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協議会設置後の
各種取り組みの状況について

【報告】

（佐賀市関係）
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協議会設置後の各種取り組みの状況①
時期 内容

平成27年11月 ・東よか干潟環境保全及びワイズユース検討協議会（設置）
平成28年2月 ・東よか干潟環境保全及びワイズユース検討協議会（現地視察）

平成28年3月 ・東与賀海岸堤防に双眼望遠鏡を5台新規に設置・披露式の開催
・東よか干潟ロゴマークの発表

平成28年4月 ・「ぐるっと世界遺産観光バス」の運⾏を開始
平成28年5月 ・東よか干潟が東アジア・オーストラリア地域渡り性水鳥重要生息地

ネットワークに参加
・ラムサール条約湿地登録1周年記念イベントの開催
・東よか干潟ラムサールクラブの発足
・東よか干潟ボランティアガイドの発足
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協議会設置後の各種取り組みの状況②
時期 内容

平成28年7月 ・ラムサール条約登録湿地関係市町村会議に参加
・藤前干潟（名古屋市）ビジターセンター・活動センター視察
・日中韓⼦ども湿地保全交流（韓国）にラムサールクラブ員3名を派遣

平成28年8月 ・KODOMOラムサール（北海道）にラムサールクラブ員3名を派遣
・有明海ラムサール条約湿地連携会議を設置（佐賀市、⿅島市、荒尾市）
・宍道湖（出雲市）自然館・グリーンパーク視察

平成28年9月 ・東よか干潟底生生物調査の実施
・東よか干潟自然観察会の実施（東与賀中学校2年生）

平成28年11月 ・東よか干潟自然観察会の実施（東与賀小学校5年生）
※その他、海岸清掃活動、県イベントでの活動発表、各種イベントでのパネル展などを実施

3
日中韓⼦ども湿地保全交流 KODOMOラムサール 自然観察会



東アジア・オーストラリア地域
渡り性水鳥重要生息地ネットワーク

■東アジア・オーストラリア地域渡り性水鳥重要生息地ネットワークとは
東アジア・オーストラリア地域の渡り性水鳥とその生息地の保全を目的として、

2006年に発足した国際的な枠組み「東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・
パートナーシップ（EAAFP）」の下に設置されているネットワーク。

このネットワークには、一定の基準を満たす渡り性水鳥の保全上重要な生息地が参
加しており、渡り性水鳥に関する普及啓発や保全活動、調査研究が進められている。
●参画者：関係国政府（17）、国際機関（6）、NGO（11）、企業（1）の計35主体が参画
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東アジア・オーストラリア地域
渡り性水鳥重要生息地ネットワーク

■東よか干潟の当該ネットワークへの参加
●参加基準

東よか干潟には、ズグロカモメ、クロツラヘラサギ、メダイチドリ、ダイゼンの
個体群の個体数の１％以上が定期的に飛来しており、それらの種を含めて１万羽以
上の渡り性水鳥が定期的に飛来していることから、参加のための基準を満たす。
●参加地

ラムサール条約登録湿地の範囲（218ｈａ）
●参加日

平成28年5月5日
○参加サイト：17か国の124サイトが参加

国内では33番目の参加

【参加認定証】 【参加認定証の授与式】 5



「環境保全」、「ワイズユース」、
「交流・学習」

に係る取り組みの現状と課題等について

【報告】
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取り組みの現状と課題など

ラムサール条約は、湿地の生態系の保全はもとより、湿地の恵みを⼈の利益
のために持続的に利⽤していくワイズユース（賢明な利⽤）を基本理念として
います。

また、この2つの基本理念を多くの⼈に伝えるため、交流・学習・普及啓発を
ベースとして、湿地の価値を多くの⼈が認識することが重要とされています。

そのため、ラムサール条約湿地への登録後、市をはじめ地元や関係者など
様々な主体が、東よか干潟の環境保全、ワイズユース、交流・学習活動を進め
ています。

一⽅で、これらの理念を実現する過程で、様々な課題が⾒えてきました。
そこで、これまでの主な各種取り組み事例、課題、そして様々なご意⾒など

を、次のとおりまとめました。

●本協議会委員へのアンケートの
内容をベースに記載しています。

●東与賀小学校の児童が考えた
“フューチャープラン”
も一部盛り込んでいます。

7【東よか干潟のフューチャープラン（一部抜粋）】⇒



取り組みの現状と課題など（環境保全）

●ボランティアによる海岸清掃活動
・有明海クリーンキャンペーン・アクトクリーン佐賀 約1,000⼈
・コスモアースコンシャスアクトクリーン・キャンペーン 約300⼈
・佐賀南ロータリークラブなど 約100⼈

●シチメンソウ保全活動
・シチメンソウを育てる会による保全活動

●モニタリングサイト1000（環境省）による基礎的な環境情報の収集
●定例探鳥会の実施による渡来鳥種の記録
●干潟の生物と底質環境の調査
●底生生物調査（市）

・東よか干潟に生息する底生生物の実態調査（現在調査中）

■現状

アクトクリーン佐賀 コスモアースコンシャスアクト シチメンソウ保全活動 8



取り組みの現状と課題など（環境保全）

●海岸漂着物対策
●干潟環境の変化

・潟泥が海岸遊歩道上に堆積など
●干潟の環境の把握

・渡来する野鳥のデータ以外に、干潟の環境を測定できるデータがない。

●「ポイ捨て」が巡りめぐって干潟に悪影響を及ぼしていることの周知・啓発
●海岸清掃活動にポイント制を導入し、ボランティア活動の活性化を図る。
●有明海に流れ込む河川の環境保全（清掃、水生生物の回復、源流の森づくり）
●潟泥の堆積状況の把握と干潟の環境改変スピードに伴なう中⻑期的な対応の検討

■課題

■意⾒
海岸漂着物 海岸遊歩道に潟泥の堆積海岸漂着物撤去状況
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取り組みの現状と課題など（ワイズユース）

●漁業 ●定例探鳥会の実施
●有明海水産物のレシピの開発、レシピコンペの実施
●夕暮れコンサート＆干潟の十五夜を観る会の開催
●干潟の祭典シチメンソウまつりの開催
●ラムサールウォーキングの開催
●土産物（ムツゴロウ、ワラスボの加工品）の販売

■現状

漁業（タカッポ漁） ムツゴロウ 探鳥会

シチメンソウまつり ラムサールウォーキング 加工品の詰め合わせ 10



取り組みの現状と課題など（ワイズユース）

●観光への利⽤
・新規来訪者の獲得とリピーターの確保のための対策も必要
・体験型エコツアーの開発など、イベントの企画・開催も必要

●産業への利⽤
・現地に年間を通して飲⾷店や土産物の販売がないことから、来訪者の満足度の向

上につながっておらず、地域経済の振興にも結びついていない。

●関係者の連携強化と具体的なプロジェクトの⽴ち上げ、予算の確保
●周辺域で生産される農水産物のブランド化（栽培時の無農薬等の付加価値必要）
●東与賀町特産のアスパラ、イチゴなどの農産物と水産物の加工品づくりの取組み
●地元産⾷材を使⽤したラムサールメニューの飲⾷店等との開発
●上記販売売上⾦の一部を保全活動に充当
●「癒しの場」としての活⽤
●ワイズユースの主体は⾏政か、それとも市⺠団体か。

■課題

■意⾒
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取り組みの現状と課題など（交流・学習）

●干潟の交流学習会の開催 ●シンポジウムの開催
●干潟の生物調査、野鳥観察会の実施 ●小中学校の学習支援事業の実施（市）
●ラムサールクラブの運営（市） ●ボランティアガイドの養成・運営（市）
●KODOMOラムサール（国内登録湿地の⼦ども会議）への参加（市）
●ラムサール条約登録湿地関係市町村会議への参加（市）
●東よか干潟ガイダンスルーム（展示スペース）の運営（市）

■現状

干潟の交流学習会 干潟の生物調査有明海干潟サミット

東よか干潟ラムサールクラブ 東よか干潟ボランティアガイド 東よか干潟ガイダンスルーム 12



取り組みの現状と課題など（交流・学習）

●⼈材の確保
・専門知識や技能を有する⼈材（指導者）の確保が必要
・ラムサールクラブの卒業生の受け皿（活動⺟体）がない

●学習プログラム
・年齢や習熟に応じた学習プログラムが確⽴されていない

●取り組みの拡大
・交流・学習活動を市内全域に広げていくことが必要

●交流・学習の場
・現地において、常時交流・学習をする場がない

●いつ来ても学べる学習のための施設や設備の充実
●学習を深めていくためには拠点となる場と“⼈財”が不可⽋
●教育⾏政でのカリキュラムに東よか干潟を組み込み実施しなければ進まない
●小学生向けにクリーク、⾥⼭、干潟などパッケージ化したテーマを作り、学校の

環境社会教育として活⽤してもらう仕組みづくり
●東よか干潟は嘉瀬川流域最下流の貴重な財産。⼭と海との交流の場としても最適で

あるため、⼭の⼦と海の⼦との相互交流を⾏い、⼭と海との関係を理解し合うこと
も重要。

■課題

■意⾒
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取り組みの現状と課題など（自由意⾒）

●干潟を保全し利活⽤していく上で、干潟自体を常時の活動の場として利⽤するこ
とは生物や野鳥の生息・渡来に大きな影響があるため、配慮をお願いしたい。

●干潟は一⾒地味な場所であるが、地球上で最も生産性の⾼い場所の一つである。
干潟の生物や渡来する野鳥を通じて干潟の価値を知ってもらい、地域の⼈達の誇
りとなってほしい。また、世界に向けての情報発信も必要。

●環境学習を進めていく上では、⼦ども達が干潟の生物や野鳥を観察できる拠点と
なる施設が必要。先進地の事例を参考にしてほしい。

●現地で環境調査を実施する上で苦労する点は、泥を洗う場所がないこと。近くに
洗い場の設備があれば調査労⼒の軽減につながる。

●干潟を身近に体験してもらうため、シチメンソウヤードの一角を⼦ども達が自由
に出入りできる開放エリアを設けてはどうか。

●東よか干潟をＰＲし観光客が来たとしても、現地には⽴ち寄る施設がない。野鳥
観察デッキやくつろげる施設が必要ではないか。天気や潮汐により目当てのもの
を観ることができないことが多々ある。これではリピーターは望めない。

●現代社会において、東よか干潟は数少ない現存する大自然がある。この自然環境
が破壊されないよう、地元の佐賀市⺠が一度は訪れることが大切である。

●荒尾干潟と肥前⿅島干潟での活動状況を調査して、東よか干潟でもできることを
実施する。また、3地区の交流会を開催し意⾒交換を⾏うことも大切。

●東よか干潟の知名度向上のため、バードウォッチャーを増やす。
●これまで培われてきた有明海特有の伝統漁法や干潟と⼈との営み、干拓の歴史な

どについて、その⽂化や歴史を記録として残し後世に継承することが大切。

意
見
等
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キーワード

環境保全 ワイズユース 交流・学習 その他

ボランティア
清掃活動
シチメンソウ
保全活動
環境情報
収集、記録、調査
海岸漂着物
干潟環境
変化、潟泥、堆積
データ、測定
ポイ捨て、悪影響
ポイント制、活性化
河川、環境保全
水生生物
源流、森づくり
環境改変、中⻑期的

漁業、探鳥会、水産物
レシピ、開発
コンサート
十五夜を観る会
シチメンソウまつり
ウォーキング
観光、リピーター
エコツアー、開発
イベント、産業
飲⾷店、土産物、販売
満足度、向上
地域経済、振興
連携強化、農水産物
プロジェクト、
ブランド、加工品
付加価値
ラムサールメニュー
癒しの場

交流学習会
シンポジウム
生物調査
野鳥観察会
学習支援
ラムサールクラブ
ボランティアガイド
KODOMOラムサール
ガイダンスルーム
⼈材、専門知識、技能
指導者、活動⺟体
学習プログラム
施設、設備、拠点
教育⾏政
パッケージ化
環境社会教育
⼭、海、交流

生産性、価値、地域
誇り、環境学習
拠点、世界
情報発信、環境調査
洗い場、設備
調査労⼒、軽減
シチメンソウヤード
開放エリア
観察デッキ
くつろげる施設
天気、潮汐
リピーター、荒尾干潟
肥前⿅島干潟
交流会、意⾒交換
知名度向上
バードウォッチャー
伝統漁法、営み
干拓、歴史、⽂化
記録、後世、継承

※赤⽂字：「拠点施設」と関連付けられるキーワード
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【参考】東よか干潟への来訪者数の推移
■佐賀市干潟よか公園 来園者数

東よか干潟に隣接する干潟よか公園への来園者数

■東よか干潟ガイダンスルーム 来館者数
干潟よか公園内に整備した展示スペースへの来館者数

（Ｈ27年10月31日オープン）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

【Gルーム】H27年度来館者数 128 1,554 711 644 763 1,173

【Gルーム】H28年度来館者数 1,494 2,708 523 1,227 1,309 620 1,567
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

【公園】H26年度来園者数 12,380 31,865 11,115 13,000 17,580 26,385 21,120 114,680 2,340 10,260 3,600 18,860

【公園】H27年度来園者数 13,440 35,830 15,030 18,260 24,790 25,880 34,280 95,900 15,080 12,380 16,780 33,500

【公園】H28年度来園者数 41,880 66,980 19,790 62,570 46,200 21,000 48,990
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東よか干潟環境保全及びワイズユース計画
（仮称）の策定に向けて Ⅰ

【議事】

17



計画策定の趣旨

国際的に重要な湿地としてラムサール条約湿地に登録された東よか干潟は、日本
一の干満の差を持つ、単一の干潟としては国内最大級の有明海の干潟の一部であ
り、古くから伝統的な漁業が営まれ、⼈と自然が共存した豊かな生態系の中で、多
様な生物が育まれてきました。また、豊富な餌資源を求めて渡来する渡り鳥の国内
屈指の中継地及び越冬地となっており、特にシギ・チドリ類の渡来数は日本一を誇
ります。さらに、東よか干潟周辺には、秋になると真っ赤に⾊付き「海の紅葉」と
呼ばれるシチメンソウの国内最大の群生地が広がっています。

このかけがえのない豊かな自然環境を郷土の、そして世界の財産として守り、未
来へ引き継ぐとともに、観光、教育、研究、交流の拠点となることを目指し、東よ
か干潟に関わる関係者、市⺠及び⾏政が、相互に連携・協⼒しながら、東よか干潟
の環境保全とワイズユースを進めていくための指針となる計画を策定します。

なお、計画の策定にあたっては、東よか干潟がラムサール条約湿地に登録され、
その認定証の授与式が執り⾏われたラムサール条約第12回締約国会議（COP12）
で決議された、「ラムサール条約戦略計画2016-2024」及び「ラムサール条約
CEPAプログラム2016-2024」の主旨を踏まえた内容とします。
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【参考】ラムサール条約戦略計画
■ラムサール条約戦略計画2016-2024

2016〜2024年のラムサール条約の実施の基礎となる戦略計画では、「全ての湿地の保全及びワイズ
ユース」を条約の使命とし、また「湿地が保全され、再生され、湿地の恩恵が全ての⼈に認識され、価
値付けられること」を⻑期目標とし、更に4つの目標と19の個別目標を掲げている。

Goal 1：湿地の減少及び劣化の要因への対処
Target 1 国・地域の政策や計画における湿地の恩恵への考慮
Target 2 湿地生態系が必要とする水量を尊重した水利⽤
Target 3 公共セクターと⺠間セクターによるワイズユースの推進
Target 4 優先的に対処すべき外来生物の防除・根絶

Goal 2：ラムサール条約湿地ネットワークの効果的な保全と管理
Target 5 ラムサール条約湿地の生態学的特徴の維持・再生
Target 6 ラムサール条約湿地の面積、数、生態学的連続性の大幅な増加
Target 7 生態学的特徴が変化する危機にある条約湿地における脅威への対処

Goal 3：あらゆる湿地のワイズユース
Target 8 国家湿地目録の作成・更新、配布、使⽤
Target 9 統合的な資源管理を通じたワイズユースの強化
Target 10 先住⺠の社会及び地域社会の参加。それらの伝統的知識・実践等の尊重
Target 11 湿地の機能・サービス・恩恵の証明・⽂書化・配布
Target 12 湿地再生の進展
Target 13 関係主要セクターの持続可能性の向上

Goal 4：実施強化
Target 14 科学的⼿引きや技術的⽅法論の作成・配布
Target 15 ラムサール地域イニシアティブの強化・発展
Target 16 CEPAを通じた湿地保全・ワイズユースの主流化
Target 17 資⾦やその他資源の確保
Target 18 国際協⼒の強化
Target 19 能⼒機構の向上 19



【参考】ラムサール条約CEPAプログラム
■ラムサール条約CEPAプログラム2016-2024

湿地の保全やワイズユースを⼈々に促す活動の⼿引きとして2016〜2024年のラムサール条約のCEPA
（コミュニケーション・能⼒養成・教育・参加・普及啓発）プログラムを採択したもの。

包括的目標として「⼈々が湿地の保全とワイズユースのために⾏動を起こすこと」を掲げており、9つ
の目標と43の個別目標によって達成される成果を通してビジョンを具現化することとされている。

Goal 1：制度的メカニズムを提供し、関連するネットワークを構築・⽀援することによって、CEPAプログラムの効果的
な実施を⽀えるためのリーダーシップを確保する。

Goal 2：適切な場合に、CEPAの取り組みを条約の政策⽴案、計画策定、実施の全てのレベルに組み⼊れる。

Goal 3：賢明な利⽤原則の実施に携わる者、特に各湿地の管理に直接携わる者を⽀援する。

Goal 4：ラムサール条約の実施に直接の責任を負う⼈々の、個⼈としての、また、組織及び集団的な能⼒を養成する。

Goal 5：様々なステークホルダー（利害関係者）が湿地管理に確実に参加できる仕組みを創り出し、⽀援する。

Goal 6：湿地と湿地がもたらす生態系サービスに対する意識、評価、理解を向上させることを目指して、社会の多様な分
野の⼈々を対象としたプログラム、プロジェクト及びキャンペーンを実施する。

Goal 7：条約の目的を推進する活動の触媒や重要な活動主体として、湿地センターや他の環境センターの役割を認識し、
⽀援する。

Goal 8：条約のすべての活動主体が公教育の場やラムサール条約登録湿地で利⽤できるような、生態系の価値やサービ
ス、ならびに湿地の価値についての意識を向上させる学習教材の作成と配布を⽀援する。

Goal 9：STRP（ラムサール条約科学技術検討委員会）から提供される手引きと情報が、採択された決議に沿って、かつ
CEPAプログラムと緊密な連携を図りながら作成されることを確保し、また、特定された対象者に対する普及伝達
が最も効果的なコミュニケーション手段を通じて確実に⾏われる。

※目標（ゴール）のみ抜粋
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計画の策定に向けて①

■計画の名称
東よか干潟環境保全及びワイズユース計画（仮称）

■計画の策定主体
東よか干潟環境保全及びワイズユース検討協議会（規約第3条第3号）

■計画の期間
2024年度（平成36年度）までの計画とする。
なお、東よか干潟の自然環境や社会情勢などの変化、関連する計画等

の改定状況を踏まえ、計画策定後概ね3年を目処に、必要に応じて⾒直
し、改定を⾏う。

■計画が対象とする範囲
東よか干潟及びシチメンソウヤードの周辺一帯とする。
なお、計画上は「東よか干潟」と総称する。

21



計画の策定に向けて②

■計画の構成（体系の大枠）
１ 計画の策定にあたって

・計画策定の趣旨
・計画の位置づけ
・計画の期間

２ 計画策定の背景と課題
・東よか干潟の概要
・東よか干潟の特徴
・東よか干潟における課題

３ 計画の基本方針
・基本⽅針
・東よか干潟の将来像

４ 計画の目標
・施策の体系
・具体的な取り組み

５ 計画の推進
・計画の推進体制
・進⾏管理の⽅法

基本方針 計画の目標 具体的な取り組み

１ ○○○
（1）・・・・・・

２ ○○○
（1）・・・・・・

３ ○○○
（1）・・・・・・

４ ○○○
（1）・・・・・・

５ ○○○
（1）・・・・・・

６ ○○○
（1）・・・・・・

○・・・・・・・・・・・・・・・・
○・・・・・・・・・・・・・・・・

○・・・・・・・・・・・・・・・・
○・・・・・・・・・・・・・・・・

○・・・・・・・・・・・・・・・・
○・・・・・・・・・・・・・・・・

○・・・・・・・・・・・・・・・・
○・・・・・・・・・・・・・・・・

○・・・・・・・・・・・・・・・・
○・・・・・・・・・・・・・・・・

○・・・・・・・・・・・・・・・・
○・・・・・・・・・・・・・・・・
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計画の策定に向けて③
■計画の基本的な⽅針

東よか干潟は、動植物の生息地としてだけでなく、私たちの生活を支
える自然環境として保全し、この湿地から得られる恵みなどを賢く利⽤
しながら、⼈と自然環境が永続的に共存していくことが求められます。

そのためには、湿地の重要性について多くの⼈が学ぶ機会をつくり、
湿地に関わる関係者が情報を共有し、連携・協⼒する仕組みづくりが重
要です。

このことから、ラムサール条約の柱である「保全・再生」、「ワイズ
ユース（賢明な利⽤）」、「交流・学習・普及啓発」の3つのキーワー
ドを基に、今後基本的な⽅針を定めるものとします。

CEPA:Communication、Education、Participation and Awareness（コミュニケーション・能⼒養成・教育・参加・普及啓発） 23



計画の策定に向けて④
■計画の策定体制

計画が具体的で分かりやすく実効性のあるものとするため、規約第8
条の規定に基づく部会を設置し、専門的⾒地からの効果的な計画づくり
を推進します。

■部会
計画の基本的な⽅針を決定する上でのキーワードに沿って、以下のと

おり3つの部会を設置します。また、計画づくりを進めていく中で、特
にワイズユースと交流・学習を進める上でのポイントになると想定され
る、“拠点施設の設置の検討”についても、部会を設けて協議を進めるこ
ととします。

環境保全
検討部会

交流・学習
検討部会

拠点施設
検討部会

ワイズユース
検討部会

24



東よか干潟環境保全及びワイズユース計画
（仮称）の策定に向けて Ⅱ

【議事】

25



計画の策定に向けて⑤

■部会の機能
部会名 協議事項

環境保全検討部会 ・現状と課題の整理
・基本⽅針素案の協議
・具体的な取り組み事項の協議
・計画素案の協議 など

ワイズユース検討部会 ・現状と課題の整理
・基本⽅針素案の協議
・具体的な取り組み事項の協議
・計画素案の協議 など

交流・学習検討部会 ・現状と課題の整理
・基本⽅針素案の協議
・具体的な取り組み事項の協議
・計画素案の協議 など

拠点施設検討部会 ・拠点施設全般に関する協議 など

26



計画の策定に向けて⑥

■部会の構成
ワイズユース

検討部会
交流・学習
検討部会

環境保全
検討部会

・東与賀まちづくり協議会
・佐賀県農業協同組合
・佐賀県有明海漁業協同組合
・佐賀市観光協会
・佐賀商工会議所
・佐賀市南商工会
・有明海ぐるりんネット

・佐賀市自治会協議会
・東与賀小学校
・東与賀中学校
・日本野鳥の会佐賀県支部
・佐賀野鳥の会
・温暖化防止ネット

・東与賀自治会⻑会
・シチメンソウを育てる会
・佐賀大学
・佐賀自然史研究会

拠点施設
検討部会

協議会会⻑、副会⻑
各部会⻑
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計画の策定に向けて⑦

■計画策定のスケジュール
協議会/部会 時期 内容

平成28年12月末まで
・アンケートによる課題、意⾒等の吸い上げ
・地元小中学生やボランティアガイドへも個別依頼

事務局 平成29年1月中 ・アンケートを取りまとめ、部会検討材料の整理

部会 平成29年2月〜3月
・アンケート結果などに基づき、基本⽅針素案の作成
・今後の具体的な取り組みの洗い出し

事務局 平成29年4月〜6月 ・計画素案の作成

部会 平成29年6月 ・計画素案の審議

部会 平成29年7月 ・計画素案の審議

協議会 平成29年8〜10月 ・計画素案の審議、策定

※作業の進捗等により時期や内容が変更になることがあります。
28



アジア湿地シンポジウム2017の
佐賀市開催について

【その他】
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【お知らせ】アジア湿地シンポジウム2017
アジア湿地シンポジウム2017の佐賀市開催について

■アジア湿地シンポジウム2017（AWS2017）
アジアの湿地保全関係者が一同に会し、湿地の賢明な利⽤と管理のための経験・技術・

⼿法等の集積、共有等を通じて関係者の連携を強化し、アジアの湿地の賢明な利⽤の促進
を目指します。

今回は8回目の開催となり、国内では1992年（平成4年）に第1回アジア湿地シンポジウ
ムが滋賀県大津市及び北海道釧路市で開催されて以来、25年ぶりの開催となります。

■日程等
●期日 平成29年11月7日（⽕）〜11日（土）
●場所 佐賀市
●主催 環境省、日本湿地学会、日本国際湿地保全連合、ラムサールセンター
●共催 佐賀県、佐賀市、⿅島市、荒尾市、ラムサール条約東アジア地域センター ※予定含む

■参考：これまでの開催地
●第1回 1992年10月 大津市・釧路市
●第2回 2001年8月 マレーシア・ペナン
●第3回 2005年2月 インド・ブバネシュワル
●第4回 2008年6月 ベトナム・ハノイ
●第5回 2011年7月 マレーシア・コタキナバル
●第6回 2011年10月 中国・無錫
●第7回 2014年11月 カンボジア・シェムリアップ 30

【AWS2014（カンボジア）】

出典：RCJ ラムサールCOP12報告会


