protocol），「附属書」（Annex），「決定」（Decision）

を追加していく，という方式がよく採られる。また，ソフト・ロー的な法的拘束力のな

い文書を先行させて，後のハード・ローである条約や慣習法の成立を誘発させる，とい

う形もとられている。
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第３編　あるべき法制度に向けて

第１章　現状の海岸線の新たな開発・改変の禁止

　沿岸域の環境の悪化を防ぐためには，これ以上の海岸侵食や干潟や藻場の喪失を防ぐ必

要があり，そのためには，現状の海岸線を保全する必要がある。よって，現状の海岸線に

ついては，原則として，新たな埋立て，干拓など陸域と海域とを分断する開発・改変は禁

止するべきである。すなわち，開発・改変の許認可権限を有する国及び都道府県等にその

ことを求めるべきである。なお，都道府県等とは，都道府県に加えて，港湾法による港湾

管理者である市町村，一部事務組合，港湾局（管理する港湾における埋立免許を付与する

権限を有する。）及び海岸法による海岸管理者である市町村，一部事務組合（海岸保全区

域における施設の新設・改築等の許可権限を有する。）を含めたものである。

　なお，津波被害から住民を守るための防潮堤の整備が課題となっている地域も多いが，

東日本大震災による津波は，防潮堤による防護には限界があることを示したのであるから，

津波対策においては，防潮堤などのハード面の充実の他，地域住民の防災訓練，その基礎

となる防災情報の充実など，ソフト面を含め総合的に考慮する必要がある。

　したがって，防潮堤の建設に当たっては，防潮堤のみによって津波を阻止するという発

想はとるべきではなく，自然環境に配慮をしつつ，地域住民の意思を踏まえて，防潮堤の

規模，設置位置などを決めて行くべきである。

　実際の防潮堤建設に当たっては，国土交通省の「河川・海岸構造物の復旧における景観

配慮の手引き」において，生態系の保全も考慮して，後背湿地の背後に防潮堤を作ること

により，砂浜と湿地の連続性が保たれ海岸線における生態系の保全が図れるものとして，

陸域と海域とを分断しないよう配慮が求められている。

　公有水面埋立法については，環境保全の観点が都道府県知事による埋立免許の審査の際

に副次的に考慮されるに過ぎず，「埋立，干拓促進法」に過ぎないとの批判が当てはまる

から，沿岸域の環境保全の観点から，今こそ，抜本的に見直すべきである。

　また，当連合会が，何度も中止を求めてきた泡瀬干潟埋立事業は，直ちに中止すべきで

ある。
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第２章　保全・再生のための法制度の整備

　しかし，新たな埋立て等の改変を禁止するだけでは，悪化した現状を維持するだけで，

改善することはできない。

　そのため，悪化した沿岸域を再生するためには，過去の開発・改変により干潟や浅場が

失われた沿岸域において，干潟などの浅海域を復元・創出し，干潟や藻場などが持つ水質

浄化機能を回復させるなど，悪化した環境の状態を良好なものに回復させるための取組が

必要となる。

　我が国では，1962年に「（第一次）全国総合開発計画」が策定され，さらに，1969年に

策定された「新（第二次）全国総合開発計画」において大規模開発プロジェクト方式が採

用され，国土の開発が大きく進んだ。この時期，殊に，日本海，瀬戸内海の沿岸域が大き

く開発・改変されている。したがって，回復させる対象は，まずは，大規模開発により，

沿岸域の環境を大きく改変させた1960年代以降の開発・改変である。この回復のための取

組は，コンクリートの構造物等で海岸の状態を大きく改変させてしまった状態を，元の状

態に戻すことを理想としながら，地域の実情に応じ，実現性も考慮して，より容易なもの

から着手すべきであり，次章で述べる協議の場で十分な検討を行って，地方自治体が主体

となって，住民とともにその内容を決定すべきである。

　そして，そのような取組を促進するためには，法制度の整備が必要となる。

　現在の法制度として，失われた自然を回復するために，自然再生推進法が存在する。自

然再生推進法を利用するためには，自然再生協議会を立ち上げる必要があるところ，実際

の運用では，その自然再生協議会に参加する主管庁を，環境省・国土交通省・農林水産省

の３つから選ぶ必要があり，主管庁が決まらないと協議会が立ち上がらない。主管庁が先

に決まってしまうと，実際に行う再生事業は主管庁の事業のメニューに限られてしまうた

め，省庁を横断するような柔軟な再生への対策はできなくなる。このように，地域の実情

に合わせた対策を行うという観点からは，自然再生推進法は，その機能を果たしていない

現状にある。

　そもそも，自然再生推進法に基づく自然再生協議会による計画策定段階から国が関与し

なければならないことが根源的な問題点である。再生へ向けての事業を地域の実情に応じ

て柔軟に行うためには，地域レベルで関係者が協議を行った上で策定された計画に基づい

て，地方自治体あるいは地域住民や環境NGOなどが事業の実施者となって事業を行うよ

うにすべきである。そのためには，国の関与については，計画策定への技術的な援助や予

算措置などに限定されるべきであり，そのような方向で，自然再生推進法を改正すべきで

ある。

　また，海岸の堤防などの国から補助金が支出されている構造物については，補助金等に

係る予算の執行適正化に関する法律により，撤去等の改変を行おうとする場合には補助金

の返還の問題が生じる。このため，再生への取組ができない状況にある。よって，次章で
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述べる計画に基づき，沿岸環境を再生する事業を行う場合などには，補助金を返還しない

で済むような例外規定を設けるべきである。

　なお，三重県志摩市の英虞湾においては，かつて干拓した休耕地を干潟に再生しようと

いう取組が検討されている。ここでは，干拓されて農地となった土地を干潟としようとす

る場合に，一度発生した国土の所有権をどのように扱うのかという法的問題が生じている。

このような農地等の所有権については，沿岸域の再生を推進するために必要がある場合に

国が買い上げて海域に戻すことを可能にする制度を創設するなどの法的制度の整備を検討

すべきである。
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第３章　沿岸域の総合的な管理のための国の積極的な支援

　沿岸域を保全・再生していくためには，内湾や海岸線などの一定のまとまりごとに，沿

岸域の保全・再生のための対策を，総合的に行う必要がある。

　沿岸域の総合的な管理のために実効性のある計画を策定した上で，それを実行していく

ためには，国が一律的，画一的に管理するのではなく，沿岸域環境による影響を強く受け，

また，かつての沿岸域環境をよく知る内湾や海岸線など当該地域に強い利害関係を有する

地域レベルの単位で，その地域を構成する地方自治体が主体となって計画策定及び管理を

行う必要がある。国は，そのような取組を予算等で積極的に支援する必要がある。

　さらに，そのような取組を行うには，関係者との意見調整を行う必要がある。沿岸域を

現状のままで保全しようとする場合にも，防災の観点からの新たな防潮堤の設置などの開

発・改変の必要性について検討を要する場合もあり得る。また，沿岸域を再生しようとす

る場合にも，開発によって新たな権利関係が生じている場合には，その関係者の意見調整

が必要になる。ただし，これらの意見調整を行う場合においても，生物多様性の保全・持

続可能な漁業資源の管理などの基本原則を踏まえた調整が行われるべきである。

　具体的には，沿岸域を総合的に管理するための計画策定に当たっては，関係する地方自

治体が主体となって，市民，環境NGO，研究者，漁業者その他の利害関係者などの関係

者を集めた協議を行うべきである。また，その計画の実行においても，関係する地方自治

体が，関係者と協力しながら進めて行く必要がある。

　この地方自治体を中心とした制度は，海洋基本法の改正あるいは新たな法律の制定によ

って，海洋基本計画を実行するための地方レベルの組織と位置付けるような法制度の整備

として行うべきである。

　外国の例でいえば，フランスのトー（THAU）湖においては，近隣の市町村が一定の

契約のもとに統合された（我が国でいう一部事務組合のような）管理組織を作り，今後６

年間にわたり水質汚染の防止，自然環境保護，交通の整備，経済活動の振興などを総合的

に行おうとしている。この管理組織においては，市民，漁業者や農業者等の団体，専門家

等が協議することにより，地域の実情に応じた沿岸管理を可能とする体制作りがされて

おり，EU諸国の中でも先進的な統合的沿岸管理事例になるものと評価されている。また，

イングランドにおいては，2010年国家洪水・水管理法の制定を受けて，限られた財政状況

の制約の下で海岸侵食に対してどのような対応をするかという局面で，地域の人々に対策

についての重要な判断を委ねる施策が採られることとなった。すなわち，全ての海岸侵食

を食い止めることはできないとの政策判断の下，国家機関（EA）によってその地域の海

岸侵食に関する十分な科学的情報を与えられ，費用便益分析の結果も勘案の上，地域の人々

が守るべき海岸線と自然の力に委ねる海岸線を判断するという役割を担うことになった。

　このように，地方自治体が地域の実情を踏まえ，それぞれの立場で沿岸域の在り方につ

いての実質的な判断をする協議機関が設けられる仕組みこそが，我が国の沿岸管理にも求
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められるものである。

　国は，このような枠組みを与える法制度を設け，地方自治体を中心とした計画の策定と

実行を情報提供や財政面等で支援することが必要である。
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ご協力いただいた皆さま
＜本シンポジウムを開催するに当たりお話を伺った方々＞

財団法人土木研究センターなぎさ総研　宇多高明　様

駒澤大学名誉教授　小池一之　様

一宮の海岸環境を考える会　石尾徹　様

九州大学工学准教授　清野聡子　様

内閣官房総合海洋政策本部内閣参事官　金澤裕勝　様

環境省自然環境局自然環境計画課　尼子直輝　様

海洋政策研究財団　市岡卓　様

環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室　富坂隆史　様

水産庁漁政部企画課　清水正雄　様

＜現地調査等でお話を伺った方々＞

≪国内現地調査≫

【一宮調査】

一宮の海岸環境を考える会の皆さま

元東邦大学教授　秋山章男　様

夷隅東部漁業協同組合の皆さま

一宮町都市環境課の皆さま

千葉県土整備部河川整備課海岸砂防室の皆さま

【泡瀬干潟調査】

内閣府沖縄総合事務局那覇港湾・空港整備事務所の皆さま

沖縄県文化環境部の皆さま

沖縄県土木建築部の皆さま

沖縄市東部海浜開発局計画調整課の皆さま

泡瀬干潟を守る連絡会の皆さま

【天竜川・浜松篠原海岸調査】

中部電力株式会社長野支店飯田電力センター平岡ダム管理所の皆さま

電源開発株式会社佐久間電力所の皆さま

浜松の海を守る会の皆さま

国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所の皆さま

静岡県浜松土木事務所企画検査課の皆さま

【三陸海岸調査】

岩手県県土整備部河川課の皆さま

岩手県農林水産部森林保全課の皆さま
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宮古市都市整備部都市計画課の皆さま

宮古市危機管理課の皆さま

【英虞湾調査】

三重大学生物資源学研究科教授　高山進　様

立神真珠研究会　原条誠也　様

志摩市農林水産部里海推進室の皆さま

志摩市生活環境部の皆さま

三重県水産研究所の皆さま

合歓の郷の皆さま

【有明海調査】

有明海漁民・市民ネットワークの皆さま

諫早湾の干潟を守る諫早地区共同センターの皆さま

有明海の漁業者の皆さま

ガタリンピック実行委員会の皆さま

佐賀県有明海漁業協同組合鹿島支所及び大浦支所有志の皆さま

佐賀大学低平地沿岸海域研究センター有明海研究プロジェクトの皆さま

佐賀県くらし環境本部有明海再生・自然環境課の皆さま

日本野鳥の会熊本県支部の皆さま

【東京湾調査】

東京都港湾局の皆さま

東京都建設局の皆さま

公益財団法人東京都公園協会葛西海浜公園サービスセンターの皆さま

【中津干潟調査】

大分県中津土木事務所建設課の皆さま

NPO法人水辺に遊ぶ会の皆さま

【宮崎海岸調査】

国土交通省九州地方整備局宮崎河川国道事務所の皆さま

宮崎県宮崎土木事務所用地課の皆さま

赤江浜を守る会の皆さま

ひむかの砂丘復元ネットワークの皆さま

≪海外現地調査≫

【イギリス調査】

Department of Environment, Food & Rural Affairs （英国環境・食料・地域省）の皆さま

Environmental Agency（Anglian Region）のSteve Hayman　様

North Norfolk District Councilの　Rob Young　様
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Norfolk Wildlife Trust（Cley Marshes Visitor Centre） の皆さま

Coastal Concern Action Group（CCAG）の　Malcolm　Kerby　様

通訳　天野元子　様

【フランス調査】

French Research Institute for Exploration of the Sea（フランス国立海洋開発研究所）の

Yves Henocque博士

LittOceanの皆さま

Syndicat Mixte du Bassin de Thau の皆さま

通訳　小野あけみ　様
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シンポジウム第３分科会実行委員会

◇委員長　　　小 沢  秀 造（兵 庫 県）

◇副委員長　　長 戸  和 光（佐 賀 県）　　山 本  英 司（東 京）

◇事務局長　　吉野 隆二郎（福 岡 県）

◇事務局次長　佐 藤  靖 祥（仙 台）　　只 野  靖（第二東京）

◇委員

　　　　若 井  英 樹（東 京）　　　　　　　遠 藤  幸 子（第一東京）

　　　　佐 柄 木  優（埼 玉）　　　　　　　大 木  一 俊（栃 木 県）

　　　　原 田  健 一（静 岡 県）　　　　　　　安藤 絵美子（長 野 県）

　　　　白 倉  典 武（大 阪）　　　　　　　永 井  光 弘（兵 庫 県）

　　　　在 間  正 史（愛 知 県）　　　　　　　原 田  彰 好（愛 知 県）

　　　　吉 江  仁 子（愛 知 県）　　　　　　　笠 原  一 浩（福 井）

　　　　後 藤  富 和（福 岡 県）　　　　　　　稲 村  蓉 子（佐 賀 県）

　　　　魚 住  昭 三（長 崎 県）　　　　　　　野 尻  昌 宏（大 分 県）

　　　　村 山  雅 則（熊 本 県）　　　　　　　岩 本  研（鹿児島県）
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