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東よか干潟環境保全及びワイズユース計画 

 

４．具体的な取り組みの展開 

（１）取り組みの体系 

目指すべき将来像 「未来につなぐ 湿地と私たちの持続可能な暮らし」 

 

区  分 保全・再生 

基本方針 佐賀の誇りを未来へ 

 

課題 対応の方向性 取り組み活動 

Ⅰ．「保全・再生」に関わ
るこれまでの取り組
みの定着・発展 

A．「保全・再生」に関わ
るこれまでの取り組
みの継続実施 

海岸清掃活動 地元自治会、ボランティア団体、企業、行政など、さま
ざまな主体がこれまで行ってきた海岸清掃活動を継続的
に実施していきます。 

また、有明海クリーンキャンペーンなど、イベント要素
を取り入れた活動を通じて活動の主体を地域から市域全
体に広げていきます。 

シチメンソウ保全

活動 

「シチメンソウを育てる会」が中心となってこれまで行

ってきたシチメンソウ群生地の管理作業などの保全活動
を引き続き実施していきます。 
また、持続的な担い手の確保についても検討していきま

す。 

環境調査 環境の現況と変化を把握するための調査を引き続き実
施するとともに、協議会や部会などで情報交換、協議を行
いながら、より総合的に環境評価を行うためのデータの充

実に努めます。 
「モニタリングサイト1000（環境省）」、「定例探鳥

会」などの鳥類調査のほか、条約湿地登録後に開始した底

生生物や底質環境調査も継続的に取り組んでいきます。 

Ⅱ．周辺環境の調査・把握
のしくみづくり 

・環境データの集約 

・鳥類以外の環境データ

の蓄積 

・環境評価のしくみづく

り 

A．定期的な生態系モニタ
リング調査の実施 

環境データの集
約・蓄積 

環境データを解析し活用するには、データの所在を明ら
かにし、利用可能な形式で整備する必要があります。その
ため、既存データの確認・集積を行います。 

また現況データのない東よか干潟の植物相調査を実施
し、保全すべき希少種などの現状を明らかにするなど、必
要に応じて新たな環境調査を実施します。 

環境評価・対応の

しくみづくり 

干潟環境を総合的に評価・保全するための枠組みを設置

し、調査、評価・検討などの環境監視の仕組みづくりを行
います。 
また、底生生物調査で判明した外来種や数年前から干潟

に繁茂し、干潟の景観の悪化、潟泥の硬質化、枯れ草の拡
散などが懸念されるイセウキヤガラの対策を検討します。 

Ⅲ．干潟環境の保全の戦略
的取り組みの推進 

・流域を対象とした環境

保全のあり方 

・海岸漂着物対策 

A．海岸漂着物による生物
の生息環境などへの
影響の対策 

干潟の動植物への
影響調査 

海岸漂着物による干潟の生き物やシチメンソウへの影
響を調査・把握し、効果的な時期・方法による対策を検討
します。 

B．干潟へ流入する河川の

流域全体での保全の
あり方の検討 

漂着物の流入源対

策 

干潟への漂着物は主に流入河川の流域からもたらされ

ます。ゴミの流入源対策として、干潟後背域の生活圏に対
する広報など、関係団体・機関と連携して啓発活動を行い
ます。 

Ⅳ．干潟環境の変化への中

長期的対応 

A．潟泥の堆積状況の把握

と中長期的な対応の
検討 

検討体制の構築 海岸管理者である佐賀県や佐賀大学などの研究機関と

連携して、潟泥の堆積状況、干潟の生き物の生息範囲の変
化の状況、植生遷移の状況についての情報を共有するとと
もに、今後とるべき対応策について検討を行います。 
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区  分 ワイズユース 

基本方針 干潟の恵みを実感 

 

課  題 対応の方向性 取り組み活動 

Ⅰ．「ワイズユース」に関

わるこれまでの取り
組みの定着・発展 

A．「ワイズユース」に関

わるこれまでの取り
組みの継続実施 

漁業利用 郷土料理の食材として親しまれているムツゴロウやワ

ラスボなどを伝統漁法により漁獲し、生活の糧として利用
します。 

バードウォッチン
グ利用 

シギ・チドリ類の日本一の渡来地として、バードウォッ
チングのスポットとして活用します。 

有明海産物の活用 有明海特有の海産物の普及と活用を目指し、有明海産物

を用いた土産物の開発、販売の他、レシピの開発や食のイ
ベントなどを実施します。 

イベントの開催 東よか干潟の雄大な景観や色づくシチメンソウを楽し
むための各種イベントを開催します。 

また、ラムサール条約登録周年記念イベントなどを開催
します。 

Ⅱ．観光への利活用の推進 

・新規来訪者の獲得とリ

ピーターの確保 

・干潟体験のための拠点
施設の確保 

A．他にはない特長を活か
した観光客の誘致促

進 

多方面へのPR 広大な干潟の風景、干潟の生き物、野鳥、シチメンソウ
など、東よか干潟の魅力は多方面にわたります。また何に

魅力を感じるかは人によってさまざまです。 
来訪者の目的、国籍などを意識したパンフレットの作

成、キャラクターの開発、ラッピングバスによる広告など、

さまざまな手段により多方面へのＰＲを行います。 

受け入れ体制の整
備 

来訪者が干潟の魅力を体感するための受け入れ体制の
整備を行います。現地ガイドの充実のほか、今後整備する
拠点施設での物販、体験メニューの開発などを検討しま

す。 

市内観光地との連
携 

世界文化遺産の構成遺産「三重津海軍所跡」、機械遺産
「筑後川昇開橋」、橋の駅「ドロンパ」、「佐賀バルーン
ミュージアム」などとの相互連携により、来訪者の回遊を

図ります。 

B．現地におけるレクリエ
ーション機能の充実 

立地に即した活用
の検討 

干潟よか公園と隣接する立地の特性を活かし、干潟と公
園が一体となった利活用について検討します。また美しい
夕日の風景や海岸での星空観察など、周辺環境との相互利

活用を進めます。 

C．新たな魅力の発信・発
掘による新規来訪者
の獲得 

魅力の発信 東よか干潟がドラマや企業のPR動画のロケ地として利
用されていることのPRや、ストーリー性を持たせる仕掛
け、モニュメントの設置、有明海沿岸のシンボルとなる施

設の整備などにより、新規来訪者の獲得を目指します。 
また、「干潟サポーター」を募集し、東よか干潟の旬の

魅力をSNSなどで随時発信する取り組みを実施します。 

魅力の発掘 ウォーキングやサイクリングなどの健康と観光をミッ

クスした体験メニューの開発など、新たな魅力の発掘を行
います。 

D．東よか干潟の文化や技
術の継承 

記録と継承 東よか干潟や有明海に関する先人の言い伝えや知恵の
記録として、干拓の歴史、有明海の漁の歴史、有明海特有

の魚介類などの資料や書籍を収集し、誰もが閲覧できる仕
組みづくりを検討します。 
また拠点施設に伝統漁に使用する漁具を保存・展示する

など、有明海や干潟のワイズユースを紹介します。 

Ⅲ．産業への利活用の推進 

・干潟の恵みを感じる商

品の開発 

・ラムサールブランドの

活用 

・販路の検討 

A．干潟の恵みのブランド

化による地域産業の
振興 

農水産業ブランド

の確立 

ラムサールブランドを活用した干潟の恵みを実感でき

る農水産物、加工品を開発・販売し、農家、漁家の所得向
上や地域振興につながる取り組みを推進します。 
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東よか干潟環境保全及びワイズユース計画 

 

 
 
 
 

 

課  題 対応の方向性 取り組み活動 

Ⅰ．「交流・学習」に関わ

るこれまでの取り組
みの定着・発展 

A．「交流・学習」に関わ

るこれまでの取り組
みの継続実施 

学習機会の創出 干潟の生き物調査や野鳥の観察会、ラムサールクラブの運

営など、学校、地域、野鳥の会などがこれまで行ってきた学
習の場の提供やイベントの開催を継続的に実施します。 

人材の確保 現地でのガイドを充実させるため、ボランティアガイドの
養成を引き続き行うほか、将来の干潟の管理や利活用を担う

人材を育成します。 

教材の整備 学校教育の学習メニューに東よか干潟の紹介を盛り込む
ことで、干潟の価値や役割を学ぶ機会を設けます。 

国内外の条約登録
湿地などとの情報

交換・交流・連携
の推進 

ラムサール条約登録湿地関係市町村会議への参加などを
通じて湿地の保全、ワイズユースに関する取り組みの情報交

換を行います。また、他のラムサールサイトやEAAFPサイ
トとの交流を進めます。 
その他、市民レベルによる有明海のラムサール3湿地にお

ける連携を進めます。 

交流・学習のため
の施設整備 

東よか干潟ガイダンスルーム（展示スペース）を運営し、
現地における交流、学習、情報発信の拠点として役立てます。 

Ⅱ．交流・学習活動の推進 

・交流・学習対象者の拡

大（地域・年齢層・学
校教育） 

A．さまざまな主体の活動
への参画、活動の広が
りの促進 

リピーターの確保 年間を通じての東よか干潟の魅力をアピールするため、干
潟の価値や機能、季節ごとの見どころ、イベントなどの情報
発信を行います。東よか干潟を知り、何度も来てもらうこと

で、干潟との繋がりを広げていきます。 

B．将来を担う人材、指導
者の育成・確保 

人材の活用 東よか干潟の保全と利活用などを担う専門員の今後整備
する拠点施設への配置や、有明海や干潟の研究を担う機関の
誘致について検討します。 

教材・教育プログ

ラムの整備・充実 

年齢、干潟環境の知識の習熟度、興味のある分野など、個

人の希望にそえる教材、教育プログラムの整備・充実を図り
ます。 

C．各種交流会、大会、イ
ベントなどを誘致 

イベントの開催 地域や国内外の人達が東よか干潟へ関心を持つためのき
っかけづくりや拠点施設における賑わい創出のため、全国レ

ベルのバードフェアなどのイベントやラムサール条約関係
の国内外の会議を誘致、企画します。 

Ⅲ．交流・学習拠点の整備 

・全天候型活動への対応 

・情報発信 

A．現地における学習の場
としての施設整備の

充実 

施設機能の充実 環境学習の拠点として、干潟よか公園に隣接する場所に拠
点施設を整備します。 

また市の環境学習施設であるエコプラザ（佐賀市清掃工
場）、三瀬地区に整備中の洞鳴の滝小水力発電活用施設と連
携した取り組みを実施します。 

B．現地における常時交流

の場の設置 
交流拠点の確保 干潟の環境保全やワイズユースに関わるボランティアや

バードウォッチャー、ＮＰＯなどの連携・協働を図るため、
これらの人々が常時集い、情報交換、情報発信などが可能な
場の設置を検討します。 

 

  

区  分 交流・学習 

基本方針 学び、つながり、広げる 
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（２）取り組みの概要 

１）保全・再生に関する取り組み 

「保全・再生」に関する基本方針“佐賀の誇りを未来へ”に沿った具体的な取り組み内容を以

下に示します。 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．「保全・再生」に関わるこれまでの取り組みの定着・発展 

東よか干潟の現在の環境は、これまでの「保全・再生」に関わる取り組みの中で維持されてきた

ものです。本計画の目標を達成するには、これまでの取り組みを基盤として、新しい視点、不足し

ている視点を取り入れつつ、活動を進めていく必要があります。 

取り組みの継続は担い手や経済的状況などに左右される課題です。取り組みの定着・発展を見据

えた【A.「保全・再生」に関わるこれまでの取り組みの継続実施】として、「海岸清掃活動」、「シ

チメンソウ保全活動」、「環境調査」に取り組みます。 

 

【A.「保全・再生」に関わるこれまでの取り組みの継続実施】 

●海岸清掃活動 

取り組み名称 No. 取り組み内容 主な関係者 実績・スケジュール 

海岸清掃イベント・キ

ャンペーンの開催支援 

① 海岸清掃を実際に行うことで、ポイ捨て

や不法投棄ゴミなどの現状を認識してもら

い、環境保全の意識の向上や、行動するこ

との大切さを知る機会となることを目指す。 

県民参加による一斉清掃である「有明海

クリーンキャンペーン・ＡＣＴ ＣＬＥＡＮ 

ＳＡＧＡ」、有明海沿岸四県合同開催の「有

明海クリーンアップ作戦」や企業による海

岸清掃イベントの開催を支援する。 

・佐賀市（水産振興
課、環境政策課、
環境保全課、東与
賀支所） 

継続  

市民団体・ボランティ

ア団体による清掃活動 

② 地域環境の保全と、シチメンソウなどの

希少な動植物の生息・生育環境の保全を目

的として清掃活動を実施する。 

ボランティア団体や地元住民の協働によ

り実施する。 

・東よか干潟環境保
全及びワイズユ
ース検討協議会
（以降「協議会」） 

 

継続  

市職員による海岸の随

時監視と清掃 

③ 海岸に生息する希少な動植物の保全のた

め、海岸漂着物のシチメンソウヤード内へ

の侵入について随時監視するとともに、東

よか干潟の景観維持、来訪者対策のため、

定期的又は緊急的な清掃を実施する。 

・佐賀市（道路管理
課、環境政策課、
環境保全課、東与
賀支所） 

 

継続  

  

基本方針：佐賀の誇りを未来へ 

東よか干潟の豊かな自然環境、生物多様性を大切な資源として保全し、佐賀の誇れる美しい自然環境

を将来世代に継承します。 
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■海岸清掃イベント（ＡＣＴ ＣＬＥＡＮ ＳＡＧＡ）   ■シチメンソウ保全活動（種取り） 
 

 

●シチメンソウ保全活動 

取り組み名称 No. 取り組み内容 主な関係者 実績・スケジュール 

シチメンソウを育てる

会による保全活動 

① ・シチメンソウの保全と町おこし 

・種取り・種まき作業による群生の保全（12

月～1 月） 

・海岸漂着物の除去作業（通年） 

・シチメンソウの里休憩所の運営による来

訪者へのおもてなしとシチメンソウ保全

活動の普及啓発 

・シチメンソウを育

てる会 

・東与賀支所 

継続 平成 2 年～ 

 

    

2 月 8 月 10 月 11 月 

図 14 シチメンソウ 

  
■シチメンソウまつり             
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●環境調査 

取り組み名称 No. 取り組み内容 主な関係者 実績・スケジュール 

モニタリングサイト

1000（環境省）による

基礎情報の収集 

① 生物多様性国家戦略に基づき環境省が平

成 15 年から実施している国家プロジェク

トである「モニタリング 1000」による環

境情報を継続的に収集・分析し、生物多様

性の適切な保全のための対策に活用する。 

東よか干潟はシギ・チドリ類調査のコア

サイトとして、春期、秋期、冬期に一斉調

査が実施されている。 

・佐賀市(環境政策

課) 

継続  

渡来する野鳥の種数の

記録と野鳥観察会の実

施 

② 東よか干潟に渡来する野鳥の種類や数を

継続的に調査し記録することで、渡来種数

の増減、その他の問題点の兆候を早期に把

握する。 

また、野鳥観察会を定期的に開催する。 

・日本野鳥の会佐賀

県支部 

・佐賀野鳥の会 

継続  

干潟の底生生物調査 ③ 東よか干潟に生息する底生生物の種類、

生息範囲、生息数を継続的に調査すること

で、干潟環境の変化を速やかに把握する。 

また、絶滅危惧種の保全や外来種対策に

もつなげることとする。 

なお、市民を交えた調査の実施について

も検討を行う。 

・佐賀大学 

・佐賀自然史研究会 

・佐賀市（環境政策

課、上下水道局） 

継続 平成 28 年度

～ 

シチメンソウ底質塩分

環境調査 

④ シチメンソウの生育環境である底質の塩

分環境について調査し、シチメンソウの生

育状況と底質塩分環境の関連性について研

究する。 

・佐賀大学 

・佐賀自然史研究会 

 

継続 平成 29 年度

～ 

カニ類の生態調査 ⑤ シオマネキとヤマトオサガニを対象に、

生息環境や範囲を継続的にモニタリングし

カニ類の生態を調査することで、東よか干

潟の環境の変化などを把握する。 

・佐賀大学 継続  

 

   

 

②野鳥の調査・観察 ③底生生物調査 
④シチメンソウ底質塩分 

環境調査 
⑤カニ類の生態調査 

図 15 環境調査 
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Ⅱ．周辺環境の調査・把握のしくみづくり 

環境の保全・再生には環境の現況と全体像を把握し、その変化を正確に把握するためのモニタリ

ング調査が継続され、浮上した課題に即応し、的確な対策を実施していく必要があります。 

【A.定期的な生態系モニタリング調査の実施】では、現在、急務となっている不足している鳥類

以外の環境データの蓄積に努めるとともに、現在ばらばらに行われている調査データを集約します

（「環境データの集約・蓄積」）。また、環境を評価するしくみづくりを行います（「環境評価・対応

のしくみづくり」）。 

 

【A.定期的な生態系モニタリング調査の実施】 

●環境データの集約・蓄積 

取り組み名称 No. 取り組み内容 主な関係者 実績・スケジュール 

現在の取り組み活動の

継続実施 

① （Ⅰ－A－環境調査】参照） 
－ 継続 － 

各種調査データ・記録

の確認・集積 

② 東よか干潟に関する環境データを集積

し、過去と現況の比較検討を行い、今後の

対策につなげるための資料とする。 

・佐賀大学 
・佐賀自然史研究会 
・佐賀市(環境政策
課) 

新規 平成 30 年度

～ 

東よか干潟周辺に生育

する植物調査など 

③ 東よか干潟周辺に生育する植物の種類や

範囲などについての調査はこれまで実施さ

れておらず、希少種の生育状況の変化が危

惧される。植物相の状況を把握するととも

に、シチメンソウと合わせてどのように保

全していくかの資料とする。 

また、干潟環境を総合的に評価するため、

必要に応じて新たな環境調査を実施する。 

・佐賀市（環境政策
課、東与賀支所） 

新規 平成 30 年度

以降 

 

●環境評価・対応のしくみづくり 

取り組み名称 No. 取り組み内容 主な関係者 実績・スケジュール 

干潟環境の総合的な調

査、現状把握、評価、

検討、取り組みのしく

みづくり 

① 干潟環境を総合的に評価し保全するため

の組織を設置するなど、調査、評価、検討

などの一連の環境監視体制を整備する。 

・協議会環境保全検
討部会 

・佐賀市（環境政策
課） 

新規 平成 30 年度

~ 

干潟に繁茂するイセウ

キヤガラ対策の検討 

② 佐賀県準絶滅危惧種であるカヤツリグサ

科のイセウキヤガラが近年東よか干潟周辺

に繁茂し、その範囲が拡大している。 

繁茂による干潟の硬化、漂着物の堆積、

枯れ草の拡散、景観の悪化などが懸念され

ることから、その対策について検討する。 

・佐賀市（環境政策
課） 

継続  

底生生物調査で判明し

た外来種対策の検討 

③ 平成 28年度の調査では外来種が 4種（ト

ライミズゴマツボ、カラムシロガイ、ヒラ

タヌマコダキガイ、タテジマフジツボ）確

認されており、絶滅危惧種にとって生息場

や餌で競合し減少する一因にもなることか

ら、モニタリングを継続するとともに、外

来種対策について検討する。 

・佐賀大学 

・佐賀自然史研究会 

・佐賀市（環境政策
課） 

継続  
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■イセウキヤガラとカモ               ■イセウキヤガラ          

 

Ⅲ．干潟環境の保全の戦略的取り組みの推進 

干潟の環境を維持していくには、水を中立ちとして繋がる、森・里・川・海の全ての環境を、

良好な状態に保つ必要があります。東よか干潟の形成に関係する河川流域、有明海流域全体の環

境保全を含めて活動する必要があります。 

干潟環境の保全は、現在発生している、もしくは発生する可能性のある環境影響への対応と、

流入源対策の 2 つの視点から取り組みます。【A.海岸漂着物による生物の生息環境などへの影響

の対策】では、海岸漂着物による生物の生息環境などへの影響について調査し、その対策につい

て検討します（「干潟の動植物への影響調査」）。【B.干潟へ流入する河川の流域全体での保全のあ

り方の検討】では、「漂着物の流入源対策」をはじめ、私たちの生活から排出される生活ゴミな

どによる環境負荷を減らし、流域からもたらされる土砂や栄養分など豊かな干潟の環境を支える

物質の循環を促すなど、広い視点での取り組みを推進します。 

 

【A.海岸漂着物による生物の生息環境などへの影響の対策】 

●干潟の動植物への影響調査 

取り組み名称 No. 取り組み内容 主な関係者 実績・スケジュール 

海岸漂着物が干潟の動

植物に与える影響につ

いて調査し対策を検討 

① 海岸漂着物により干潟の生き物をはじ

め、野鳥、シチメンソウなどの動植物に与

える影響を調査・把握し、効果的な時期・

方法による対策を検討する。 

・佐賀大学 

・佐賀自然史研究会 

・佐賀市（環境政策
課、東与賀支所） 

新規 平成 30 年度

～ 

 

 

 

 

 

 

 

  

■漂着物とサギ         

 

■シチメンソウに覆いかぶさった漂着物 
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【B.干潟へ流入する河川の流域全体での保全のあり方の検討】 

●漂着物の流入源対策 

取り組み名称 No. 取り組み内容 主な関係者 実績・スケジュール 

海岸漂着物の現状を知

ってもらうための広報

活動 

① 海岸漂着物の発生の状況や原因などにつ

いて関係者間で情報を共有するとともに、

市のホームページによる干潟後背域の生活

圏に対する広報などにより、海岸漂着物の

現状や問題に関する普及啓発に努める。 

・佐賀市（環境政策

課、環境保全課） 
継続  

「佐賀県海岸漂着物対

策推進地域計画」に基

づく実施・補助制度の

活用 

「佐賀市災害廃棄物処

理計画」に基づく適切

な処理 

② 海岸漂着物を起因とする海岸環境の悪化

や漁業被害への対応として、海岸漂着物の円

滑な処理と排出抑制を推進するため、漂着

物対策のための恒常的予算措置、体制の構

築を行う。 

・佐賀県 

・佐賀市（水産振興

課、環境政策課、

循環型社会推進

課） 

継続  

「森・里・川・海」が

一体となった干潟の環

境保全対策 

③ 森林の有する多面的機能の持続的発揮の

ための管理、住宅周辺の清掃と河川や水路

へのゴミの流出の防止、農業用用排水路か

ら河川などへのゴミや水草の流出防止、海

岸・海域の清掃活動など、森・里・川・海

にわたる総合的環境保全の取り組みを推進

する。 

・佐賀市（農村環境

課、森林整備課、

水産振興課、河川

砂防課、北部建設

事務所、南部建設

事務所、環境政策

課、環境保全課） 

継続  

 

 

   

■東よか干潟に漂着した流木やゴミ（平成 29年 7月） 

   

■漁船による回収（平成 29年 7月）          ■重機による回収（平成 29年 7月）   
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Ⅳ．干潟環境の変化への中長期的対応 

大きな時間スケールで変化と適応を続ける生態系には、現在の状況を忠実に維持することを目

的とした保護ではなく、遷移の過程を見守る保全が求められます。東よか干潟の位置する有明海

湾奥部は干陸化の傾向の著しい場所です。現在でも干潟の成長がみられ、地形の変化による生物

の生息環境としての変化が見込まれます。 

変化に対応すべきか、監視にとどめるかの判断の根拠となるのが長期モニタリングのデータと、

知識や知見に裏付けられた解析・評価です。【A.潟泥の堆積状況の把握と中長期的な対応の検討】

では、干潟の中長期的な対応を検討するための「検討体制の構築」を行います。 

 

【A.潟泥の堆積状況の把握と中長期的な対応の検討】 

●検討体制の構築 

取り組み名称 No. 取り組み内容 主な関係者 実績・スケジュール 

関係機関との協議の場

の設置 

① 今後の干潟の遷移について、これまでの

干陸化の現状を把握し将来のシミュレーシ

ョンを行うため、海岸管理者である佐賀県

をはじめ佐賀大学などの研究機関などを交

えた情報交換や共有の場を設置し、中長期

的視点での問題の把握や対応について検討

する。 

・佐賀県 

・佐賀大学 

・佐賀自然史研究会 

・佐賀市（環境政策

課、東与賀支所） 

新規 平成 30 年度

～ 

 

 

   
■過去の海岸                     ■現在の海岸（潟泥が堆積し捨石が見えない） 

図 16 干陸化の状況の変化  
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２）ワイズユースに関する取り組み 

「ワイズユース」に関する基本方針“干潟の恵みを実感”に沿った具体的な取り組み内容を以下

に示します。 

 

 

 

 

 

Ⅰ．「ワイズユース」に関わるこれまでの取り組みの定着・発展 

東よか干潟の現在の環境は、これまでの「ワイズユース」に支えられ、維持されてきたもので

す。本計画の目標を達成するには、これまでの活用内容を基盤として、干潟の持つ再生のポテン

シャルを超えない範囲での積極的活用を進めていく必要があります。 

取り組みの継続は担い手や経済的状況などに左右される課題です。取り組みの定着・発展を見

据えた【A.「ワイズユース」に関わるこれまでの取り組みの継続実施】として、「漁業利用」、「バ

ードウォッチング利用」、「有明海産物の活用」、「イベント開催」の活動に継続的に取り組みます。 

 

【A.「ワイズユース」に関わるこれまでの取り組みの継続実施】 

●漁業利用 

取り組み名称 No. 取り組み内容 主な関係者 実績・スケジュール 

伝統漁法による持続的

利用 

① ムツゴロウやワラスボなど有明海特有の

魚介類を伝統漁法により漁獲し、生活の糧

として活用する。 

また、郷土料理の食材として、干潟の食

文化を継承する。 

・漁業者 継続  

佐賀海苔の養殖 ②  日本一の干満差があり、栄養分豊富な有

明海で養殖される佐賀海苔は、販売量・販

売金額ともに日本一を誇る。恵み豊かな海

苔養殖漁場として、これからも有効活用し

ていく。 

※ラムサール条約湿地登録区域周辺海域 

・漁業者 

・佐賀県有明海漁業

協同組合 

継続  

 

   

■タカッポ漁（ムツゴロウ漁）[写真：Eugene Cheah EAAFP] ■東よか干潟と海苔ひび  

基本方針：干潟の恵みを実感 

先人の知恵に学びつつ、生活や産業活動との調和を図り、現代社会に適応した賢明な利用により、自

然環境を持続的に活用します。 
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●バードウォッチング利用 

取り組み名称 No. 取り組み内容 主な関係者 実績・スケジュール 

定例探鳥会の実施 ① 定期的な観察会を通じて自然に親しむと

同時に、渡来種や渡来数のモニタリングを

行う。 

・日本野鳥の会佐賀

県支部 

・佐賀野鳥の会 

継続  

 

 

■定例探鳥会 

 

 

●有明海産物の活用 

取り組み名称 No. 取り組み内容 主な関係者 実績・スケジュール 

有明海産物のレシピの

開発、食のイベントの

実施 

① 有明海産物を郷土料理以外の食材として

の利用拡大を図り、海産物の価値を高める。 

また、消費拡大のきっかけとなるレシピ

の開発や食に関するイベントを行う。 

・協議会ワイズユー

ス検討部会 
継続  

有明海や干潟に関連す

る商品の販売 

② 話題となる土産品などの販売により、有

明海の観光認知の高まりを後押しする。 

日本一の販売量と販売金額を誇る佐賀海

苔をはじめ、ムツゴロウやワラスボなどの

加工品を土産品として販売するなど、海産

物の消費拡大や有明海や干潟の PR につな

げる。 

・協議会ワイズユ

ース検討部会 
継続  
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●イベントの開催 

取り組み名称 No. 取り組み内容 主な関係者 実績・スケジュール 

干潟の祭典シチメンソ

ウまつりの開催 

① 東与賀町内や有明海沿岸域だけではな

く、上流域の住民の環境保全に対する機運

を高めることを目的として、平成 6 年 11

月に初めて開催された。 

以来、有明海産物をはじめ地元の農産物

などの販売、ステージイベント、シチメン

ソウのライトアップなどの多彩な催しによ

り、シチメンソウが紅葉する 11 月の期間

中はおよそ 10万人の観光客が訪れるなど、

佐賀市が誇る秋期の一大イベントとして定

着している。 

・シチメンソウまつ

り実行委員会 

・佐賀市（東与賀支

所） 

継続 平成 6 年～ 

夕暮れコンサート&干

潟の十五夜を観る会の

開催 

② 東よか干潟がラムサール条約湿地に登録

されたことを記念して開催される、干潟を

通じたふれあい交流イベント。 

東よか干潟に隣接する干潟よか公園の広

場でコンサートを聴きながら、茜色に染ま

った夕暮れの美しい干潟の絶景を楽しむと

ともに、中秋の名月を観る会を開催する。 

・東与賀まちづくり

協議会 
継続 平成 27 年度

～ 

ラムサール条約湿地登

録周年記念イベントの

開催 

③ 東よか干潟のラムサール条約湿地登録を

記念し祝うとともに、これまでの環境保全

とワイズユースの取り組みを評価し、今後

の活動につなげるための記念イベントを周

年行事として開催する。 

平成 27 年 7 月に登録記念イベントを、

平成 28 年 5 月には 1 周年記念イベントを

開催。今後は概ね 5 年を周期として開催す

る。 

・佐賀市（環境政策

課） 
継続 平成 27 年度

～ 

今後整備する拠点施設

を核としたイベントの

実施 

④ 平成 32 年度に開館予定の東よか干潟拠

点施設を核としたイベントを開催する。 

年間を通して東よか干潟の魅力に触れる

ことができ、多世代が自ずと集う場所とし

て定着させるとともに、隣接する干潟よか

公園や東与賀海岸との連携を図り、切れ目

のない賑わいの創出を図る。 

・佐賀市（環境政策

課） 
新規 平成 32 年度

～ 

 

 

   

■シチメンソウまつり（ライトアップ）          ■夕暮れコンサート 
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■干潟の十五夜を観る会                ■条約登録記念イベント（平成 27年 7月） 

   

■条約登録 1周年記念イベント（平成 28年 5月） 

 

 

Ⅱ．観光への利活用の推進 

現在の観光利用は、紅葉するシチメンソウの鑑賞やバードウォッチングを中心に行われており、

来訪の理由も隣接する干潟よか公園の利用のついでや、ツアーの一環で立ち寄るといった消極的

なものも少なくありません。 

まずは、【A.他にはない特長を活かした観光客の誘致促進】を、「多方面への PR」、「受け入れ

体制の整備」、「市内観光地との連携」を通じて行います。これと同時に干潟来訪の目的となる“干

潟の魅力”の発掘・整備を行っていきます。具体的には、【B.現地におけるレクリエーション機能

の充実】として「立地に即した活用の検討」を行うほか、【C.新たな魅力の発信・発掘による新

規来訪者の獲得】を「魅力の発信」、「魅力の発掘」を通じて行います。さらに【D.東よか干潟の

文化や技術の継承】を「記録と継承」するなど、多様で魅力的な干潟の活用方法の検討・整備を

行います。 

 これらの取り組みの推進により、地域の経済発展と湿地保全の両立の実現を目指します。 
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東よか干潟環境保全及びワイズユース計画 

 

【A.他にはない特長を活かした観光客の誘致促進】 

●多方面への PR 

取り組み名称 No. 取り組み内容 主な関係者 実績・スケジュール 

広大な干潟の風景、干

潟の生き物、野鳥、シ

チメンソウなど、現在

の特長を生かしたＰＲ 

① 国内最大の干満差を誇る有明海の潮汐、

泥干潟特有のムツゴロウやワラスボなどの

珍しい生き物、日本一の渡来数を誇るシ

ギ・チドリ類、国内最大のシチメンソウ群

生地など他にはない特長を、ホームページ

をはじめ SNS、雑誌媒体、パンフレットな

どを通じて国内外に発信し、誘客につなげる。 

・佐賀市（秘書課、

観光振興課、環境

政策課） 

・佐賀市観光協会 

継続  

シティプロモーション

ムービーの制作（有明

海関係） 

② 佐賀市の認知度向上と観光誘客のため、

佐賀市の魅力の一つである有明海と、そこ

に生息する珍しい生き物をテーマとしたイ

ンパクトのあるムービー（「W・R・S・B」、

「ガタバトル」など）を多様なメディアに

より国内外に発信する。 

・佐賀市（秘書課） 継続 平成 27 年度

～ 

外国人へのＰＲ ③ ラムサール条約は国際条約であることか

ら、外国人を意識した多言語による情報発

信（プロモーションムービー、パンフレッ

ト、案内看板など）とともに、インバウン

ド（訪日外国人旅行）による東よか干潟へ

の積極的誘客を図る。 

・佐賀市（秘書課、

観光振興課、環境

政策課） 

・佐賀市観光協会 

継続  

各種大会行事の視察先

としての活用 

④ 市内で開催される行政や民間の各種大会

における視察先として東よか干潟を組み込

むなど、佐賀市の魅力を体感できる場所と

しての定着とリピーターの確保を図る。 

・佐賀市（観光振興

課、環境政策課） 

・佐賀市観光協会 

継続  

 

 

 

 

 

 

 

■現地多言語案内看板           ■ラッピングバス（ラムサール号）   ■ラッピングバス（ガタバトル号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17 多言語パンフレット  

■英語版       ■韓国語版      ■中国語版_簡体   ■中国語版_繁体   ■日本語版 
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●受け入れ体制の整備 

取り組み名称 No. 取り組み内容 主な関係者 実績・スケジュール 

現地ガイドの充実 ① 現在、東よか干潟ボランティアガイドを

土日祝日に現地に配置するとともに、事前

にガイドの申込があった場合は、平日も対

応している。ガイド自身が東よか干潟の魅

力の一つとなっており、リピーターの確保

にもつながっている。今後はガイド個々人

のスキルアップによる体制の充実を図る。

また、必要な機材の整備充実を図る。 

・東よか干潟ボラン

ティアガイド 

・佐賀市（環境政策

課） 

継続 平成 28 年度

～ 

干潟来訪の新たな魅力

の創造 

② 干潟の魅力を伝え、再訪を促す独自の土

産物の開発・販売や、ここでしか購入でき

ないラムサールブランドとしての地元農産

物や海産物の販売などを検討する。 

・協議会ワイズユー

ス検討部会 

・佐賀市（商業振興

課、農業振興課、

水産振興課、環境

政策課） 

新規 平成 30 年度

～ 

干潟体験プログラムの

開発 

③ 東よか干潟で直に干潟の魅力を体感する

ことができる体験メニューを検討するとと

もに、年間を通したプログラムを開発する。 

・佐賀市観光協会 

・佐賀市（環境政策

課） 

継続  

 

●市内観光地との連携 

取り組み名称 No. 取り組み内容 主な関係者 実績・スケジュール 

市内の他の観光地との

連携 

① 市南部地域にある世界文化遺産の構成遺

産「三重津海軍所跡」、機械遺産「筑後川昇

開橋」、橋の駅「ドロンパ」などの観光地を

はじめ、「佐賀バルーンミュージアム」や国

史跡「東名遺跡」などの佐賀市が誇る観光

地や名所と連携することにより、来訪者の

周遊性の向上と経済的効果の相乗を図る。 

・佐賀市（三重津世

界遺産課、観光振

興課、環境政策

課、文化振興課） 

継続 平成 27 年度

～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

南部地域観光の推進 

「東よか干潟」をはじめ、諸富町・川副町に所在する「三重津海軍所跡」、諸富町の「筑後川昇開橋」は佐賀市南

部観光の拠点として位置づけられる資源です。立地的に近い場所にある利点を活かすとともに、佐賀市南部の自然、

歴史、文化などを端的に知り、学ぶことのできる素材として、観光や学習活動に活用していきます。 

 

≫≫南部地域観光の拠点資源 

 

 

 

■三重津海軍所跡インフォメーシ

ョンコーナー（佐野常民記念館） 

■筑後川昇開橋 ■三重津海軍所跡（航空写真） 
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東よか干潟環境保全及びワイズユース計画 

 

【B.現地におけるレクリエーション機能の充実】 

●立地に即した活用の検討 

取り組み名称 No. 取り組み内容 主な関係者 実績・スケジュール 

干潟よか公園との連携 ① 東よか干潟に隣接する「干潟よか公園」

にはたくさんの遊具や水遊び場、芝生公園

などが整備され、一年を通じて家族連れな

どの憩いの場として人気のスポットとなっ

ている。駐車場、トイレなどの集客のため

の基本施設を供用するとともに、干潟環境

に親しむのとは別目的で訪れた人に対し、

干潟に目を向けるきっかけづくりに活用す

る。 

・佐賀市（緑化推進

課、南部建設事務

所、環境政策課） 

継続 平成 27 年度

～ 

これまでにはない視点

での周辺環境の利活用 

②  直接的ではないが結果的に干潟の保全や

啓発につながる場としての利活用について

検討し実施する。 

（例）東与賀海岸での星空観察会など 

・佐賀市（環境政策

課） 
新規 平成 30 年度

～ 

 

 

 

■干潟よか公園（じゃぶじゃぶ池）               
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【C.新たな魅力の発信・発掘による新規来訪者の獲得】 

●魅力の発信 

取り組み名称 No. 取り組み内容 主な関係者 実績・スケジュール 

ロケ地などとしての利

活用 

① 広大な干潟や特有の生き物、渡来する野

鳥や紅葉するシチメンソウなど、ここでし

か観ることのできない四季折々の絶景を、

これまでドラマや企業のプロモーションム

ービーのロケ地として利用がなされてお

り、今後もさまざまな媒体による利活用を

広げていく。 

・佐賀市（秘書課、
観光振興課、環境
政策課） 

継続 平成 27 年度

～ 

潜在的絶景ポイントの

発掘と PR 

② 東よか干潟は広大な干潟の風景はよく知

られているところであるが、夕日に映える

干潟の風景や、海岸から望むことができる

初日の出など、まさに絶景と呼ぶにふさわ

しい自然環境が多くあることから、それら

を発掘し PR することにより、新規来訪者

の獲得を図る。 

・佐賀市（観光振興
課、環境政策課） 

新規 平成 30 年度

～ 

リアルタイムによる旬

の魅力の発信 

③ 東よか干潟のシンボルとなるモニュメン

トの設置を検討するとともに、今後整備す

る拠点施設からの情報発信のほか、「干潟サ

ポーター」による旬の魅力をリアルタイム

で発信する取り組みを実施する。 

・佐賀市（環境政策
課） 

新規 平成 31 年度

～ 

有明海の生物オブジ

ェ・下水道マンホール

蓋の活用 

④ 市内に点在する有明海の生き物をモチー

フとしたオブジェや下水道マンホール蓋を

紹介することで、新規来訪者の獲得や市内

散策の新たな目的として活用する。 

・佐賀市（上下水道
局） 

継続 平成 28 年度

～ 

 

 

 

 

 

 

 

   

■初日の出の見学スポット              ■東よか干潟の夕暮れ       

 

 

 

 

 

 

 

 

             ■夕日に映えるシチメンソウ  
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東よか干潟環境保全及びワイズユース計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●魅力の発掘 

取り組み名称 No. 取り組み内容 主な関係者 実績・スケジュール 

ウォーキングやサイク

リングなどの健康と観

光をミックスした新た

なメニューの開発 

① 平坦な佐賀平野を活かしたウォーキング

やサイクリングコースの研究を行い、コー

スマップを作成する。また、拠点ステーシ

ョンの設置やレンタサイクル事業について

も検討する。 

・佐賀市（観光振興

課、環境政策課、

健康づくり課） 

継続 平成 28 年度

～ 

外国人に喜ばれる仕掛

けづくり 

② 近年増加する外国人の来訪やインバウン

ド対策として、外国人に注目されるような

PR や現地で喜ばれる対応などについて調

査し検討を行う。 

・佐賀市観光協会 

・佐賀市（観光振興

課、環境政策課） 

継続 平成 29 年度

～ 

 

 

 

 

 

 

 

  

サイクル・ツーリズム 

 

 

東よか干潟を臨む東与賀海岸や隣接する佐賀平野の広大

な低平地という地域環境資源を活かした、健康と観光をミッ

クスした集客型の新たな観光メニューとして期待されてお

り、地域経済の活性化にもつながります。 

有明海の生物オブジェ・下水道マンホール蓋の活用 

ムツゴロウをはじめとする有明海の生き物は佐賀市民に親しまれており、市内にはこれらの生物をモチーフとし

たユニークなオブジェが点在しています。またムツゴロウをモチーフとした下水道マンホールの蓋もあり、インタ

ーネット上で紹介されるなど、これらを探索することが市内散策の新たな目的として注目されています。佐賀市上

下水道局では表にマンホールの写真と位置情報が記されたマンホールカードを配付するなど、楽しみながら環境へ

の意識啓発につなげる取り組みを実施しています。 

 

≫≫有明海の生物オブジェと下水道マンホール 

■歩道フェンス 

■下水道マンホールカード 

≫≫干潟後背堤防でのサイクリング 

■橋の欄干 
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【D.東よか干潟の文化や技術の継承】 

●記録と継承 

取り組み名称 No. 取り組み内容 主な関係者 実績・スケジュール 

干拓や有明海の干潟漁

の歴史 

① 地元東与賀町の干拓の歴史や有明海の干

潟漁などについて、東よか干潟周辺の歴史

や文化を後世に伝えるため、資料や書籍を

収集し、誰もが閲覧できる仕組みづくりを

検討する。 

・佐賀市（環境政策

課、東与賀支所） 
新規 平成 30 年度

～ 

有明海特有の魚介類や

伝統漁に使用する漁具

の展示と保存 

② 現在、東よか干潟ガイダンスルームでは

干潟の生き物や伝統漁について、写真、

DVD、ガタスキー（実物）などを展示し紹

介している。今後拠点施設の整備に向けて、

水槽による生体展示や伝統漁に使用する漁

具の充実などを検討し、有明海の特徴と魅

力を伝えるとともに、東よか干潟の伝統漁

や生き物の保全につなげる。 

・佐賀市（水産振興

課、環境政策課、

東与賀支所） 

新規 平成 30 年度

～ 

東よか干潟や有明海に

関する先人の言い伝え

や知恵の記録 

③ 現在失われつつある干拓の歴史や有明海

の伝統漁などに関する先人の言い伝えや知

恵を記録し、東よか干潟や周辺域の歴史や

文化を継承する。 

・佐賀市（水産振興

課、環境政策課、

東与賀支所） 

新規 平成 30 年度

～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■干拓の歴史看板（東与賀海岸、東与賀支所駐車場） 

 

■漁具の展示（東よか干潟ガイダンスルーム） 

■干潟漁の風景（昭和 61年） ■過去の干潟でのイベント 
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Ⅲ．産業への利活用の推進 

干潟の恵みに育まれた水産物・農産物やこれらを活用した料理の提供、土産物の開発は、干潟の恵み

を直に感じられる五感に訴える活動として観光の新たな資源となるとともに、漁家や農家の所得向上や

地域の産業の振興につなげる必要があります。また、持続可能な農水産業が、高付加価値農水産物の生

産を通じて、地域振興に資するだけではなく、湿地の維持や回復にもつながります。 

そのため、ラムサール条約のブランドイメージを活用した【A.干潟の恵みのブランド化による地域産

業の振興】を目指して、「農水産業ブランドの確立」を進めます。 

 

【A.干潟の恵みのブランド化による地域産業の振興】 

●農水産業ブランドの確立 

取り組み名称 No. 取り組み内容 主な関係者 実績・スケジュール 

「シギの恩返し米プロ

ジェクト」の推進 

① 東与賀町の豊かな自然環境を活かし、干

潟環境に配慮した農法による米のブランド

化を推進する。 

冬季に裏作を行わず水を入れ湿田化する

ことで、シギなどの野鳥の餌場としての利

用を促し、また水田魚道を設置することで、

生き物を育む環境づくりを目指す。 

また、これまでの減農薬などによる特別

栽培に加え、下水道由来肥料や北山ダム底

質土を活用することで、豊かな土壌の形成

をねらい、土壌や米の成分などの科学的な

優位性を示しながら、ブランド化を図り売

り込みを行う。 

・農業者 

・東与賀まちづくり

協議会 

・佐賀県農業協同組

合 

・佐賀大学 

・ＩＴ企業 

・佐賀県 

・佐賀市（農業振興

課、環境政策課、

東与賀支所、上下

水道局） 

継続 平成 29 年度

～ 

佐賀海苔をはじめとし

た有明海の幸の PR 

② 販売量、販売金額ともに 14 季連続日本

一（平成 28 年現在）の佐賀海苔をさらに

PR するとともに、ムツゴロウやワラスボな

どの干潟の珍しい魚介類の資源維持に努め

ながら漁獲し PR することで、海産物への

付加価値と水産業の振興を図る。 

・佐賀県有明海漁業

協同組合 

・佐賀市（水産振興

課、環境政策課、

東与賀支所） 

継続  

土産物の開発と販路の

開拓 

③ シギの恩返し米プロジェクトによる「夢

しずく」をはじめ、アスパラガス、トマト、

イチゴなどの東与賀町の農産物や海苔など

の海産物、及びそれらを使用した商品や土

産物を現地や各所で販売することで、ワイ

ズユースの実践による来訪者の満足度向上

と農水産業者の所得向上による地域振興に

つなげる。 

商品や土産物の開発と並行して、現地以

外の販路の開拓について検討する。 

・協議会ワイズユー

ス検討部会 

・佐賀市（商業振興

課、農業振興課、

水産振興課、環境

政策課、東与賀支

所） 

新規 平成 30 年度

～ 
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“シギの恩返し米”プロジェクト 

東よか干潟付近の農地では、干潟で暮らす生き物のため、長年多くの農家が農薬や化学肥料を半分以下に削減し

て米を栽培されてきました。 

この「特別栽培米」を、ラムサール条約のブランドイメージを活用し、地域全体で付加価値を高め、持続性のあ

る環境循環型農業の構築を目的に、農家、東与賀まちづくり協議会、佐賀県農業協同組合、佐賀大学、ＩＴ企業、

県、市などが連携して、実証実験や共同研究などに取り組んでいます。 

 

≫≫プロジェクト試験圃場と水田を餌場とする野鳥 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■プロジェクト試験圃場（魚道の設置） ■冬水たんぼを利用するシギ 

■ラムサールおにぎり（地元東与賀産の米と海苔を使用） ■シギの恩返し米パッケージ（平成 29年産） 

■プロジェクトのイメージ図 ■プロジェクトが目指している 5つの目標 
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３）交流・学習に関する取り組み 

「交流・学習」に関する基本方針“学び、つながり、広げる”に沿った具体的な取り組み内容を以下

に示します。 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．「交流・学習」に関わるこれまでの取り組みの定着・発展 

東よか干潟の現在の環境は、これまでの「交流・学習」活動に支えられ、維持されてきたものです。

本計画の目標を達成するには、これまでの活動内容を基盤として発展させていく必要があります。 

取り組みの継続は担い手や経済的状況などに左右される課題です。取り組みの定着・発展を見据えた

【A.「交流・学習」に関わるこれまでの取り組みの継続実施】として、「学習機会の創出」、「人材の確

保」、「教材の整備」、「他の条約登録湿地との情報交換・交流・連携の推進」、「交流・学習のための施設

整備」に関する継続的活動に取り組みます。また、それぞれの取り組みが単体ではなく相互に連動し合

うことで、より大きな効果が期待できます。 

 

 

【A.「交流・学習」に関わるこれまでの取り組みの継続実施】 

●学習機会の創出 

取り組み名称 No. 取り組み内容 主な関係者 実績・スケジュール 

東よか干潟ラムサール

クラブの運営 

① 市内小学４年生～中学３年生までの児童

生徒が対象。 

東よか干潟の生物調査、野鳥観察、市な

どが主催するイベントへの参加、他の湿地

の子ども達との交流、海岸清掃などの活動

を行い、東よか干潟のすばらしさを多くの

人に伝える未来のリーダーを育成する。 

・東与賀まちづくり

協議会 

・佐賀自然史研究会 

・佐賀野鳥の会 

・佐賀大学 

・佐賀市（環境政策

課） 

継続 平成 26 年度

～ 

子ども湿地交流会への

参加及び開催 

② 国内のラムサール条約登録湿地で活動す

る子ども達との交流活動に参加すること

で、他の湿地におけるさまざまな保全や学

習活動を通じて見識を豊かにし、東よか干

潟における今後の活動の幅を広げる。 

また、東よか干潟で交流会を開催するな

ど、他の湿地への PR とともに、東よか干

潟の価値やすばらしさを国内外に向けて子

ども目線で発信する機会を設けるなど、子

ども世代から将来の担い手を育成する活動

を継続する。 

・東与賀まちづくり

協議会 

・佐賀市（環境政策

課） 

継続 平成 27 年度

～ 

基本方針：学び、つながり、広げる 

東よか干潟の価値や重要性を多くの人が体感し、学び、交流する機会を創出するとともに、さまざま

な主体が連携し情報発信するなど、保全・再生とワイズユースの取り組みを支えます。 
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取り組み名称 No. 取り組み内容 主な関係者 実績・スケジュール 

東よか干潟自然観察会

の開催 

③  現在、ラムサールクラブや地元の小中学

校で実施している自然観察会（干潟の生き

物調査、野鳥観察）を引き続き実施すると

ともに、市内小中学校向けにアレンジする

など、誰もが気軽に干潟の魅力を体感でき

る一般向けのプログラムの構築について検

討し実施する。 

・東与賀まちづくり

協議会 

・佐賀市（環境政策

課） 

継続 平成 27 年度

～ 

小中学校の学習への取

り組みに対する支援 

④  東よか干潟の価値や魅力を現地で体感す

るプログラムに取り組む市内小中学校に対

し、ボランティアガイドの配置などによる

効果的な学習活動の支援を行う。 

・佐賀市（環境政策

課） 

・佐賀市教育委員会

（学校教育課） 

継続 平成 28 年度

～ 

ラムサール条約登録湿

地関係市町村会議への

参加 

⑤ 全国のラムサール条約湿地が所在する市

町村で設置されている会議。 

関係市町村間の情報交換及び協力を推進

することにより、地域レベルの湿地保全活

動の推進を図る。 

・佐賀市（環境政策

課） 
継続 平成 28 年度

～ 

 

 

   

■東よか干潟ラムサールクラブ（干潟の生物調査）   ■日中韓 3国子ども湿地交流 in安山（H28.7.26～30） 

   

■KODOMOラムサール in浜頓別（H28.8.5～7）      ■自然観察会（東与賀中学校） 
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●人材の確保 

取り組み名称 No. 取り組み内容 主な関係者 実績・スケジュール 

ボランティアガイドの

養成・運営など 

① 東よか干潟を訪れる人に、干潟の価値や

魅力を伝える「東よか干潟ボランティアガ

イド」を養成し運営するとともに、将来の

干潟の管理や利活用を担う人材を育成す

る。 

現在相当数のボランティアガイドが活動

しているため、養成講座は 2～3 年に一度

のペースで開催する。 

・佐賀市（環境政策

課） 
継続 平成 27 年度

～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●教材の整備 

取り組み名称 No. 取り組み内容 主な関係者 実績・スケジュール 

学校教育現場での副読

本の整備 

① 東よか干潟やシチメンソウについて、平

成 29 年度から市内小学校 3･4 年生の社会

科副読本で取り扱いをはじめ、佐賀の誇る

財産としての理解を深めるとともに、環境

保全意識の啓発にも役立てている。 

・佐賀市教育委員会

（学事課） 
継続 平成 29 年度

～ 

 

 

 

  

東よか干潟ボランティアガイド 

東よか干潟を訪れる人に、干潟の価値や魅力を伝えるボランティアガイドを運営しています。平成 27 年度に第 1

期養成講座を開催し、平成 28 年度よりガイドを開始しました。平成 29 年度現在 24 人のガイドが休日を中心に、

東よか干潟とラムサール条約、渡来する野鳥、干潟の生き物、シチメンソウなどについて、おもてなしの心でガイ

ド活動を実施しています。 

 

≫≫ボランティアガイド養成講座とガイド活動の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ガイド養成講座 ■ガイド活動 
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●国内外の条約登録湿地などとの情報交換・交流・連携の推進 

取り組み名称 No. 取り組み内容 主な関係者 実績・スケジュール 

国内外の条約登録湿地

などとの交流の推進 

① ラムサール条約湿地や東アジア・オース

トラリア地域フライウェイパートナーシッ

プ参加地との情報交換や交流を推進し湿地

間の連携とネットワークの構築を強化する

ほか、東よか干潟と共通の特徴と背景を有

するサイトとの「姉妹湿地」の締結を見据

えた検討を行う。 

・佐賀市（環境政策

課） 
継続 平成 27 年度

～ 

有明海ラムサール 3 湿

地の連携推進 

② 有明海のラムサール条約登録 3 湿地（荒

尾干潟、東よか干潟、肥前鹿島干潟）にお

ける行政及び市民レベルでの情報交換、交

流、イベントの共同開催、市民便りの定期

発行など、引き続き連携を推進していく。 

・佐賀市（環境政策

課） 
継続 平成 27 年度

～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会科副読本への地元の誇るべき環境の掲載 

佐賀市教育委員会では、平成 29 年度より市内小学校 3・4 年生向けの社会科副読本の中で、東よか干潟やシチメ

ンソウについて記載しています。学校での教育は、子供たちが地元へ関心をむける重要なきっかけとなるものです。 

 

≫≫佐賀市の社会科副読本（小学校 3･4年生） 

 

 

 

 

 

 

 

有明３干潟ラムサール市民だより 
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●交流・学習のための施設整備 

取り組み名称 No. 取り組み内容 主な関係者 実績・スケジュール 

東よか干潟ガイダンス

ルーム（展示スペース）

の運営 

① 干潟来訪者の興味を引き、現場で自然と

ふれ合う際の知識を補完する内容の展示物

を設置するなど、干潟の学習を効果的に推

進する。 

なお、ガイダンスルームは拠点施設を整

備するまでの仮設展示スペースとしての機

能であることに留意する。 

・佐賀市（環境政策

課） 
継続 平成 27 年度

～平成 31 年

度 

 

 

Ⅱ．交流・学習活動の推進 

交流・学習活動の推進には、活動者一人ひとりの意識や知識の向上や活動者層の裾野を広げる

ための取り組みが必要です。 

活動を始める動機には、対象への愛着や好意は欠かせません。市内外にかかわらず【A.さまざ

まな主体の活動への参画・活動の広がり促進】では、「リピーター確保」につながる干潟の魅力

アピールに取り組みます。また、【B.将来を担う人材、指導者の育成・確保】として、「人材の活

用」、「教材・教育プログラムの整備・充実」を、【C.各種交流会、大会、イベントなどを誘致】

として、「イベントの開催」に取り組みます。 

 

【A.さまざまな主体の活動への参画・活動の広がり促進】 

●リピーターの確保 

取り組み名称 No. 取り組み内容 主な関係者 実績・スケジュール 

まず東よか干潟を知っ

てもらい、来てもらう 

① 年間を通じて東よか干潟の魅力をアピー

ルするため、干潟の価値や機能、季節ごと

の見どころ、イベントの開催情報などにつ

いて、東よか干潟ポータルサイトを市ホー

ムページに新たに作成するなど、分かりや

すく情報発信を行う。 

現地ではガイダンスルームやボランティ

アガイドなどの案内機能の充実を図ること

により、東よか干潟を知り、何度も来ても

らうことで、干潟との繋がりを広げていく。 

・佐賀市（環境政策

課） 
継続 平成 27 年度

～ 

 

■東よか干潟ガイダンスルーム       
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【B.将来を担う人材、指導者の育成・確保】 

●人材の活用 

取り組み名称 No. 取り組み内容 活動の主体 実績・スケジュール 

専門員の配置と研究機

関の誘致 

① 東よか干潟の保全、利活用、交流・学習

を担う専門員を育成し今後整備する拠点施

設などへ配置するとともに、有明海や干潟

の研究を担う機関の東よか干潟への誘致に

ついて検討する。 

・佐賀市（環境政策

課） 
新規 平成 30 年度

～ 

 

●教材・教育プログラムの整備・充実 

取り組み名称 No. 取り組み内容 活動の主体 実績・スケジュール 

教材、教育プログラム

の整備・充実 

若者のリーダーシップ

の確保 

① ラムサールクラブ員の対象年齢を高校生

以上に引き上げるなど、年齢、知識の習熟

度、興味のある分野について、個人の希望

にそえる学習・教育プログラムの整備・充

実を図るとともに、特に湿地保全における

若者のリーダーシップを確保する。 

・佐賀市（環境政策

課） 
新規 平成 30 年度

～ 

 

 

【C.各種交流会、大会、イベントなどを誘致】 

●イベントの開催 

取り組み名称 No. 取り組み内容 活動の主体 実績・スケジュール 

全国レベルのイベント

や会議の開催 

① 地域や国内外の人達が東よか干潟へ関心

を持つためのきっかけづくりや今後整備す

る拠点施設における賑わい創出のため、ラ

ムサール条約や湿地の保全などに関する国

際会議や国内の大規模会議を佐賀市に誘致

し、湿地の管理に携わるさまざまな国、地

方政府、NGO、科学者、民間セクター、地

域の人々との情報共有や議論の場を提供す

る。 

・佐賀市(環境政策

課) 
新規 平成 32 年度

～ 

 

アジア湿地シ

ンポジウム

2017（平成

29 年 11 月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■アジア湿地シンポジウム 2017 
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Ⅲ．交流・学習拠点の整備 

交流・学習の取り組みには、取り組み内容を調整し、活動の拠点となる場の確保が必要になり

ます。 

【A.現地における学習の場としての施設整備の充実】として、現在資料の展示が主となってい

る東よか干潟ガイダンスルームの機能を発展させ「施設機能の充実」を図ります。また、【B.現

地における常時交流の場の設置】として、想定される機能を持つ「交流拠点の確保」を進めます。 

 

 

【A.現地における学習の場としての施設整備の充実】 

●施設機能の充実 

取り組み名称 No. 取り組み内容 主な関係者 実績・スケジュール 

拠点施設の整備 ① 現在干潟よか公園に設置しているガイダ

ンスルーム機能を充実発展させた拠点施設

を干潟よか公園周辺に整備する。 

・佐賀市（環境政

策課） 
継続 平成 29 年度

～ 

市内外の環境学習の場

として活用 

② 拠点施設は東よか干潟の保全や利活用を

担う場であるとともに、環境学習の場とし

ての機能を有するものとし、市内外からの

校外学習の場としての定着・利用を目指す。 

・佐賀市（環境政

策課） 
新規 平成 31 年度

～ 

交通手段と交通網の整

備 

③ 東よか干潟へ直接アクセスするための交

通手段の確保を検討する。 

また現在計画が進められている有明海沿

岸道路には東与賀町にインターチェンジが

設置される予定であることから、新たな交

通網を考慮した干潟への導線と誘客につい

て検討する。 

・佐賀市（観光振

興課、環境政策

課、東与賀支所、

交通局） 

新規 平成 31 年度

～ 

 

 

【B.現地における常時交流の場の設置】 

●交流拠点の確保 

取り組み名称 No. 取り組み内容 主な関係者 実績・スケジュール 

ボランティアやバード

ウォッチャー、ＮＰＯ

などが常時集い、情報

交換などが可能な場の

確保 

① 干潟の環境保全やワイズユースに関わる

ボランティア、バードウォッチャー、ＮＰ

Ｏなどとの連携や協働を図るため、拠点施

設の整備とあわせて、これらの人々が常時

集い、情報交換や情報発信が可能な場の設

置を検討する。 

・佐賀市（環境政策

課） 
新規 平成 30 年度

～ 

交流学習施設の連携 ② 佐賀市における環境学習の拠点施設であ

る「佐賀市エコプラザ」と、現在整備中で

ある「洞鳴の滝小水力発電活用施設」、今後

整備する「東よか干潟拠点施設」の 3 つの

施設が連携し合うための効果的な学習プロ

グラムの検討を行う。 

・佐賀市（環境政策

課、循環型社会推

進課） 

新規 平成 31 年度

～ 
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交流学習施設の連携 

佐賀市では環境学習の拠点施設である佐賀市エコプラザをはじめ、現在洞鳴の滝小水力発電活用施設と東よか干

潟拠点施設の整備を進めています。そのため、将来的にはこれら 3 つの施設が連携することにより、効果的な環境

学習の推進が図られます。 

 

≫≫佐賀市エコプラザ 

佐賀市エコプラザは佐賀市のごみ処理施設（清掃工場、リサイクル工場）内に併設された交流学習拠点の 1 つで

す。ごみの減量・資源の有効利用を軸に、豊富なスペースを活かしたさまざまな展示を行っているほか、学習スペ

ースに設けた図書コーナーの利用を通じて、環境全般にかかわる情報の提供を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≫≫洞鳴の滝小水力発電活用施設 

佐賀市北部の三瀬村に整備中の小水力発電を備えた多目的施設で、環境学習や地域住民が交流するためのスペー

スの設置を計画しています。 

 

 

 

■地球環境に関する体験学習コーナー ■佐賀の淡水魚や有明海の生き物の水槽展示 


