
佐賀市環境部環境政策課

第1回 東よか干潟環境保全及び
ワイズユース検討協議会

1



１ ラムサール条約と協議会の設置について
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■条約名称
「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」
１９７１年にイランのラムサールで採択されたこ
とから一般的には、「ラムサール条約」と呼ばれ
ている。

■目的
国際的に重要な湿地とそこに生息する水鳥を初め
とした生態系の保全と⼈類による持続的な利⽤。

■締約国数
１６９カ国

■登録湿地
２，２１８カ所 約２億１千万ha

ラムサール条約とは
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国内の登録湿地

■日本の条約加入
釧路湿原を最初の登録湿地として、１９８０年に加⼊。

その後、３年ごとの締
約国会議に合わせて登
録湿地を増加。

■登録湿地数
今年５⽉に東よか干潟
を含む４ヵ所を新たに
登録し、現在の条約湿
地は、５０ヵ所。
アジアで最も登録湿地
数の多い国となった。
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ラムサール条約の３つの柱

■保全・再生
湿地は、様々な生物の生息地として重要である

とともに、⼈の暮らしにとっても⼤切な資源。条
約は、湿地が経済上、文化上、科学上、レクリ
エーション上の⼤きな価値を持つ資源であり、将
来に渡り保全されることを求めている。

■啓発・学習・交流
湿地の保全と「ワイズユー

ス」を進めるためには、湿地の
価値について、多くの⼈が認識
することが必要。
そのため、啓発や学習の機会

を提供することや様々な関係者
が情報交換し、連携・協⼒する
しくみづくりが求められている。

■ワイズユース
（賢明な利⽤）
条約は、湿地の恵みを⼈間の利益

として持続的に利⽤する「ワイズ
ユース」を求めている。
「ワイズユース」は、豊かな暮ら

しや産業などの社会経済活動とバラ
ンスのとれた湿地の保全により、子
孫に湿地の恵みを受け継いでいく考
え方。
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ワイズユースの事例

■農漁業
・⽇本一のシジミ産地における資源管理とブランド化（宍
道湖）

・冬季湛水田で生産される「ふゆみずたんぼ米」のブラン
ド化（蕪栗沼周辺水田）

■観光
・⾃然保護と両⽴した観光利⽤（釧路湿原、阿寒湖、尾瀬、
秋吉台地下水系など）

■レジャー
・バードウォッチングのスポット（クッチャロ湖、谷津干
潟、藤前干潟、中海など）

・サンゴの保全に配慮したダイビング（慶良間諸島海域）
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協議会の設置
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保全やワイズユースを
進めていくため
・意⾒を交換
・プランを作成
・協⼒・連携し、実施
に繋げる

保全・再生、ワイズユース、啓発・学習・交流を進めてい
くためには、さまざまな分野の関係者の関わりが必要。

教育
関係者
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２ 東よか干潟のラムサール条約湿地
登録について
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東よか干潟のラムサール条約登録の経緯
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平成16年

平成17年

平成22年

平成24年

平成25年

以降

・環境省が選定した国内登録候補地54ヵ所に⼤
授搦が選ばれる。

・環境省が佐賀県、旧東与賀町に⼤授搦の条約
登録について打診。

・農水産業への影響、空港のバードストライク
への懸念から、佐賀県が登録が困難との判断。

・環境省が再度、国内172候補地を選定。⼤授
搦も再度選ばれる。

・荒尾干潟が条約登録。
・環境省が佐賀市に⼤授搦の条約登録について
打診。

・佐賀市において条約及び登録による影響等を
調査研究した結果、登録を目指すことを決定。

・地元住⺠や関係者の協⼒を得ながら登録に向
けた取り組みを実施。



東よか干潟の条約登録

■条約登録
今年の5⽉29⽇に東よか干潟が条約湿地として登録。
■認定書授与
ウルグアイで開催されたラムサール条約第１２回締約国会

議（ｃｏｐ１２）において、条約登録認定証が授与された。

ラムサール条約事務局⻑から条約登録
認定証を受け取る秀島市⻑。

授与式で東よか干潟についてのプレゼ
ンテーションを⾏い、ＰＲ。 10



■位置
東よか干潟は、佐賀市南部の東
与賀町の有明海沿岸沖の干潟。
有明海の最奥部となる北岸に位
置。

■面積
単一の干潟としては、国内有数
規模の干潟の一部、２１８ｈａ
を条約湿地として登録。

■湿地の特徴
有明海奥部特有の泥質の干潟。

東よか干潟

有明海

佐賀市
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■登録区域
・東与賀海岸の堤防
から沖合いの239ha
が国が指定した鳥獣
保護区。（外側赤線
部分）

・そのうち、堤防か
ら沖合い方向の50m
部分を除いた区域が
条約登録区域。（内
側赤斜線部分）

条約登録区域

700m

600m

約2,000m

約1,400m

=ラムサール条約湿地
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江
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干潟よか公園
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■日本の登録要件
① 国際的に重要な湿地の基準に該当していること。
② 国の法律（⾃然公園法、鳥獣保護法等）により、将来にわたり⾃然環境の保全
が図られていること。

③ 地元⾃治体等から登録への賛意が得られること。

■国際的に重要な湿地の基準
基準１ 各生物地理区内で、代表的、希少⼜は固有な湿地タイプを含む湿地
基準２ 国際的に絶滅のおそれのある種⼜は消失の危機に瀕している生物群集を支

える上で重要な湿地
基準３ 各生物地理区の生物多様性を維持するのに重要と考えられる湿地
基準４ 動植物のライフサイクルの重要な段階を支える上で重要な湿地
基準５ 定期的に２万羽以上の水鳥を支える湿地
基準６ 水鳥の種⼜は亜種の個体数の１％以上を定期的に支える湿地
基準７ 固有な魚介類（甲殻類、軟体類等を含む）の亜種、種⼜は科の相当な割合

を支える湿地
基準８ 魚介類（甲殻類、軟体類等を含む）の重要な餌場であり、⼜は産卵場、稚

魚の成育場である湿地
基準９ 鳥類以外の湿地に依存する動物の種⼜は亜種の個体群で、その個体数の

１％以上を定期的に支える湿地

ラムサール条約湿地登録の要件
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■基準２ 国際的に絶滅のおそれのある種又は消失の危
機に瀕している生物群集を支える上で重要な湿地
クロツラヘラサギ（絶滅危惧ⅠＢ類）、ズグロカモメ（絶滅危
惧Ⅱ類） 、ホウロクシギ（絶滅危惧Ⅱ類） などが飛来。

■基準６ 水鳥の種又は亜種の地域個体群の個体
数の１％以上を定期的に支える湿地
クロツラヘラサギ（約20羽－１％）、ズグロカモメ（約870羽
－10％）、ダイゼン（約1150羽－1％）など。

東よか干潟が登録された理由（その１）

14クロツラヘラサギ ズグロカモメ



■基準４ 動植物のライフサイクルの重要な段階を支え
る上で重要な湿地
秋から春にかけて国内で最も多くのシギ・チドリ類が渡来す
る東アジア地域における重要な渡りの中継地及び越冬地。

東よか干潟が登録された理由（その２）

15

11,665 

5,321 

4,850 

4,284 

3,376 

3,359 

3,326 

3,112 

3,094 

2,644 

2,301 

2,018 

1,974 

1,850 

1,801 

1,692 

1,690 

1,663 

1,660 

1,577 

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

東よか干潟（大授搦）

藤前干潟

荒尾海岸

高瀬川河口～むつ小川原港

三番瀬

コムケ湖

鵡川河口

氷川

不知火干潟

風蓮湖北部

天王海岸

白川河口

与田浦水田

高瀬川河口

谷津干潟

曽根干潟

球磨川河口

野付崎･尾岱沼

中津海岸(東浜) 

鹿島新籠海岸

環境省モニタリング１０００ シギ・チドリ類調査 平成２６年度春季調査報告より



シギ・チドリ類の渡り

繁殖地

越冬地

中継地及び越冬地
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・シギ・チドリ類は、シ
ベリアなどで繁殖。

・越冬地であるオー
ストラアやニュー
ジーランドとの往
復をする途中でアジ
アを中継。

・一部の種は、アジア
で越冬。

・繁殖地、中継地、越
冬地のいずれかの環
境が変われば、種の
保存に影響。



■有明海の日本一の干満の差と雄大な干潟の風景

東よか干潟の価値と魅⼒（その１）
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・最⼤６mの⽇本一の干満の差により、⾒
渡す限りの雄⼤な干潟の風景が広がる。

・朝⽇や夕⽇の時間帯の干潟の風景は特に
美しい。



■日本一のシギ・チドリ類の飛来地

東よか干潟の価値と魅⼒（その２）
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・他では⾒ることのできない多数の野鳥の群れや希少な野鳥を⾒
るために、全国から野鳥ファンが訪れる。



■日本一のシチメンソウの群生地

東よか干潟の価値と魅⼒（その３）
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・絶滅危惧種のシチメンソウは、有明海沿岸のみに植生。東よ
か干潟の海岸は、国内最⼤の群生地。

・紅葉が美しい11⽉には、「シチメンソウまつり」が開催さ
れ、多くの⾒物客で賑わう。



■干潟の生き物

東よか干潟の価値と魅⼒（その４）
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・干潟には、有明海特有の生き物の代表格であるムツゴロウや
トビハゼ、シオマネキなどが生息し、海岸から間近に⾒るこ
とができる。



３ これまでの取り組みについて
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■日時
平成27年7⽉11⽇（⽇）10時〜12時

■会場
東与賀文化ホール ふれあい館

■参加者
約500⼈

条約登録記念イベントの開催

■内容
●記念講演

環境省⾃然環境局野生生物課⻑ 奥田直久氏
ラムサールセンター事務局⻑ 中村玲子氏

●活動発表
東与賀⼩６学年児童
干潟の探検隊・東与賀ラムサールクラブ

など
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■説明サインの設置
堤防及び海岸遊歩道内にラムサール条約や東よか干潟につい
ての説明サインを設置。（7⽉）

現地での情報発信のための整備

■ガイダンスルームの整備
干潟よか公園内、紅楽庵に東よか干潟について、映像やパネル
などで説明する「東よか干潟ガイダンスルーム」（展示スペー
ス）を整備。（10⽉）
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■南部周遊バスの運⾏
土・⽇・祝⽇に東よか干潟、三重津海軍所跡、昇開橋、佐賀
城本丸歴史館を周遊するバスを運⾏。（7⽉〜）

交通アクセスへの対応及び世界遺産との連携

■クイズラリーの実施
干潟よか干潟、三重津海軍所跡など佐賀市南部の拠点を周る
クイズラリーを実施。（7⽉〜9⽉）
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■プロモーションＤＶＤの制作
東よか干潟を紹介するプロモーションＤＶＤを制作。（10
⽉）

■干潟の生物のプロモーションムービーを公開
ワラスボを題材にしたプロモーションムービー「ＷＲＳＢ」に続
く第2弾として、ムツゴロウとシオマネキを題材にしたムービー
「ガタバトル」を公開。（7⽉）

■スマートフォン⽤動画の配信
スマートフォン⽤観光情報ＡＲアプリ「ココ⾒て！佐賀市」にお
いて、東よか干潟の動画を配信。（10⽉）

■リーフレットの作成
東よか干潟の説明リーフレットを作成。（7⽉）

ＰＲ・情報発信
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４ 今後の保全とワイズユースに向けて

26



■シチメンソウの保全活動
東与賀町の⼥性を中⼼に結成された「シチメンソウを育てる
会」では、シチメンソウの種取り・種まきなどの保全活動を継
続的に実施。

■海岸清掃活動
佐賀県とＳＴＳが同時に開催する「有明海クリーンキャン
ペーン」・「アクトクリーン」では、東与賀海岸の清掃活動を
実施。今年度は、9⽉4⽇（土）に開催され、約900⼈の県⺠や
企業・団体関係者が参加。

保全活動の現状
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■干潟の環境の把握
・現在、野鳥のデータ以外には、近年の東よか干潟の環境を
測定できるデータがない。
→定期的な生態系のモニタリング調査などを検討する必要
がある。

■普及啓発
・東与賀海岸には、空き缶、ペットボトルなどのごみの漂着
も多い。
→河川などへのごみの投棄防止のための普及啓発が必要。

■保全活動の増加
・企業などの⾃主的な清掃活動が増えてきている。
→今後一層の増加を図るための情報提供や保全活動イベン
ト等の実施の検討も必要。

今後の保全における課題
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■現地来訪者の状況
・干潟よか公園は、来場者数が県内の公園の中では、トップ
クラスであり、県外からも親子連れなどが訪れている。

・シチメンソウの名所としての認知が広まったことなどによ
り、シチメンソウまつりの時期の来客数は、増加傾向にあ
る。

・ラムサール条約に登録されたことで、バスツアーが⽴ち寄
るなど来客は少しずつ増えてきている。

・野鳥の多い時期には、全国からバードウォッチャーが訪れ
ている。

ワイズユースの現状
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■観光・産業への利活⽤
・観光客等は、増えつつあるが、まだまだ多いとはいえな
い。
→より一層のＰＲを⾏うとともに観光ツアーの企画なども
必要。

・現地で観光客等に対して説明する者がいない。
→ガイドの育成が急務。

・現地に⾷や土産物がないことから、観光客の満⾜度が不⾜
するとともに経済効果に結びつきにくい。
→土産物の開発及び⾷や土産物が購⼊できる場所に回遊さ
せるしくみづくりなどが必要。
また、ラムサール条約のブランドイメージを活⽤した特産
物の振興策なども検討が必要。

ワイズユースにおける課題
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■東与賀ラムサールクラブなどの活動
市が運営する「東与賀ラムサールクラブ」と東与賀まちづく
り協議会が運営する「干潟の探検隊」では、地元の⼩中学生が
干潟や生息する生物などについて体験学習を実施。
また、東与賀⼩中学校において、東よか干潟や有明海について
学ぶ機会を設けている。

学習活動の状況
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■市内全域への拡大
・今度は、学習活動をいかに市内全域の子どもたちに広げてい
くかが課題。
→ラムサールクラブの参加者を市内広くから募集すること
や市内の⼩中学校における環境学習や郷土学習への利⽤拡
⼤の取り組みが必要。

■人材育成及び受け皿づくり
・学習活動を活発化させていく上での指導者や受け皿となる団
体の確保が課題。
→ガイドの育成により、⼈材を確保するとともに、子ども
たちの学習活動の中で将来を担う⼈材を育成する。
また、学習・交流活動を⾏う上では、地元団体や市⺠活動
団体等との連携を図ることが必要。

学習・交流における課題
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５ 協議会の今後のスケジュール
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■平成27年度
・平成28年2⽉ 第2回協議会において、東よか干潟及び

肥前⿅島干潟の現地視察

■平成28年度
・干潟の保全とワイズユース推進のための協議と連携
・東よか干潟ワイズユース計画策定に向けた調査・研究
及び計画案の策定

・条約登録一周年イベント開催への協⼒
・保全・学習・交流事業への協⼒支援 など

今後のスケジュール
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