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平成２８年度東よか干潟環境保全及びワイズユース検討協議会 

議事概要 

 

日時：平成２８年１１月２１日（月） 

                         １４時００分～１５時２５分 

場所：佐賀市保健福祉会館 １階 

   わくわく健康ルーム 

 

■出席者 

・東よか干潟環境保全及びワイズユース検討協議会会員 １８人 

・オブザーバー ２人 

・事務局 ５人 

  ※別紙名簿のとおり 

 

■傍聴者 

 ・佐賀新聞社 

 ・朝日新聞社 

 ・西日本新聞社 

 ・九州地方環境事務所 

 

■議事内容 

１ 開会 

事務局：本日はご多忙の中、東よか干潟環境保全及びワイズユース検討協議会に多数ご

参加いただき、本当にありがとうございます。本日の司会・進行を務めさせていただき

ます、佐賀市環境政策課長の百崎と申します。よろしくお願いいたします。まず会議に

先立ちまして、事務連絡をさせていただきたいと思います。本協議会は、「佐賀市審議

会等の会議の公開に関する規約」に基づき、会議を公開とさせていただきます。そのた

め、本日記者の方に入っていただいておりますので、ご了承をお願いしたいと思います。

また、本日の議事録を作成するために、音声を録音させていただくことにしております

ので、どうぞご了承をお願いいたします。それでは早速ではございますけれども、お手

元にお配りしております次第に従いまして、会議を始めさせていただきます。まず、当

協議会の会長であられます石丸会長からごあいさつをいただきます。 

 

２ 会長あいさつ 

会長：改めましてこんにちは。本日はご多忙の中、東よか干潟環境保全及びワイズユー

ス検討協議会にご出席していただきましてありがとうございます。今年、ラムサール条
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約に登録されて１年が過ぎましたけど、その折には皆様にいろいろご協力をいただきま

して、記念イベントを盛大に開催させていただくことができました。 

また、先日バルーンの世界選手権と同時期に行われましたシチメンソウまつりにも、

多くの方のご来場をいただいております。その際にも、野鳥や広大な干潟を見ていただ

き感動された方も、中には多々いらっしゃったと聞いております。県内外、特に関東関

西の人が干潟を見て、こういう所もあったのかという感銘を受けられた感じがしました。 

その一方で、皆さん方ご存知のとおり、東よかの干潟は、有明海の湾の一番奥に位置

していまして、毎年のように災害・大雨が降れば干潟が漂着物で覆われるわけですけど、

今年も時期６月以降そういうことになりましたけれども、おかげさまで県の協力を受け

ながら、漂流物がきれいに取り除かれております。その一方、シチメンソウもあの場に

いっぱい生息しておりましたけれども、少しだけ残ってほとんど全滅のようになってし

まい、残念な気もしているところです。しかし清掃イベントの参加者が年々増えており

まして、今後もボランティアが増えてくれればいいなと思っているところです。 

さて、協議会が設置されて１年が経過したところですが、この間、皆様方におかれま

しては、それぞれの立場で、干潟の保全やワイズユース、そして交流・学習への取り組

みを進められていることに対しまして、お礼を申し上げたいと思います。 

本日は、東よか干潟の保全とワイズユースを進めていく上での指針となる計画づくり

に向けて、協議をしていただきます。皆様方からは、それぞれの分野で意見をお願いし

たいと思います。 

いずれにしましても、世界に認められた東よか干潟を保全し活用しながら大事にして

いきたいと考えていますので、皆様方の協力をお願い申し上げまして、あいさつに代え

させていただきます。 

今日はどうもありがとうございます。 

 

３ 出席者紹介 

事務局：会長ありがとうございます。続きまして、今回が今年度初めての会議となって

おります。また、今年度から会議に参加していただく方が変わられた団体もございます

ので、改めまして本日出席をしていただいている皆様から自己紹介を承りたいと思いま

す。まず石丸会長のほうから、そして次に郡山副会長のほうにお願いしたいと思います。 

会長：私、会長を務めさせていただいております、東与賀でシチメンソウを育てる会の

会長をしております、石丸と申します。よろしくお願いします。 

副会長：副会長をしております、佐賀大学の郡山と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

東与賀まちづくり協議会：皆さんこんにちは。東与賀まちづくり協議会の会長を務めて

おります、東島です。よろしくお願いします。 

東与賀まちづくり協議会：こんにちは。東与賀まちづくり協議会の副会長をしておりま
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す、副島です。よろしくお願いします。 

佐賀市自治会協議会：佐賀市自治会協議会の会長、小城原と申します。よろしくお願い

いたします。 

東与賀自治会長会：東与賀の自治会長会の長をしております、園田です。どうぞよろし

くお願いします。 

佐賀市立東与賀小学校：こんにちは。東与賀小学校の校長の梶原でございます。今年度

からでございます。よろしくお願いします。 

佐賀市立東与賀中学校：こんにちは。東与賀中学校校長、山下でございます。よろしく

お願いいたします。 

佐賀県農業協同組合：こんにちは。佐賀県農業協同組合佐城地区中央支所の奥野と言い

ます。今回が初めてになりますが、よろしくお願いします。 

佐賀県農業協同組合：佐賀県農業協同組合の東与賀支所の支所長をしております、福島

です。よろしくお願いします。 

佐賀県有明海漁業協同組合：佐賀県有明海漁業協同組合の専務をしております、田上と

申します。よろしくお願いいたします。 

佐賀市観光協会：佐賀市観光協会の久光と申します。今日は事務局長の菖浦が出張され

ておりまして、代理で出席しております。よろしくお願いいたします。 

佐賀市南商工会：皆さんこんにちは。佐賀市南商工会の副会長をしております、吉村で

す。東与賀の支部長も兼ねております。どうぞよろしくお願いします。 

佐賀自然史研究会：こんにちは。佐賀自然史研究会の副島です。どうぞよろしくお願い

いたします。 

日本野鳥の会佐賀県支部：こんにちは。日本野鳥の会佐賀県支部の宮原と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

佐賀野鳥の会：佐賀野鳥の会の会長の中村です。佐賀野鳥の会創立 53 年目になります。 

NPO 法人有明海ぐるりんネット：皆様こんにちは。NPO 法人有明海ぐるりんネットの

事務局長を務めております、古川と申します。この場ではございますけれども、昨日荒

尾それから鹿島、佐賀を横断しまして、民間レベルでのサミットを行いまして、３市の

皆様には大変ご尽力をいただきました。ありがとうございました。 

NPO 法人温暖化防止ネット：こんにちは。環境系 NPO 法人の橋本と申します。よろ

しくお願いいたします。 

事務局：会員の皆様ありがとうございました。また、本日は環境省と佐賀県のほうから

オブザーバーとして、ラムサール条約の担当の方にお越しいただいておりますので、紹

介を受けたいと思います。 

環境省：こんにちは。環境省九州地方環境事務所野生生物課の横田と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

佐賀県：県の有明海再生・自然環境課、杉原と申します。今日課長不在のため、代理で
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出席しております。よろしくお願いいたします。 

事務局：ありがとうございます。最後に事務局のほうから紹介したいと思います。 

事務局長：皆様こんにちは。本日はお忙しい中ご参加いただきありがとうございます。

佐賀市の環境部長の喜多でございます。旧佐賀市時代にですね、環境部のほうにおりま

して、その時からしますと地域が広がってですね、今日の議題もそうなんですけれども、

本当に大きな市になっていろいろと取り組むことが大きくなったという感じを受けて

おります。今日はどうぞよろしくお願い申し上げます。 

事務局：改めまして、佐賀市環境部環境政策課長の百崎と申します。どうぞ皆様よろし

くお願いいたします。 

事務局：こんにちは。同じく佐賀市環境政策課の副課長の倉持と申します。よろしくお

願いいたします。 

事務局：こんにちは。佐賀市環境政策課の自然環境係の田中と申します。よろしくお願

いいたします。 

事務局：皆さんこんにちは。同じく自然環境係の溝口と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。 

事務局：皆様ありがとうございました。それではこれから会議に入らせていただきます。

規約の第７条第１項の規定によりまして、会議の議長は会長が務めることになっており

ますので、これ以降は石丸会長にお願いしたいと思います。 

 

４ 報告 

会長：それでは、私のほうで会議を進めさせていただきたいと思います。早速ですけ

ど報告をですね、（１）協議会設置後の各種取り組みの状況についてと、（２）「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、事務

局から説明をお願いします。 

 

（１）協議会設置後の各種取り組みの状況について 

事務局：はい。それではですね、私のほうから説明を申し上げたいと思います。皆さ

んお手元の A４横書きの写真が付いている資料なんですが、その２ページ目をご覧くだ

さい。お手元にお配りしている資料とスクリーンに写しているものは同じものですの

で、どちらを見ていただいても構いません。どうぞよろしくお願いいたします。 

まずは、協議会設置後の各種取り組みの状況ということでご説明いたします。昨年

の１１月、ちょうど１年前になりますけど、東よか干潟環境保全及びワイズユース検

討協議会を設置いたしました。翌２８年２月には、現地視察という形で東よか干潟と、

鹿島市にあります肥前鹿島干潟への視察をさせていただきました。あと、平成２８年

３月２６日になりますが東与賀海岸の堤防にございますけども、双眼望遠鏡を５台新

規で設置させていただいております。例えば野鳥であるとか、干潟の生物であるとか、
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普段なかなか間近で見れないものを望遠鏡を通して実際に見て親しんでいただくため

に、無料の望遠鏡を５台設置させていただきました。左下のほうに写真がありますが、

これとは別にほかの場所に２台、そのうち１台は身障者の方でも気軽に見れるように

低いものを特注で製作しております。これまで望遠鏡を利用された方々にはかなり好

評で、利用していていただいていることは大変ありがたいと思っています。その時に

合わせて、東よか干潟のロゴマークを発表させていただきました。ロゴマークにつき

ましては、第２回の協議会、現地視察の際に皆様にロゴマークの案を見ていただきま

して、どれが良いかという意見をいただいております。そういう意見も踏まえてロゴ

マークを決定させていただきました。このページの右上についているマークが、ロゴ

マークになります。説明いたしますと、正面には鳥のデザインがございますけども、

クロツラヘラサギという大変希少な野鳥ですが、東よか干潟に多数飛来するというこ

とで地元の子ども達が皆知っている本当に親しみがある鳥です。そのような鳥をモチ

ーフにして、正面に置いているということでございます。その足を見てみますと R 型

になっていますけど、ラムサールの R を表現しているということでございます。その

横にはシチメンソウをあしらっています。一番下にある輪ですが、これは有明海の干

満の差約６m を表現して６つの輪を描いております。そういったロゴマークですが、

東よか干潟のシンボルとして、我々のほうではパンフレットやチラシ、いろんな媒体

に利用をしているということでございます。あわせてその時に、野鳥観察会を野鳥の

会の協力により開催させていただきました。 

次にまいります。４月になりまして、「ぐるっと世界遺産観光バス」を佐賀市のほう

で運行させていただいております。平成２７年度から南部の観光拠点に、２７年度は

南部周遊バスと言っておりましたが、２８年度からは「ぐるっと世界遺産観光バス」

とリニューアルしたところでございます。東よか干潟、世界遺産である三重津海軍所

跡、筑後川の昇開橋をめぐる観光バスでございます。土日と祝日に、午前１便午後１

便運行しています。続きまして、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いたしました。渡り鳥の生息地

及び渡り鳥自体を保全するという枠組みですけれども、後ほど説明したいと思ってお

ります。５月７日には、ラムサール条約湿地登録１周年記念イベントを開催いたしま

した。干潟よか公園、東よか干潟周辺で行いました。その際には、皆様方にご協力を

いただきまして、大勢の方に参加していただきまして、約５，０００人の参加者がい

らっしゃったということでございます。その時に合わせて、東よか干潟ラムサールク

ラブ、それと東よか干潟ボランティアガイドが発足しております。ラムサールクラブ、

いわゆる子ども達の団体、東与賀町づくり協議会に協力していただいているんですけ

れども、ラムサールクラブにつきましては、ラムサール条約に登録される以前から、

平成２６年から東与賀の小中学校の児童生徒を対象に、登録への機運を盛り上げると

いう意味合いも含めて結成された団体でありますけれども、昨年ラムサール条約に登
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録されまして、今まで対象を東与賀町内としていたものを市内全域に広めようという

形で、今年度から一般公募をし全地域から２６名小学校４年生から中学校３年生まで、

頑張って活動をしております。次に東よか干潟ボランティアガイドですが、やはり現

地でご案内するガイドさんが必要ということもございまして、今年の２月からこれも

一般公募をして養成を続けてきました。２月から６月まで研修や実際の訓練を積みま

して、７月から実際に活動をしていただいております。活動日につきましては、土日

と祝日、またシチメンソウまつりなどの大きなイベントがある際には多めに動員をさ

せていただいて、現地でご案内をさせていただいているという状況でございます。こ

れも遠方から来られた皆様から好評をいただいておりまして、これまで７月から活動

をして１０月までの集計ですが、約２，０００人の方をご案内しているという状況で

す。 

次に参ります。平成２８年７月になります。ラムサール条約登録湿地関係市町村会

議に参加しました。これは全国の登録湿地の自治体職員が、情報交換や交流をする場

なんですけれども、そこに東よか干潟が加入したということでございます。名古屋市

で開催されたので、それと合わせて、名古屋市にある藤前干潟のビジターセンターを

視察させていただきました。その下、日中韓子ども湿地保全交流にラムサールクラブ

員３名を派遣したということでございます。今年７月の２６日から３０日まで、４泊

５日ですが韓国の安山市で開かれました、日中韓の子ども達によるラムサールの交流

会ですね。日中韓と言いますけども、カンボジアやミャンマーの子ども達も参加して

約５０人の子ども達がお互いの湿地を紹介しあったりとか、韓国の湿地を勉強したり

とか、そういった活動に参加をさせていただいたということでございます。平成２８

年８月になりますけれども、KODOMO ラムサールにラムサールクラブ員子ども３名

を派遣しました。KODOMO ラムサールというのは国内の枠組みですが、いわゆる子

ども達による子ども会議で、ある一定の課題のようなものを与えて、子ども達が自分

たちで解決して導き出すというような会議でございます。北海道の稚内の下にある浜

頓別という町のクッチャロ湖という所がラムサール条約に登録されております。その

クッチャロ湖をフィールドに約３２人の子ども達が参加して、いろんな交流を行った

というところでございます。 

次に、有明海ラムサール条約湿地連携会議を設置したというところでございます。

有明海をフィールドとしまして、佐賀市の東よか干潟、鹿島市の鹿島肥前干潟、荒尾

市の荒尾干潟、この３つの湿地がラムサール条約に登録されています。以前から話が

あったんですけれども、連携して何かやれないかというところで、今回初めて佐賀市

のほうで呼びかけを行いまして、会議のほうを開催させていただいております。現在

２回の会議を終了したところですが、いわゆる情報交換であるとかそれぞれのイベン

トへの参加とか、今後来年度に向けて具体的な連携についても話し合いを進めている

という状況でございます。また、これとあわせて昨年度から、環境省、佐賀県、佐賀
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市、鹿島市の枠組みでも会議を開催しているというところでございます。その下、宍

道湖自然館・グリーンパーク視察と書いております。８月の末に、全国のラムサール

の関係者・研究者が集まるシンポジウムが、鳥取のほうでありました。そこに参加を

いたしまして、あわせて宍道湖にある施設を見てきたというところでございます。平

成２８年９月になりますけれども、東よか干潟の底生生物の現地調査を佐賀市のほう

で行いました。いわゆる底生生物、貝とか蟹とかですね。東よか干潟は生物の多様性

という言葉が似合う所だと思うんですけれども、実際にどういうものがどれくらいど

の範囲に生息しているのかこれまでなかなか無かったものですから、ラムサール条約

に登録されて今後保全を進めていくうえで、そういった基礎的なデータを収集したい

というところで調査を実施しました。調査結果についてはまだ出ていないんですけれ

ども、現在取りまとめを進めているところでございます。９月２７日、それとつい先

週１１月１８日になりますが、東与賀中学校２年生・東与賀小学校５年生が、干潟の

自然観察会、干潟の生物調査とか野鳥観察会を学校のほうで実施をされております。

これは毎年実施されているものでございます。佐賀市の協議会設置後の取り組みにつ

いての説明は、主なものではありますけれども以上となります。 

先ほど少し話をしました、東アジア・オーストラリア地域渡り性水鳥重要生息地ネ

ットワークについて、少し話をさせていただきたいと思います。実はこれも第２回の

今年２月に開催しました現地視察の際に、会員の皆様には、このネットワークに参加

しますというような意向をお話だけはさせていただいておりました。要は、日本も含

む渡り鳥が利用する場、そして渡り鳥自体を保全しようというような枠組みでござい

ます。この図に載せている通り、世界には渡り鳥のルートが大まかに９つくらいある

と。そういう渡り鳥が渡って行くルートをフライウェイと言いますが、佐賀市が加入

した所が真ん中のオレンジで囲っている所が該当するということになります。この枠

組みの参加につきましては、このオレンジで囲っている関係する所の１７ヶ国と国際

機関とか NGO、企業、３５の主体が参画をしているという状況でございます。 

次のページをお願いします。東よか干潟がどういったものに該当するか該当の基準

につきましては、いわゆる、飛来する野鳥、ズグロカモメ、クロツラヘラサギ、メダ

イチドリ、ダイゼン、そういうふうな野鳥の個体数の１%以上が定期的に飛来している

と、またそれを含めて１万羽以上の渡り性水鳥が定期的に飛来しているということか

ら、参加基準を満たしております。認められた場所につきましては、ラムサール条約

に登録された湿地の範囲ということで２１８ha が、このネットワークの登録地という

ことになります。参加日については、平成２８年５月５日となっております。下に写

真を載せておりますけども、平成２８年５月７日に開催しました１周年記念イベント

の時に、環境省から秀島市長に登録認定書が授与されたところでございます。今事務

局は韓国のほうにありますが、国の窓口が環境省ということで環境省から手渡しをし

ていただいたということになります。参加認定書の実物は今日お持ちしておりまして、
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あちらの前の方に、東島会長さんの後ろですけど飾っておりますので、もしよかった

ら後から見ていただきたいと思います。このネットワークにつきましては、ラムサー

ル条約とは別の枠組みになりますけれども、これまで以上に野鳥が利用する干潟の保

全が違った枠組みによっても進められるということでございます。次のページをお願

いします。 

 

（２）「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 

  事務局：続けて報告をさせていただきたいと思います。７ページをご覧ください。こ

こには、取り組みの現状と課題などと書いております。皆さんご承知のように、ラム

サール条約と言うのは、湿地生態系の保全と湿地の恵みを人の利益のために持続的に

利用していく、いわゆるワイズユース（賢明な利用）を基本理念としております。こ

の２つの基本理念を多くの人に伝えることが重要で、交流・学習・普及啓発をベース

としまして、多くの方が湿地の価値を認識することが重要とされています。そのため

に、ラムサール条約に登録される前から、特に地元のほうでは東よか干潟の保全、交

流・学習活動、ワイズユースの取り組みを進めてこられております。一方で、これら

の活動を行う際にいろんな支障と言いますか、課題というものが見えてきているとい

うのが現状だと思います。そこで、会員の皆さんに今年の４月にかけて、アンケート

をとらせていただきました。その結果を今回、主なものをアンケート調査の結果とし

てお知らせしたいと思っております。また、実は東与賀小学校の子ども達が、東よか

干潟の将来像と言いますか、フューチャープランというものを考えていただいて、そ

の中で子どもならではの取り組みであるとか斬新なアイデア、そういうものが含まれ

ておりまして、そういったものも東与賀小学校で取り組まれております。我々大人だ

けではなくて、子ども達の純粋な考え・アイデアそういったものをきちっと受け止め

る必要があるなと思います。 

次のページをお願いいたします。まず環境保全についてでございます。現状としま

しては、ボランティアさんによる清掃活動がかなり多く目立ってきております。特に、

有明海クリーンキャンペーン・アクトクリーン佐賀、STS さんや佐賀県、漁業者の方、

一般の方も多数参加していただきまして、８月２７日に開催されましたけれども、約

１，０００人の方が清掃活動に参加していただきました。あと、コスモアースコンシ

ャスアクトクリーン・キャンペーン、エフエム佐賀さんがコスモ石油と一緒になって

キャンペーンをやっている清掃活動でありますけれども、これまでは唐津の波戸岬で

実施されていたものが、今回東よか干潟のほうに来ました。約３００人、５月の末に

開催されました。それと、佐賀南ロータリークラブさん、これは東与賀まちづくり協

議会さんや東与賀の社会福祉協議会、佐賀南郵便局長会の皆様が合同ですが、シチメ

ンソウまつりの前に約１００人くらいの参加がありまして、清掃活動を行っていただ
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いております。この清掃活動、佐賀南ロータリークラブさんは２５年目になるという

ことで、本当に末永く活動が続けられているということでございます。次にシチメン

ソウの保全活動、これはシチメンソウを育てる会の皆さんによるシチメンソウの保全

ですね。長く続けていらっしゃるということになります。あとは、モニタリングサイ

ト１０００（環境省）によるいろんな環境調査・環境情報、これはインターネットで

見ることもできるんですけれども、そういうふうな情報を収集している団体さんもい

らっしゃいます。あとは定例探鳥会を実施されまして、渡来する野鳥の種類・数の記

録をずっとされていると。干潟の生物と底質環境の調査、これは郡山先生のほうです

かね。大学の研究機関のほうでそういった調査がなされています。先ほど申しました

佐賀市のほうでは、底生生物調査を現在実施中というところでございます。 

次にまいります。環境保全に関しまして、課題もいろいろあるというところでござ

います。会長のほうからお話がありましたとおり、海岸漂着物に関する問題でござい

ます。特に今年は６月末の大雨によりまして、本当に膨大な漂着物が海岸に押し寄せ

ました。東与賀にかかわらず、川副や久保田その辺り近辺一帯なんですけれども、写

真にあるように海岸を埋め尽くすようなごみ、大木が流れ着いたということでござい

ます。真ん中の写真にもありますように、佐賀県のほうで撤去作業をしていただいた

ということでございます。また、現地に行かれたことがある皆様は分かっておられま

すとおり、潟の泥が堆積し始めているということでございます。海岸の遊歩道に行き

ますと潟泥が溜まっていまして、フェンスの所まで行けないという状況になっていま

す。そういった干潟の環境がだんだん変わってきていると、宿命的なところもあるん

ですけれども、こういった状況で干潟の環境が変わってきているということもありま

す。今申しました環境につきましては、渡来する野鳥のデータ以外に干潟の環境を測

定する基礎的データが無いということでございます。動植物の調査がなかなか行われ

ていないということもありまして、いわゆる科学的な知見によるデータの蓄積が無い

という状態だということでございます。その他の意見としては、「ポイ捨て」に対する

周知・啓発、ボランティア活動の活性化を図ったらどうかと、有明海に流れ込む河川

の環境保全を進めたいと、あとは潟泥の堆積状況の把握ですね。それに対する中長期

的な対応をとらないといけないという意見をもらいました。 

続きまして、１０ページのワイズユースにいきたいと思います。現状としましては、

漁業が行われているということでございます。特に行われているのがむつごろう漁で

すね。また、干潟もしくは有明海をテーマとしたイベントですね。コンサートやお月

見会、大きなイベントになったシチメンソウまつり、干潟の周辺をウォーキングする

ラムサールウォークは昨年開催させていただきました。いわゆる環境の面と健康の面

のコラボというマッチングは、新しい取り組みである思っています。あとはお土産物

の販売、加工品なんですけれども、ワラスボとむつごろうの加工品を、漁協さんの直

営のまえうみで販売されていますし、今はバルーンミュージアムのほうでも販売をさ
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れています。この詰め合わせをえびす FM さんで販売されているという状況です。今

日このセットにしたものを前のほうに置いているので、もしよかったら後でご覧にな

っていただきたいと思っています。 

続きまして、１１ページにまいります。ワイズユースの課題についてでございます。

観光への利用というところで、リピーター、もしくは新規来訪者の獲得が必要、また

はイベントの開催も必要なのではないか、いわゆる交流人口や滞在人口を増やすとい

うことが具体的なところでございます。産業への利用というところですけれども、現

地にお土産屋さんや飲食店が無いというところもございまして、来訪者の方から「何

かお土産を買う所はないの」と、よく尋ねられることがございます。そういったとこ

ろで、いわゆる地域経済に結びついていないというのが課題として挙がりました。次

に意見としましては、進めていくためには関係者の連携強化であるとか、農水産物の

ブランド化、加工品作り、ご当地メニューの開発、その売上金の一部を保全活動に回

すであるとか、広大な干潟の風景や夕日の風景は本当に綺麗なので、「癒しの場」とし

て活用できないかと。あと、ワイズユースの主体は行政なのか、それとも市民団体な

のかという意見もございました。 

次にまいります。１２ページになります。交流・学習の取り組みになります。現状

としましては、今日参加していただいていますいろんな方々の取り組み・指導によっ

て、東よか干潟を保全していきたい、大切に守っていきたいという子ども達が育って

いるというようなところでございます。そのために、いろんな学習会やイベントを皆

さん企画されて実施されているところなんですけれども、干潟の交流学習会がまち協

さんのほうで開催されています。次に写真の上の真ん中のほうになりますけど、ぐる

りんネットの古川さんのほうから紹介ありましたけども、つい昨日荒尾干潟、佐賀市

の東よか干潟、鹿島の鹿島肥前干潟のラムサール条約に登録された３つの干潟を、ど

うしたら身近に感じられるかというテーマで、有明海干潟サミットが開催されたとこ

ろでございます。そういったシンポジウムを、それぞれの団体で開催していただいて

いるというところでございます。小中学校によります干潟の生物調査、小中学校の学

習支援事業の実施ということで書いています。これは佐賀市の事業で今年から始めた

事業なんですけれども、小中学校の子ども達は校外学習として、エコプラザ、清掃工

場の見学をしに行ったり、水道局の見学をしたり、消防・警察の見学など、いわゆる

校外の活動があります。その中に東よか干潟を入れまして、なおかつ、我々としては

東よか干潟に子ども達に実際に足を運んで、生の干潟を見ていただきたいという思い

がございますので、そのために学校が借り上げるバス代経費を一部我々のほうが負担

するということでもって、子ども達を干潟に誘導するというような事業を、今年から

始めているところでございます。あとは先ほど申しましたが、ラムサールクラブの運

営、ボランティアガイドの養成・運営、いろんな会議への参加、あとは東よか干潟ガ

イダンスルーム、これは東よか干潟の手前にある干潟よか公園の中に紅楽庵という小
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さな施設がありますが、その中に東よか干潟の魅力であるとか価値であるとか、そう

いったものを案内する展示スペースを持っております。そういったものを運営しなが

ら、東よか干潟の情報をどんどん発信していきたいというところで、佐賀市のほうで

運営をしているということになります。 

次に１３ページをお願いします。交流・学習の課題でございます。まずは人材の確

保でございます。やはり、専門知識や技能を有する人材が少ない状況でして、我々職

員もそうですが、今日出席されている会員の皆様の力を借りながら、なんとか交流学

習活動を進めているという状況でございます。また学習プログラムにつきましても、

それぞれの年齢や習熟度に応じたプログラムがなかなかできていないという問題があ

ります。取り組みの拡大というところですけれども、やはり地元だけではなくて市内

全域に広げていくことが必要であるという部分も、課題としてあるんじゃないかと思

っています。いわゆる人づくりであるとか仕組みづくり、そういった課題がございま

す。最後に交流学習の場、現地におきまして常時いろんな人達と交流したりとか学習

したりとか、いつ行っても何かできるとか、なかなかそのような場がないというのも

課題でございます。意見につきましては先ほど申したとおり、いつ来ても学べる施設

や設備を充実させるべきではないのかとか、学習をもっと深めていくためには拠点と

なる場と人が不可欠、教育行政の場でカリキュラムに東よか干潟を組み込むべきでは

ないのかとか、小学生向けの学習教材であるとか、山の子と海の子の相互交流を行っ

たらいいのではないかという意見がございました。 

次のページにまいります。１４ページでございます。見にくい文字ばっかりで申し

訳ありませんけれども、自由意見としていろんな意見をいただきました。少し紹介し

ますと、干潟の直接利用に関することであるとか、干潟が地域の人達の誇りとなって

ほしい、世界に向けての情報発信や、環境学習、シチメンソウヤードの一角を開放エ

リアにしてはどうか、体験学習の部分ですね。くつろげる施設が必要であるとか、地

元の佐賀市民が必ず一度は訪れることが大切なのではないかとか、荒尾と鹿島との連

携、伝統的な漁法やこれまでの人と干潟の関係、東与賀の干拓の文化や歴史を記録と

してきちんと残して、継承する必要があるのではないかとか、そのような自由な意見

が出てきました。 

  次にまいります。これまでのいろんな意見、課題、現状をキーワードとしてまとめ

ております。この中で赤文字の所が拠点施設、今までどうしても現場に学習施設・交

流施設があったほうがいいのではないかという意見がございました。この赤文字で書

いているところが、拠点施設と関連づけられるキーワードということになっています。 

現状としましては、様々な関係者がそれぞれの主体により取り組みを進められてい

るという現状がある中で、そこには様々な課題がありました。意見もございましたけ

ども、ほとんどが前向きな意見なんですよね。東よか干潟を守りたいとか、良い意味

で東よか干潟を利用したいとか、そういった会員の皆様の考えや思いが表れているア
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ンケート内容だったのではないかと思っています。 

次のページにまいります。これは参考のために作成をしております。佐賀市干潟よ

か公園への来場者数の推移でございます。平成２６年度につきましては２８．３万人、

２７年度につきましては３４．１万人、平成２８年度１０月までの集計ですが、すで

に３０万人を上回っているという状況でございます。次に東よか干潟ガイダンスルー

ムの来館者数でございます。これは先ほどお話をしましたとおり、公園の中にいわゆ

る展示スペースを設けております。この展示スペースの来館者数を集計したものでご

ざいます。これにつきましても、昨年の１０月末にオープンしまして今年の１０月ま

での集計ですが、おかげさまで１万人を突破しているということでございます。東よ

か干潟の来訪者数は、なかなか常時あの場に行ってカウントすることができないので、

何人くらいの方が来ているのかは分からないですけれども、どんどん増えているとい

う状況は容易に推測できるのではないかと思っております。以上でご報告の説明を終

わります。 

会長：はい、今事務局のほうから現状と課題等について報告をいただきました。皆様

から何か質問等がございましたらお願いしたいと思います。取り組みや現状、報告に

つきましてはまとめをきれいにしてもらっているので、ある程度納得された方もいら

っしゃると思いますけれども、何かございませんか。 

東与賀まちづくり協議会：はい、まちづくり協議会の東島です。現在、昭和天皇のお

立ち台の所に旧双眼鏡が設置されていますけれども、あれが使えない状態になってい

るんですよね。取り除くか回収してもらったほうが良いのではないかと思っています。

あれはどこが管理を。 

事務局：はい。今回ご説明しました５台につきましては新規に設置をいたしました。

今東島会長さんからお尋ねがあった２台ですね。これは東与賀海岸のほうに降りる際

に目に付くところにある双眼鏡でございます。そもそも海岸堤防の建設当時からある

んじゃないかと思いますが、管理者と佐賀市とで今話をしています。海岸に下りる時

にそこを必ず通るのでやはり一番利用者が多いということで、海岸利用者の方には非

常にご迷惑をかけているというところでございます。何とかあの部分を見えるように

解決できないかというところで話をさせてもらっています。以上でございます。 

東与賀まちづくり協議会：分かりました。 

会長：ほかにございませんか。それでは、後でもいいですから次に進めさせていただ

きたいと思います。５の議事に入りたいと思いますが、まず「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」について、事務局から説明をお願い

します。 

 

５ 議事 

（１）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 
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事務局：はい。続きまして私のほうから説明をさせていただきます。１８ページをお

願いいたします。計画策定の趣旨ということで書いております。長いですが読み上げ

させていただきます。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

民及び行政が、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するものでございます。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

り行われましたラムサール条約第１２回締約国会議（COP１２）、ウルグアイで開催さ

れたものなんですけれども、そこで決議されました「ラムサール条約戦略計画２０１

６－２０２４」及び「ラムサール条約 CEPA プログラム２０１６－２０２４」の主旨

を踏まえた内容とさせていただきたいと思っております。 

次をご覧ください。１９ページになります。参考のために、ラムサール条約戦略計

画というものを書いております。いわゆるラムサール条約の実施の基礎となる計画で

ございますけれども、「全ての湿地の保全及びワイズユース」を条約の使命としており

ます。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」を長期目標とされておりまして、４つの目標、ここに書いていますゴ

ール１－４、それとターゲット１９の個別目標を掲げております。英文を訳した言葉

でありまして、ちょっと分かりづらいというところもあるかもしれませんけれども、

いわゆるラムサール条約、国際条約でありますから、当然本体の条約の主旨を踏まえ

る必要があると考えております。計画も、国際的な意識や視点に立った計画としたい

というようなことでございます。次のページは、ラムサール条約 CEPA プログラムと

いうものを書いております。これも、保全再生・ワイズユースを進めるためにこうい

ったプログラムが必要というところでございます。「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」を掲げておりまして、９つの目標・４３の個別目標がご

ざいます。参考のために９つの目標というところだけを掲載しておりますので、後で

目を通していただきたいと思っております。 

次にまいります。２１ページでございます。計画の名称につきましてご説明いたし

ます。東よか干潟環境保全及びワイズユース計画（仮称）としております。計画の名

称については大事なところでございますので、ここは皆様と協議させていただきたい
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と思っています。一応仮称という形で置いております。計画の策定主体でございます。

東よか干潟環境保全及びワイズユース検討協議会。主体はこの協議会そのもの皆様で

ございます。規約第３条第３号に載っているものでございます。計画の期間につきま

しては、２０２４年度（平成３６年度）までの計画としたいと思っております。先ほ

ど申しました条約の戦略計画と、CEPA プログラムの計画と整合をとっているという

意味もございますし、佐賀市で作成している佐賀市環境基本計画につきましても、平

成３６年度までの計画としておりますので、それらの関連する計画との整合をとらせ

ていただきたいと思っております。ただ、計画を作成した後にいろんな社会情勢の変

化であるとか、関連する計画等の改定状況を踏まえまして、概ね３年を目処に、必要

に応じて改定を行うといったところを考えているところでございます。続きまして、

計画が対象とする範囲でございます。範囲につきましては、東よか干潟の範囲２１８

ha のみではなくて、シチメンソウヤードの周辺まで一帯を対象としたいというふうに

思っております。ラムサール条約が求める保全やワイズユースにおきましても、登録

地だけを保全すればいいという考えではなくて、その周辺域までを含めて保全をして

上手く活用していこうというような主旨でございますので、東よか干潟周辺一帯にし

たいと思っております。計画上は、東よか干潟というふうに総称したいと思っており

ます。 

次２２ページをお願いします。計画の構成ということで体系の大枠を書いておりま

す。ざっくりとしたところでございますけれども、計画の策定にあたっての趣旨や位

置づけ、２番目に計画策定の背景と課題、東よかの特徴であるとか概要ですね。３番

目に計画の基本方針。４番目に計画の目標。この中で具体的な取り組みを掲載したい

と思っております。５番目に計画の推進。取り組みの進捗管理をここで行うと。ざっ

くりとした内容でございますけれども当然ですね、未来へ向けての計画でございます

けれども、やはり将来のことを考えるうえではこれまでの歴史や文化、成り立ちであ

るとか、そういった過去の情報も前提として盛り込んでいきたいと思っています。イ

メージとしては横に図で書いているとおりその前に課題があって、課題に対して基本

方針がありまして、計画の目標を立てて具体的な取り組みを進めていくということで

ございます。 

次のページをお願いします。計画の策定に向けての基本的な方針ということで書い

ておりますけれども、基本的な方針を策定するうえでラムサール条約の柱として、「保

全・再生」、「ワイズユース」、「交流・学習・普及啓発」の３つのキーワードがござい

ますので、それらを基に、今後皆様と一緒にそれぞれの基本的な方針を決定したいと

考えております。 

次２４ページをお願いします。計画の策定体制でございます。計画が具体的に分か

りやすいというのが一番の目的であると思っていますけれども、かつ実効性のあるも

のとするために、規約第８条にあります部会を今回設置したいと思っております。部
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会を設置しまして、それぞれの専門的見地からの効果的な計画作りについてご協力を

お願いしたいと思っております。部会につきましては、先ほど申しました「保全・再

生」、「ワイズユース」、「交流・学習・普及啓発」という３つのキーワードに沿いまし

て、そこに書いていますとおり、以下の３つの部会を設置したいと。おそらくその中

で話し合いが進む中で、拠点施設の整備に関しても話が出てくると想定されるので、

拠点施設の設置の検討についても１つ部会を設けて、以上の４つで計画作りを進めて

いきたいと思っております。「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」についての説明につきましては以上でございます。 

会長：ありがとうございました。今後東よか干潟の保全やワイズユースに関する計画

作りに着手することになりますけれども、会員の皆様からご意見やご質問がありまし

たら、伺いたいと思います。 

副会長：佐賀大学郡山です。基本計画を策定するにあたり、取り急ぎ何年くらいをス

パンとした計画を考えたらよろしいでしょうか。 

事務局：期間につきましては、２１ページに書いていますとおり平成３６年度。 

副会長：平成３６年度までの。 

事務局：そうですね。 

副会長：間の基本計画を考えていけばいいということですね。 

事務局：まずはそういうことで考えております。先生がおっしゃいました中長期的と

言う部分も必要ということもございますので、当然そこも３６年度までということも

ないんですけれども、将来を見据えた上で長期的な視点も当然大事だと思います。た

だ、その中であまりにも１０年２０年３０年というふうな計画にすると、現実性がど

うかなという部分がございますので。ほかの計画との整合性の部分もございまして、

そこで一回区切りたいなと思っています。 

副会長：私はもう少し短く、３年とかあまりそこまで長くはちょっと。 

事務局：ですので、情勢的な変化もあるでしょうし、１年１年ごとに当然取り組みや

課題そういうものが変化してくると思います。そういった意味で、その計画の途中に

ポイントを設けて見直しが随時できるような形にはしたいとは思っています。 

副会長：あともう一点ですけど、いろんな現状、いろんな取り組みをたくさんされて

いるんですけれども、あとはそれをいかに情報発信していくのか、というのが今後の

大きな課題になってくるんじゃないのかと。効果的な情報発信が重要ですが、それは

事務局がされるんですか。 

事務局：行政が担うところもありますし、先生がおっしゃられたようにそれぞれの団

体がいろんな活動をされているので、それを皆さんで共有したい、外に向けて情報発

信をしたいと思いますし、うち向けの情報共有をしたいとも思いますので、そこは当

然必要になってくると思いますけど、誰がやるのか、どこにやるのか。 

副会長：その辺発散してしまって、こんなことをやっているというのが分かるように
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してほしい。 

事務局：今もそれぞれでやられている部分もございますし、そこも含めて、実は交流

学習というところの部分では普及啓発まで入っていますので、その中でも話をしてい

ただければなと思っています。 

副会長：ありがとうございました。 

会長：計画はあまり長くない程度で、途中で見直していくという方向であるようです。

ほか何か皆様からございませんか。 

ここでこのⅠにつきまして、今後の策定に向けての決定を皆様からお伺いしたいと

思います。Ⅰについて今説明がありましたが、Ⅰについて説明のとおり決定し、今後

進めていくことに異議はございませんでしょうか。 

  会員：異議なし。 

  会長：はい、分かりました。それでは、Ⅰにつきましては皆様から承認を受けました。

次に、「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」につい

て、事務局から説明をお願いします。 

事務局：はい、続きまして２６ページをお願いします。部会の機能でございます。先

ほど４つの部会を設置することにつきましてご承認をいただきましたので、それぞれ

の部会の協議、何をするのかというところを記載させていただいております。環境保

全から交流・学習検討部会という３つの部会それぞれにつきましては、東よか干潟を

取り巻く現状と課題の整理、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、いろんな協議をしていただきたいと思っております。拠点施設の

検討につきましては、上記の３部会から挙げられた施設に関する概要などを、施設全

般に関する協議を行っていただきたいと思っております。必要に応じて現地を視察・

確認するとか、取り組みに関する専門家を招聘するとか、そういったところを必要に

応じて行いたいと思っております。部会の機能につきましては以上でございます。 

会長：ありがとうございました。続いて、２７ページの部会の構成に移りたいと思い

ます。この部会の構成につきましては先ほどありましたように、規約第８条第２項の

規定により設置することになるわけですけど、部会の構成員は会長が指名することに

なっているようです。市と協議をしまして、私のほうから少し部会の構成を紹介しな

がら皆さんのご承認を受けたいと思います。部会は環境保全とワイズユース、交流・

学習検討部会ということで話があっておりますのでこの部会に沿ってしていきたいと

思いますが、まず環境保全検討部会につきましては、東与賀の自治会、地元というこ

とで、それから、シチメンソウを育てる会、研究をなさっている佐賀大学、佐賀自然

史研究会の４団体を環境保全検討部会の構成としていただきたいと思っております。

ワイズユース検討部会につきましては、まちづくり協議会、農業協同組合、有明海漁

業協同組合、観光協会、佐賀商工会議所、南商工会、有明海ぐるりんネットの団体の

方でお願いをします。交流・学習検討部会につきましては、佐賀市の自治会協議会、
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東与賀小学校、東与賀中学校、日本野鳥の会の佐賀県支部、佐賀野鳥の会、温暖化防

止ネットの団体でこの部会を構成していただきたいと思っています。なお、いくつか

の会員につきましては、活動内容が複数の部会にまたがるものがあります。それぞれ

の部会で協議していただきたいという思いもありましたが、今回あえてそれぞれの会

員を最も適した部会に属するよう指名をさせていただいたところであります。ただ、

ある部会の皆さんが他の部会の協議に参加したり、意見を聞くことができる場を設け

たりとか、部会間において情報交換を行うなど、会員の皆様が納得する計画が策定さ

れますよう今後柔軟な部会の運営について検討していきたいと考えておりますので、

よろしくお願いをしておきたいと思っています。部会の構成につきましては、こうい

う構成でよろしければと思って提案させていただきました。今回は部会長さんにつき

ましては、規約第８条第３項の規定により、部会長は部会に属する構成員の互選とい

うことですので、今後開催される部会の中で決定されることになります。以上です。

次の計画策定スケジュールについて、事務局のほうから説明をしてください。 

事務局：それでは２８ページをお願いいたします。計画策定のスケジュールを掲載し

ております。平成２８年１２月末まで、再度アンケートを取らせていただきたいと思

っております。このアンケートによりまして、課題や意見の吸い上げを計画しており

ます。アンケートにつきましては皆様のお手元に配布をさせていただいております。

東よかの魅力であるとか、ピーアールポイント、それと会議の冒頭で報告しましたそ

れぞれの現状と課題、今後の取り組みについて、計画策定を行うという前提で、会員

の皆様そして会員の皆様が属する会の意見の吸い上げをお願いしたいというところで

ございます。特に子ども達の意見を計画に反映したいなと思っております。そういう

意味で、地元の小学校・中学校の児童生徒、佐賀市で運営しているボランティアガイ

ドの方々へも、個別に依頼ができたらなと思っております。事務局の方でにそういっ

たアンケートを集約しまして、部会の検討材料にさせていただきたいと思っておりま

す。部会につきましては、来年の２月から３月にかけまして開催をしたいと思ってお

ります。その事務局側で、計画素案を４月から６月にかけまして作成いたします。そ

の素案を基に、再度部会のほうで内容の協議をしていただきたいと考えております。

６月・７月頃に開催をさせていただきたいと考えております。協議会につきましては、

来年の８月から１０月にかけて計画素案の審議、最終的な策定というところでなんと

か１０月をめどに、計画策定に取り組みたいと思っています。作業の進捗によりまし

て時期や内容が変更になる可能性は十分にありますけれども、来年度の策定に向けて

我々事務局としても努力をしたいと思っております。それでは、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」についての説明は以上でございま

す。 

会長：ただいま事務局のほうから説明、それから、私のほうからお願いをした部会の

構成につきまして皆様から何かご意見等ありましたらお願いしたいと思います。あり
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ませんでしょうか。それでは、計画の策定に向けてⅡについて皆様方のご承認をいた

だきたいと思います。この「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」について、説明のとおり決定し進めていくことに、ご異議はございま

せんでしょうか。 

会員：異議なし 

会長：はい、それではよろしくお願いします。これから先も互いの部会の情報交換も

していきたいと考えております。続きまして、６その他に移りたいと思います。事務

局のほうから、何かお知らせがありましたらお願いします。 

 

６ その他 

事務局：それでは、３０ページ一番最後のページをお願いいたします。アジア湿地シ

ンポジウム２０１７のお知らせでございます。アジア湿地シンポジウム２０１７が、

来年１１月に佐賀市で開催をされることが決定しました。アジアの湿地保全関係者が

一同に会するいわゆる「国際会議」です。湿地の賢明な利用（ワイズユース）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する、また

アジア全域の湿地の賢明な利用の促進を目指すことを目的に開催されることになりま

す。シンポジウム自体は今回８回目の開催となりまして、第１回が平成４年に滋賀県

の大津と北海道の釧路で開催されまして、国内開催が２５年ぶりとなります。日程に

つきましては、来年１１月７日（火）から１１日（土）、決定事項でございます。場所

は佐賀市になります。シンポジウム自体は佐賀市でありまして、現地の視察も東与賀、

荒尾、鹿島で予定されています。また、有明海をテーマにした部分もおそらくあると

思います。主催者は、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。共催としまして、佐賀県、佐賀市、鹿島市、荒尾市、ラムサール条約東アジ

ア地域センターとなります。参考までにこれまでの開催地を記載しております。日本

で始まりまして、マレーシア、インド、中国、カンボジア、次に第８回が日本に戻っ

てきまして、佐賀市のほうで開催されるということでございます。現在の状況でござ

いますけれども、実は東京にある本部の実行会員会が８月に立ち上がりました。それ

と合わせて、現地のほうでもやはり実行委員会が必要ということで、実行委員会を立

ち上げているというところでございます。今まで第１回の実行委員会がありまして、

ちょうど明日第２回の実行委員会があるというところでございます。現地の実行委員

長につきましては、佐賀大学の名誉教授であり有明海ぐるりんネットの代表理事であ

る荒牧軍治先生が、現地の実行委員長を務められておられます。そのメンバーには、

当協議会の石丸会長もメンバーとして話し合いの中に入っていただいているところで

ございます。そのほか、佐賀県、佐賀市、鹿島市、荒尾市、九州大学、佐賀大学、熊

本大学、国土交通省、当然環境省もですね。いろんな主体が現地のほうで名を連ねて

おりまして、大会の成功に向けて今話し合いを進めているところでございます。なか
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なかこういった機会はなく、東よか干潟をはじめとして有明海を世界に向けて情報発

信するまたとないチャンスと思っています。おそらく協議会に対しても、また、それ

ぞれの皆さん、団体さんに対しても、今後具体的な話が進む中でいろんなご協力をお

願いすることがあると思いますので、ぜひ佐賀の大会の成功に向けてご協力をお願い

したいと思っております。以上でございます。 

会長：先ほどからアジア湿地シンポジウム２０１７ということで、来年１１月７日か

ら１１日まで、佐賀市のほうで開催されるという決定事項についてのことでしたが、

もう開催まで１年ありませんが、今後私どもも含めて、それぞれの役割に応じて具体

的な作業を進められると思います。その際は皆様の力添えが必要であることと思いま

す。佐賀市の大会の成功に向けて、ご協力のほどよろしくお願い申し上げたいと思い

ます。ほかに事務局から何かありませんか。それでは、無いようですけどせっかくで

すので会員の皆様から、何か東よか干潟の保全や利用活用全般に関して、お知らせす

ることや意見等ありましたらお願いをしたいと思いますけどいかがでしょうか。はい、

無いようですので最後になりますけど、オブザーバーで見えております国や県におけ

る取り組みやお知らせにつきまして何かありましたら、お願いをしたいと思います。 

環境省：環境省ですが、先ほどのアジア湿地シンポジウムですけれども、佐賀市で開

催されることは聞いておりましたけども、全国的にも有明海は注目を集めております

し、アジアに紹介する良い機会ですので、また佐賀市で開催というのもこういった協

議会体制がとれているということもあって、選ばれたんだろうと思っております。ぜ

ひとも１年先ですけれども、盛り上げていっていただいてご協力をいただければあり

がたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

会長：分かりました。無事盛大に開かれますように私たちも協力をしていきたいと思

っております。これで、一応無事に終了させていただきました。皆様のおかげで、ス

ムーズに議事を進行することができました。今後、計画作り、そしてアジア湿地シン

ポジウムの開催と、来年は東よか干潟、そして佐賀市にとっても大きな転機になる年

になろうかと思われます。皆様方におかれましても、今後大変なお手数をおかけする

ことになるかと思いますが、郷土の財産であります東よかの環境保全、ワイズユース

の推進に対しまして、今後ともご協力をいただきますようお願いを申し上げます。そ

れでは、進行を事務局にお返ししたいと思います。 

 

７ 開会 

事務局：石丸会長、ありがとうございました。そして会員の皆様、オブザーバーの皆

様大変お疲れ様です。ありがとうございました。閉会にあたりまして、佐賀市環境部

の喜多部長のほうからご挨拶を申し上げます。 

事務局長：皆様、本日は皆様の貴重な時間をいただきまして本当にありがとうござい

ます。東よか干潟の環境保全・ワイズユース計画等について本日ご審議いただきまし



20 

 

た。皆様方には日頃から各分野におかれまして、東よか干潟の環境保全・ワイズユー

ス、ならびに交流・学習への取り組みを進められておりますことに対して、あらため

て感謝申し上げたいと思います。本日の審議で計画作りの進め方、部会の設置、計画

策定のスケジュールについてご承認をいただきました。これから各部会におきまして、

アンケートによる取り組みの現状と課題なども踏まえて計画を策定していただきます

けれども、この計画は皆様で力をあわせて作るものでございます。どうか、皆様の今

までの経験・知見を十分に計画に生かしていただければと願う次第にございます。本

日はどうもありがとうございました。 

事務局：最後になりましたけれども、事務局のほうから３点ほどお願いがございます。

まず１点目でございますが、今日お配りしております「アンケート」につきましては

１２月２２日としておりますけど、大変短い期間ではございますがご協力のほどお願

いいたします。それから２点目は、本協議会にご出席いただいた方には謝金をお支払

いしていますが、このお支払いのほうは１２月中に指定の口座のほうに入金させてい

ただきます。その際はご確認をお願いしたいと思っております。最後に３点目ですけ

れども、協議会の日程についてでございますが、次回は来年に入りまして部会の開催

を計画しております。日程につきまして１月中にご案内を差し上げたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。それでは、これで閉会とさせていただきます。本日

は皆様、本当にありがとうございました。 


