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１．東よか干潟とは 

（１）東よか干潟のラムサール条約湿地登録概要 

「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」（以降「ラムサール条約」）は、

国際的に重要な湿地とそこに生息する水鳥をはじめとした生態系の保全と人類による持続的な

利用（ワイズユース）を目的とした条約です。 

ラムサール条約の締約国は、条約に定められた国際的な基準などの要件を満たす湿地を「国際

的に重要な湿地」に指定し、スイスにある条約事務局が管理する「国際的に重要な湿地に係る登

録簿」に掲載されます。掲載された湿地をラムサール条約湿地といいます。 

2015 年（平成 27 年）5 月 28 日（スイス時間。日本時間では 5 月 29 日）に東よか干潟がラム

サール条約湿地として登録簿に掲載されるとともに、ウルグアイ東方共和国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ました。 

東よか干潟は、佐賀市南部の有明海の北岸、湾最奥部に位置します。単一の干潟としては国内

有数規模の泥質の干潟で、東与賀海岸の堤防から沖合方向の 50m 部分を除いた 218ha（国指定

東よか干潟鳥獣保護

区東よか干潟特別保

護地区）の区域が条

約登録区域です。 

東よか干潟は、渡

り鳥であるシギ・チ

ドリ類の渡来数が日

本一であり、塩生植

物シチメンソウの国

内最大の群生地を有

するなど、数々の日

本一を有する干潟で

す。 

図 1 東よか干潟の概要 

 

     

■条約登録記者会見の様子(佐賀市役所)    ■認定証授与式(ｳﾙｸﾞｱｲ_ﾌﾟﾝﾀ･ﾃﾞﾙ･ｴｽﾃ）   ■ラムサール条約登録認定証 

 

図 2 ラムサール条約湿地登録認定  
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ラムサール条約が目指すもの 

≫≫目的 

ラムサール条約の正式名称は「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」といい、1971 年に

イランのラムサールという都市で開催された国際会議で条約が採択されたことから「ラムサール条約」と一般に

呼ばれています。湿地はさまざまな生き物の生息地として重要なばかりでなく、私たちの暮らしを支えている重

要な資源です。条約では国際協力によって、湿地の保全と湿地の生態系が果たす役割を損なうことなく、持続的

に湿地の恩恵を得ること（ワイズユース）を目的としています。 

 

≫≫ラムサール条約湿地とは 

ラムサール条約の締約国は、条約に定める国際的な基準などの要件を満たす湿地を「国際的に重要な湿地」に

指定し、スイスにある条約事務局が管理する「国際的に重要な湿地に係る登録簿」に掲載します。掲載された湿

地を「ラムサール条約湿地」といい、地域の特性に応じた保全、ワイズユースの取り組みが期待されています。 

 

≫≫国際的に重要な湿地を指定するための基準 

“国際的に重要な湿地を指定するための基準”には 9 つの項目が設定されています。日本ではこのうちのいずれ

かに該当する（国際的に重要な湿地であること）ほか、国の法律（自然公園法、鳥獣保護法など）により将来に

わたって自然環境の保全が図られる担保があり、地元自治体などの登録への賛意が得られている湿地を登録して

います。東よか干潟は基準 2、4、6（「（２）東よか干潟の国際的な価値と特長」を参照）に該当しています。 

【国際的に重要な湿地を指定するための基準】 

基準１：特定の生物地理区内で代表的、希少、または固有の湿地タイプを含む湿地 

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：特定の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 

基準４：動植物のライフサイクルの重要な段階を支えている湿地。または悪条件の期間中に動植
物の避難場所となる湿地 

基準５：定期的に２万羽以上の水鳥を支えている湿地 

基準６：水鳥の 1 種または 1 亜種の固体群の個体数の１％以上を定期的
に支えている湿地 

基準７：固有な魚類の亜種、種、科、魚類の生活史の諸段階、種間相互
作用、湿地の価値を代表するような個体群の相当な割合を支え
ており、それによって世界の生物多様性に貢献している湿地 

基準８：魚類の食物源、産卵場、稚魚の生息場として重要
な湿地。あるいは湿地内外の漁業資源の重要な回
遊経路となっている湿地 

基準９：鳥類以外の湿地に依存する動物の種または
亜種の固体群の固体数の１％以上を定期的
に支えている湿地 

         注）魚類：魚、エビ・カニ・貝類 

 

≫≫日本の登録湿地 

世界のラムサール条約登録湿地数は平成 30 年

3 月現在 2,301 カ所です。日本では 1980 年に釧

路湿原を最初の登録湿地としたことを皮切りに、

現在 50 カ所が登録されています。日本は重要な

渡り鳥の渡りのルートとなっており、アジアで最

も登録湿地数の多い国となっています。 
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（２）東よか干潟の国際的な価値と特長 

■ 生物生産性の高い豊かな干潟は国内有数の水鳥の渡りの中継地、越冬地です。 

東よか干潟は、日本の干潟の約 4 割を有する有明海の干潟の一部で、湾奥部に位置する泥質の

干潟です。高いプランクトン生産力を背景に、さまざまな生物が生息しており、これをねらって

種数、渡来数ともに多くの鳥類が訪れます。特にシギ・チドリ類の渡来数は、日本一を誇ります。 

 

【干潟の生態系とその役割】 

 

①陸上起源の豊富な栄養分（チッソ、リン、ケイソなど）や粘土粒子が、河川を通じ

て海へ流れ込む。 

②粘土粒子がくっつき合い、これに水中の栄養塩や有機物が付着して、有明海のにご

りの元となる浮泥を形成（栄養分の貯蔵庫として安定的に生物生産を支える）。 

③豊富な栄養分を、干潟表面のケイソウ類・植物プランクトンが取り込み、これを魚

類や貝類が食べ、さらに人間や鳥類が食べることで干潟外に栄養分が持ち出される。 

④海域に放出された生き物の死がい、糞などの有機物は、カニやゴカイが食べる。 

 

 

東よか干潟では 10 目 18 科 100 種の鳥類が確認されています。 

中でもシギ・チドリ類は種数、渡来数ともに多く、旅鳥として、春秋の渡りの時期に渡来しま

す。 

また、これらの種の中には、クロツラヘラサギ、ズグロカモメ、ホウロクシギなど、国際的に

絶滅のおそれのある種も多くみられます。 

 

  

●ラムサール条約_国際的に重要な湿地を指定するための基準２：国際的に絶滅のおそれのある鳥
類が渡来します。 
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表 1 東よか干潟の鳥類（その１） 

No 目 科 
 

種または亜種 種の指定など 

1 カモ カモ 
 

ヒシクイ ＶＵ 

2   
 

マガン ＮＴ、天然記念物 

3   ○ ツクシガモ ＶＵ 

4   
 

アカツクシガモ ＤＤ 

5   ○ オカヨシガモ － 

6   ○ ヨシガモ － 

7   ○ ヒドリガモ － 

8   ○ マガモ － 

9   ○ カルガモ － 

10   ○ ハシビロガモ － 

11   ○ オナガガモ － 

12   
 

シマアジ － 

13   
 

トモエガモ ＶＵ 

14   ○ コガモ － 

15   ○ ホシハジロ － 

16   ○ キンクロハジロ － 

17   ○ スズガモ － 

18   ○ ホオジロガモ － 

19   ○ ウミアイサ － 

20 カイツブリ カイツブリ ○ ハジロカイツブリ － 

21 ミズナギドリ ミズナギドリ 
 

ハシボソミズナギドリ － 

22 カツオドリ ウ ○ カワウ － 

23 コウノトリ サギ 
 

ゴイサギ － 

24   
 

アマサギ － 

25   ○ アオサギ － 

26   ○ ダイサギ － 

27   
 

チュウサギ ＮＴ 

28   ○ コサギ － 

29    カラシラサギ ＮＴ 

30 
 

トキ 
 

ヘラサギ ＤＤ 

31 
  

○ クロツラヘラサギ ＥＮ 

32 チドリ チドリ 
 

タゲリ － 

33   
 

ケリ ＤＤ 

34   
 

ムナグロ － 

35   ○ ダイゼン － 

36   
 

ハジロコチドリ － 

37   ○ コチドリ － 

38   ○ シロチドリ ＶＵ 

39   ○ メダイチドリ － 

40   
 

オオメダイチドリ － 

41  ミヤコドリ 
 

ミヤコドリ － 

42  セイタカシギ ○ セイタカシギ ＶＵ 

43  
  

ソリハシセイタカシギ － 

44  シギ ○ タシギ － 

45   ○ オオハシシギ － 

46   
 

シベリアオオハシシギ ＤＤ 
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表 1 東よか干潟の鳥類（その２） 

No 目 科 
 

種または亜種 種の指定など 

47 チドリ シギ ○ オグロシギ － 

48   
 

アメリカオグロシギ － 

49   ○ オオソリハシシギ ＶＵ 

50   ○ チュウシャクシギ － 

51   ○ ダイシャクシギ － 

52   ○ ホウロクシギ ＶＵ 

53   
 

ツルシギ ＶＵ 

54   ○ アカアシシギ ＶＵ 

55   
 

コアオアシシギ － 

56   ○ アオアシシギ － 

57   
 

カラフトアオアシシギ 国内希少、ＣＲ 

58   
 

クサシギ － 

59   
 

タカブシギ ＶＵ 

60   ○ キアシシギ － 

61   ○ ソリハシシギ － 

62   ○ イソシギ － 

63   ○ キョウジョシギ － 

64   ○ オバシギ － 

65   
 

コオバシギ － 

66   
 

ミユビシギ － 

67   
 

ヒメハマシギ － 

68   ○ トウネン － 

69   
 

ヨーロッパトウネン － 

70   
 

オジロトウネン － 

71   
 

ヒバリシギ － 

72   ○ ウズラシギ － 

73   
 

サルハマシギ － 

74   ○ ハマシギ ＮＴ 

75   
 

ヘラシギ ＣＲ 

76   
 

キリアイ － 

77   
 

エリマキシギ － 

78  ヒレアシシギ  アカエリヒレアシシギ － 

79  カモメ ○ ユリカモメ － 

80   ○ ズグロカモメ ＶＵ 

81   ○ ウミネコ － 

82   
 

カモメ － 

83   ○ セグロカモメ － 

84   
 

オオセグロカモメ － 

85   
 

ハシブトアジサシ － 

86   
 

オニアジサシ － 

87   ○ コアジサシ 国際希少、ＶＵ 

88   
 

アジサシ － 

89   
 

クロハラアジサシ － 

90   
 

ハジロクロハラアジサシ － 
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表 1 東よか干潟の鳥類（その３） 

No 目 科 
 

種または亜種 種の指定など 

91 タカ ミサゴ ○ ミサゴ ＮＴ 

92  タカ ○ トビ － 

93  
  

チュウヒ ＥＮ 

94  
  

ハイイロチュウヒ － 

95 フクロウ フクロウ 
 

コミミズク － 

96 ハヤブサ ハヤブサ 
 

コチョウゲンボウ － 

97 
  

○ ハヤブサ 国内希少、ＶＵ 

98 スズメ カラス ○ ミヤマガラス － 

99 
 

ツバメ ○ ショウドウツバメ － 

100 
  

○ ツバメ － 

 合計（種） 100 種 

（注） 

１． データはモニタリングサイト 1000 調査及び、日本野鳥の会の行った補足調査結果に拠る。 

２． 鳥類の目・科・種（和名）及び配列は、日本鳥類目録改訂第７版（日本鳥学会、2012 年）に拠った。 

３． 種の指定などの要件は次の通りである。 

 環境省レッドリスト（2017 年） 

 ＣＲ：絶滅危惧ⅠＡ類、 ＥＮ：絶滅危惧ⅠＢ類、 ＶＵ：絶滅危惧Ⅱ類、  

 ＮＴ：準絶滅危惧、 ＤＤ：情報不足 

 国内希少：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による国内希少野生動植物種 

 国際希少：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による国際希少野生動植物種 

天然記念物：文化財保護法による天然記念物 

４． ◯印は当該区域において一般的に見られる鳥獣。アンダーラインは鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正

化に関する法律第２条第４項において特に保護を図る必要があるものとして環境省令で定める鳥獣及び天

然記念物に指定された鳥獣。 
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ツクシガモ（絶滅危惧Ⅱ類） クロツラヘラサギ（絶滅危惧ⅠB 類） 

  

セイタカシギ（絶滅危惧Ⅱ類） ズグロカモメ（絶滅危惧Ⅱ類） 

  

 

図 3 国際的に絶滅のおそれのある鳥類（環境省レッドリスト） 
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東よか干潟は絶滅危惧種を含む水鳥たちの国内有数の渡りの中継地及び越冬地です。 

特にシギ・チドリ類は日本一の渡来数を誇り、夏季にはシベリアやアラスカで繁殖し、冬季は

越冬のためにオーストラリアやニュージーランドへ南下します。春・秋の渡りの季節になると、

数千羽のシギやチドリが餌をついばむ姿を見ることができます。多くの渡り鳥にとって渡りの中

継地は重要で、特に定常的に渡来数の多い東よか干潟がなくては、ライフサイクル自体が崩れて

しまう可能性があります。 

これだけの野鳥が東よか干潟に集まるのは、河川から豊かな栄養物質が流れ込む位置にあるこ

とで、野鳥の餌となるカニやゴカイなどの生物が豊富に生息しているためです。 

 

※資料：「モニタリングサイト 1000 シギ・チドリ類調査 平成 28年度春期調査報告書」2016年 12月、「モニタリングサイト 1000 シギ・
チドリ類調査 平成 28年度秋期調査報告書」2017年 2月、環境省自然環境局生物多様性センター 

図 4 地域別シギ・チドリ類の飛来数 
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白川河口

氷川

不知火干潟

三番瀬

球磨川河口

風蓮湖北部

藤前干潟

葛西海浜公園

鹿島新籠海岸

濤沸湖

早津江川河口（川副町）

高松～河北海岸

野付崎･尾岱沼

谷津干潟

中津海岸(東浜)

加茂川河口

安濃川河口～志登茂川河口

天王海岸

【春季 】
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コムケ湖
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泡瀬干潟

三番瀬

木戸川～堀川（九十九里浜南部）

野付崎･尾岱沼

大阪北港南地区

波崎新港
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矢作古川河口

風蓮湖北部

宇佐海岸

鹿島新籠海岸

漫湖

【秋季 】

東よか干潟（大授搦）

●ラムサール条約_国際的に重要な湿地を指定するための基準４：東よか干潟は、東アジア地域に
おけるシギ・チドリ類の重要な渡りの中継地及び越冬地です。 
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東よか干潟には毎年、シギ・チドリ類をはじめとする多くの渡り鳥が渡来します。これらの渡

り鳥は季節に応じて繁殖地と越冬地を地球規模の大移動を繰り返しながら生活しています。渡り

のルートは種や地域個体群ごとに大まかに決まっており、繁殖地、渡りの中継地、越冬地のどれ

が欠けても種としての存続が難しくなります。特に特定の種や地域個体群の利用率の高い環境は、

その種にとって重要です。東よか干潟は、数種の水鳥の地域個体群の 1％以上の個体数を定期的

に支える湿地となっています。 

 

■クロツラヘラサギ 

 東アジア地域個体群 東よか干潟 

推計個体数※1 1,830～

2,700羽 

渡来数※2 20羽 

1％基準値 20羽 渡来数割合 

（渡来数／ 

推計個体数） 

1％ 

 

■ズグロカモメ 

 東アジア地域個体群 東よか干潟 

推計個体数※1 7,100～

9,600羽 
渡来数※2 867羽 

1％基準値 85羽 渡来数割合 

（渡来数／ 

推計個体数） 

10.2％ 

 

■ダイゼン 

 東アジア地域個体群 東よか干潟 

推計個体数※1 104,000羽 渡来数※2 1,146羽 

1％基準値 1,040羽 渡来数割合 

（渡来数／ 

推計個体数） 

1.2％ 

※1：Wetlands International （2014）. “Waterbird Population Estimates” 

※2：Ramsar Information Sheet                             

図 5 推計個体数の 1％以上の渡来が確認される種  

●ラムサール条約_国際的に重要な湿地を指定するための基準６：東よか干潟は、数種の水鳥の地
域個体群の個体数の 1％以上を定期的に支えている湿地です。 
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渡り鳥の主要な渡り経路（フライウェイ） 

渡り鳥は繁殖地と越冬地を季節に応じて移動しながら生活しています。それぞれの種が存続するには繁殖地、

渡りの中継地、越冬地の全てが確保される必要があります。特に埋め立てなどの開発圧力が高く、人の活動によ

り環境変化を引き起こしやすい湿地を主な生息環境とする水鳥は、多くの種で絶滅が危惧されており、渡りのル

ート上にある各国が協力して種や生息地の保全に取り組む必要があります。渡りのルートはフライウェイと呼ば

れ、世界は地域レベルで包括的にくくった９つの範囲に分けられています。 

 

日本に渡来する多くの渡り鳥は、東アジア・オーストラリア地域フライウェイを利用していま

す。その地域は北はアラスカからロシア東部、シベリアにかけての地域から、日本や朝鮮半島と

中国東部を通り、東南アジア、ニューギニア、オーストラリアからニュージーランドへかけての

地域で、渡り鳥の保全上特に重要なフライウェイと認識されています。 

東アジア・オーストラリア地域フライウェイ下の地域では「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）」が 2006 年に発足し、渡り鳥の生息状況や保護活動に

ついて情報や技術の交換を行っています。また EAAFP では渡り性水鳥の重要な生息地による重

要生息地ネットワークを形成しています。このネットワークには 17 カ国 135 サイト（平成 30

年 3 月現在）が参加しており、東よか干潟も国内 33 番目のサイトとして平成 28 年 5 月 5 日に

参加が認定されました。 

 

      

 

 

 

 

図 6 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への参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

●東アジア・オーストラリア地域フライウェイにおける渡り性水鳥の重要な生息地の１つとして
認定されています。 

 

■参加認定証 ■参加認定証授与式 

資料：EAAFP 事務局 

東アジア・オーストラリア地域フライウェイ 

（北極圏～NZの 22ヶ国にまたがる。） 
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2017 年（平成 29 年）11 月 7 日から 11 日までの 5 日間、アジア地域における湿地の保全とワ

イズユースの促進を目指す「アジア湿地シンポジウム（AWS2017）」が佐賀市で開催されました。 

このシンポジウムは、アジアをはじめとする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・手法などの集積、共有などを通じて関係者の連携を強化するもので、

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、国内では 25 年ぶり 2 回目の開催となりました。 

27 の国と地域から約 870 人が参加した AWS2017 の佐賀市開催は、今後東よか干潟の保全と

ワイズユースを進めていく上で大変意義のある名誉なシンポジウムとなりました。 

本体会議の最終日の 10 日には「佐賀ステートメント」（資料編参照）が採択され、今後この宣

言に沿った各種取り組みを進めていく必要があります。 

また、最終日の 11 日には市民向けの公開シンポジウムを佐賀市東与賀町で開催し、AWS2017

の成果を広く市民に周知するとともに、有明海のラムサール条約 3 湿地（東よか干潟、肥前鹿島

干潟、荒尾干潟）における市民レベルでの連携の推進についても議論が交わされました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●第 8 回アジア湿地シンポジウム 2017（AWS2017）が佐賀市で開催され、東よか干潟の国際的な
価値や重要性が高まっています。 

 

アジア湿地シンポジウム 2017 

 

■基調講演                     ■市長円卓会議 

 

■フィールドビジット                ■公開シンポジウム 
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（３）東よか干潟の歴史・文化と人との関わり 

 

東よか干潟の位置する佐賀平野南部は、有明海沿岸において土砂の堆積による干潟の形成と干

陸化の著しい地域です。現在の広大な筑紫平野は、7,000 年前の縄文海進以降に形成されたもの

で、粒子の細かい粘土質の土砂の堆積は、全国でも珍しい縄文時代早期の湿地性貝塚「東名遺跡」

の発見を可能にしました。遺跡からは、ア

ゲマキやカキなど現在の有明海に見られる

生物が見つかっており、当時から人々が干

潟の恵みを享受しつつ、環境に寄り添って

生活していたことがうかがわれます。 

稲作が始まってからは、もっぱら干陸化

と人為的な干拓による農地利用が行われて

きました。干陸・干拓の歴史は古く、鎌倉

時代にまで遡ります。干魃
か ん ば つ

、洪水、高潮な

ど、そのままでは災害をもたらす低平地を、

築堤、排水、治水、潅漑などの、先人の自

然に対するたゆまぬ働きかけにより、滋味
じ み

豊かな土質に恵まれた国内でも有数の穀倉

地帯に変貌させました。また、これら農地

への給水、排水を確保するために形成され

たクリークは独特の景観を形成し、干潟と

ともに一大湿地の様相を呈しています。 

図 7 有明海北部の干拓地 

 

   

 

■有明海湾奥部の海岸線の移り変わり          ■東よか干潟と後背地（クリーク地帯） 
  

●“干拓”を通じ人の英知と自然の働きかけにより成立した半自然的な唯一無二の環境です。 

※後背の干拓地では稲や麦の栽培が行われ広大な湿地様の環境
が出現する。[写真：国土地理院空中写真 平成 26 年] 

東よか干潟 

※資料：昭和 53年現在 
（原図：山田龍雄・大田達一郎『佐賀県農業史』） 
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■水田で採餌するサギ類                 ■大搦
おおがらみ

・授産
じゅさん

社搦
しゃがらみ

の堤防 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

縄文時代早期の湿地性貝塚「国史跡：東名
ひがしみょう

遺跡」 

≫≫筑紫平野の発達史の鍵を握る遺跡 

「東名遺跡」は佐賀市金立町千布にある縄文時代早期の貝塚

で、当時の生活様式や文化を知るための数少ない遺跡として大変

重要です。 

遺跡に残されているのは今からおよそ 7000 年前のもので、当

時の海岸線は現在より 10km ほど内陸にありました。東名遺跡

は大きな川の河口付近に立地していたと考えられ、干満の影響が

強い干潟のような環境であったことが想定されます。 

また、水辺で多くの遺物が水に浸かった保存のよい状態とな

り、貝や動物の骨などが残りやすい湿地性貝塚となる条件に加

え、粘土層で急激に覆われるといった本地域ならではの要素が付

加されたことで、普通の遺跡では残らない動植物性遺物が良好に

残っています。 

 

≫≫約 7000 年前の有明海沿岸の人々の暮らし 

東名縄文人は、陸上の植物を主要な食料源とし、あわせて魚介類をタンパク質源とするような食生活を営んで

いたようです。 

貝塚から確認される貝殻のほとんどは、ヤマトシジミ、ハイガイ、アゲマキ、カキで、これらを好んで食べて

いたことが分かります。魚類ではスズキ、ボラ、クロダイが多く確認されています。 

また、水が湧くような低い場所には貯蔵穴を設け、ドングリなどの堅果類の短期貯蔵に使っていました。 

稲作が始まるずっと昔から、有明海の湿地環境は人々の生活を支える重要な環境であったことが分かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※資料：「東名遺跡のすべて」佐賀市教育委員会 

 

縄文海進ピーク時期の筑紫平野 

貝塚 東名縄文人のくらし（東名遺跡復元画、画：早川和子） 

※田植え後の後背地の圃場。湿地を好む生物の生息環境となる。                 ※干拓のまち東与賀を象徴する景観として親しまれる。 

 （第 12 回佐賀市景観賞）         



14  

 

約 6m の日本一の干満差と、土砂や泥の堆積しやすい水深の浅い遠浅の海の広がる有明海湾奥

部では、干潮時に濡れた鉛色の潟土の原が遠く地平の彼方にまで広がる雄大な風景が現れます。

この潟土はミクロン級の粘土で、今から約 8 万年前、九州中央に位置する阿蘇山が大噴火し、吹

き出した土砂に由来します。この有明海を形成する潟土こそが「有明粘土層」と呼ばれ、有明海

の濁った海水のもとであり、また、干潟をはじめ、多くの生命を育む命のゆりかごとなっていま

す。 

有明海の広大な干潟は、沖合に対して前の海「まえうみ」、そこに生息する魚介類は「まえう

みもん」と呼ばれ、近隣に住む人々は干拓地での農業のかたわら、「まえうみもん」を漁獲の対

象とし、生活の糧としてきました。干潮時の「まえうみ」は土質も形状も後背地の農地に近いこ

とから、漁獲の道具も農具から転用したもの、漁具と農具の形がほとんど同じものがみられます。

これら干潟の生き物を捕らえるための独自の漁法が営まれてきたほか、ムツゴロウの蒲焼きなど

干潟の生き物を使った郷土料理は、雄大な干潟の景観とともに地元に生活する私たちの心の原風

景となっています。 

また有明海では栄養分豊富な海水と日本一の潮汐の干満差を活かし、海苔の養殖場としても利

用されてきました。東よか干潟のすぐ南の沖にも海苔の養殖漁場が広がっています。佐賀海苔は、

販売量、販売金額、ともに日本一となっています。 

 

   
■東よか干潟の沖に広がる海苔の養殖漁場[写真：環境省]   ■東よか干潟の沖に広がる海苔ひび        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●泥干潟ならではの昔ながらの漁法が営まれているほか、日本一の海苔の生産地として知られる
豊穣の海です。 

 

有明海の伝統漁法 

干満差が大きく広い潟土の原が現れる干潟では、環境の特性を活かした独特の漁法があみだされてきました。

これらの漁法は有明海とともに生きてきた先人たちの知恵の結晶であり、未来へ伝えていくべき文化的遺産です。

しかし、現在では食文化の変化、あるいは漁獲対象の生息数の減少などから、昔ながらの漁の風景を見ることは

少なくなりました。 
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【有明海で見られる主な伝統漁法】 

漁 法  解  説 

ガタスキー 
 東よか干潟の泥は粒子が細かく、柔らかい粘土状の干潟であるた

め、立つと足が沈んでしまいます。そのため、ガタスキーと呼ばれ

る押し板が必要不可欠になります。 

スボかき  ワラスボは泥の中の生活に適応し、その目は退化して、ほとんど確

認できません。その見た目からは意外な程、濃厚な味わいで、干物

や煮付けにして食べられます。普段は潟の泥中に生息しているた

め、先にカギ状の金具が付いたかき棒を使って、干潟の泥を引っ掻

くようにして引き上げます。 

ムツかけ漁  ムツゴロウは、日本では有明海と八代海にのみ生息するハゼ科の魚

で、干潮時には干潟の上をぴょんぴょんと跳ね回る愛らしい姿がみ

られます。ムツかけ漁は、釣竿の先に付いたカギ状の金具を投げ込

み、ひっかけて採る手法。その鮮やかな技はまさに職人芸と言えます。 

タカッポ漁 

 

一度通ると戻れない、特殊な構造の筒を、ムツゴロウの巣穴に仕掛

け、入るのを待ちます。ムツかけと違い、ムツゴロウを傷つけずに

捕獲できます。 

カニとり  片方のハサミだけが大きいカニ、シオマネキ。生息孔に手を差し入

れて取り上げたり、農具の鍬（くわ）に似た板鍬で掘って、手づか

みで捕まえたりします。 

 

メカジャとり  メカジャは正式にはミドリシャミセンガイと言い、数億年前からそ

の姿が変わらないことから、生きた化石とも呼ばれます。 

干潟の泥の比較的浅い所に生息しているため、農具の鍬（くわ）に

似た板鍬で、地上付近を掘り返し、捕獲します。 

シャッパふみ  シャッパとはシャコのことで、寿司ネタとしても多く使われます。

干潟に浅くて長い U 字型の孔を掘って生息しており、その二つの

孔のいずれかを足で踏み付けると、もう一方の孔から海水と一緒に

飛び出てくるので、そこを捕まえます。 

ウミタケねじ 

 

ウミタケは二枚貝で、殻を泥の中に埋め、長い水管を泥の外に出し

て生息しています。捕獲のためのねじ棒の先には T 型になるよう

に鉄棒が取り付けてあり、これを泥中に差込み、回して、ウミタケ

の水管が絡み付いたところを引き上げます。 

竹羽
た け は

瀬
ぜ

漁 
 

竹羽瀬漁では海に数百本の竹を V の字になるように立て込み、潮

流に乗って移動してくる魚介類を網の中に誘導し、捕獲する漁法で

す。干満の差や潮流の速さを活かした、有明海ならではの漁法です。 
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●地質時代の日本の過去を語る多くの生物が生息しています。 

東よか干潟は湾口から約 100km の内湾域にあります。そのため、日本列島がユーラシア大陸

から分離して島となった中新世（2,300 万年前 - 530 万年前）以降、外海から隔絶された状態が

続いており、かつてユーラシア大陸と陸続きであったことを示す大陸依存種や、日本ではここで

しか見られない有明海固有種が多く生息しています。 

平成 28 年度に実施した東よか干潟底生生物調査では、現地調査と文献調査の結果、10 門 14

網 40 目 94 科 150 種が確認されました。環境省、佐賀県、ベントス学会のレッドデータブック

に記載されている絶滅危惧種が 49 種確認されましたが、これらの種は有明海の他の干潟では減

少しほとんど確認できないものが多く、有明海を特徴付ける軟泥質の干潟の中では、東よか干潟

は健全な生息環境の残っている重要な場所であると評価されました。 

また環境省レッドデータブックで絶滅危惧Ⅱ類に指定されている塩生植物シチメンソウは、国

内では有明海沿岸のみに生育が確認されている種です。東よか干潟周辺は国内最大の群生地とな

っており、赤く色づく 11 月頃には「シチメンソウまつり」が開催され、多くの見物客で賑わい

ます。 

 

表 2 東よか干潟で特産の主な生物種（１） 

№ 
 

調査地点   
   種 名 

生息環境 
絶滅危惧種カテゴリー注) 

備考 
環境省 佐賀県 

ベント 
ス学会 

1  刺胞動物門 花虫綱 ホウザワイソギンチャク属 不明   NT  

2  軟体動物門 腹足綱 ヒロクチカノコガイ 護岸、植生 NT NT NT  

3   クロヘナタリガイ 植生、泥干潟 CR+EN CR+EN VU  

4   シマヘナタリガイ 植生、泥干潟 CR+EN CR+EN EN 
日本では有明海以外にはいない
種。国外での分布は中国-韓国。 

5   カワグチツボ 泥干潟 NT  NT  

6   ヤミカワザンショウガイ 護岸、植生 NT CR+EN NT  

7   アズキカワザンショウガイ 護岸、植生 VU NT NT  

8   シラギクガイ 護岸、砂泥 NT  NT  

9   サキグロタマツメタガイ 砂泥、干潟 CR+EN CR+EN CR  

10   クレハガイ 砂泥、浅海域 NT  NT  

11   マルテンスマツムシガイ 護岸、砂泥 CR+EN  CR  

12   ウネハナムシロ 砂泥、浅海域 CR+EN CR+EN CR  

13   ヤベガワモチ 護岸、植生 CR+EN  CR  

14   センベイアワモチ 護岸、植生 CR+EN CR+EN EN  

15   ナラビオカミミガイ 護岸、植生 VU CR+EN VU  

16   オカミミガイ 護岸、植生 VU CR+EN VU  

17   クリイロコミミガイ 植生、泥干潟 VU CR+EN VU  

18   キヌカツギハマシイノミガイ 護岸、植生 VU CR+EN VU  

19   ウミマイマイ 泥干潟 VU CR+EN VU 

有明海以外の日本国内でまれに
みられる種。国内での分布は瀬戸
内海。 
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東よか干潟環境保全及びワイズユース計画 

 

表 2 東よか干潟で特産の主な生物種（２） 

№ 

 

調査地点   
   種 名 

生息環境 
絶滅危惧種カテゴリー注) 

備考 
環境省 佐賀県 

ベント 
ス学会 

20 軟体動物門 二枚貝綱 ササゲミミエガイ 泥干潟 CR+EN CR+EN EN  

21   ハイガイ 泥干潟 VU CR+EN EN  

22   コケガラスガイ 砂泥、干潟 NT  NT  

23   ウズザクラガイ 砂泥、浅海域 NT  NT  

24   テリザクラガイ 泥干潟 VU CR+EN VU  

25   オチバガイ 砂泥干潟 NT  NT  

26   アゲマキガイ 泥干潟 CR+EN VU CR  

27   ウネナシトマヤガイ カキ礁 NT    

28   ヤマトシジミ 汽水域 NT  NT  

29   ハナグモリガイ 泥干潟 VU NT VU  

30  環形動物門 ゴカイ綱 アリアケカワゴカイ 泥干潟   EN  

31   ウチワゴカイ 砂泥、浅海域   VU  

32   イトメ 植生、泥干潟   NT  

33   アリアケイトゴカイ 泥干潟   DD  

34  節足動物門 軟甲綱 ヨコナガモドキ 砂泥、干潟   NT  

35   ムツハアリアケガニ 泥干潟   NT  

36   アリアケガニ 植生、泥干潟  VU EN 
日本では有明海以外にはいない

種。国外での分布は中国-韓国。 

37   アリアケモドキ 泥干潟   VU  

38   ハラグクレチゴガニ 泥干潟 NT NT NT  

39   シオマネキ 植生、泥干潟 VU VU VU  

40   ハマガニ 植生、泥干潟   NT  

41   クシテガニ 植生、泥干潟   VU  

42   ベンケイガニ 植生   VU  

43   ヒメケフサイソガニ カキ礁  VU VU 
日本では有明海以外にはいない
種。国外での分布は中国。 

44  脊椎動物門 硬骨魚綱 タビラクチ 泥干潟 VU CR+EN   

45   ムツゴロウ 泥干潟 EN NT  
日本では有明海以外にはいない
種。国外での分布は中国-韓国－
ミャンマー。 

46   トビハゼ 泥干潟 NT VU   

47   ワラスボ 泥干潟 VU NT  

日本では有明海以外にはいない

種。国外での分布は中国-韓国－
インド。 

48   ハゼクチ 泥干潟 VU NT  
日本では有明海以外にはいない

種。国外での分布は中国。 

49   マサゴハゼ 泥干潟 VU    

計 
出現種数 - 36 27 42  

合計 - 49  

注）環境省：「環境省レッドデータブック 2014」（平成 27年 2月) 

佐賀県：「佐賀県レッドリスト 2003」（平成 16年 3月) 

ベントス学会：「干潟の絶滅危惧動物図鑑」（平成 24年７月） 

絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN）、絶滅危惧ⅠA類（CR）、絶滅危惧ⅠB類（EN）、絶滅危惧Ⅱ類（VU）、準絶滅危惧（NT）、情報不足（DD） 

※「日本の自然 地域編 九州」1995 年 より。備考欄記載の有明海は八代海も含む。 
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図 8 有明海の生物 

 

 

   

（ 秋 ） 

図 9 シチメンソウ 

  

■ムツゴロウ ■ワラスボ 

■アリアケガニ ■ウミマイマイ 

■キヌカツギハマシイノミ ■アズキカワザンショウ 
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東よか干潟環境保全及びワイズユース計画 

 

２．東よか干潟をとりまく課題 

東よか干潟をとりまく課題を、これまでの取り組みの状況も踏まえて、ラムサール条約における

取り組みの基盤となる 3 つの柱である「保全・再生」、「ワイズユース（賢明な利用）」、「交流・学

習」ごとにとりまとめます。 

 

（１）保全・再生 

１）周辺環境の調査・把握 

東よか干潟の保全・再生に取り組むには、環境の現況を定期的に確認しながらその変化を把握

し、的確な対策を実施していく必要があります。 

現在、鳥類の渡来状況については、環境省のモニタリング 1000 のコアサイトとして季別にシ

ギ・チドリ類のカウントが実施されているほか、農林水産省の有明海鳥類調査の定点観測、野鳥

の会の定例探鳥会などが行われています。 

一方、鳥類以外の環境データの蓄積はほとんどありません。生態系は食物連鎖や水や底泥、人

との関係性など、さまざまな要因の上に成り立っています。変化の原因を究明するには鳥類の餌

となる底生生物のデータをはじめ、環境に関するさまざまなデータの定期的、継続的な収集が必

要です。 

また、収集したデータを解析し、どのような対策を講じる必要があるか判断するには学識者な

どとの関わりも重要です。現在さまざまな主体により行われている調査のデータを集約し、環境

を評価する仕組みづくりが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

東よか干潟の鳥類モニタリングデータ 

≫≫モニタリング 1000「干潟調査（シギ・チドリ類）」 

環境省が掌握する調査です。国内のさまざまな環境をモニタリングサイトとして登録し、定期的に指標となる

生物の状況を調査、データの蓄積を行うことで個別のサイトの変化の要因、全国的な問題点について把握しよう

とするものです。東よか干潟は「干潟調査（シギ・チドリ類）」のコアサイト（大授搦）として登録されており、

毎年、春、秋、冬の各季にシギ・チドリ類を種毎にカウントしています。 

※「環境省 モニタリングサイト 1000」URL:http://www.biodic.go.jp/moni1000/findings/index.html 
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２）干潟環境の保全 

干潟の環境を維持していくには、干潟の形成に関係する河川流域の環境を含めて考えていく必

要があります。河川源流から河口まで、流域からは土砂や栄養分など干潟の維持に必要な材料が

もたらされる一方、私たちの生活から出るゴミや生活排水も流れ込みます。 

東よか干潟は本庄江、八田江流域の最下流部にあり、これら河川流域の影響を強く受けるとと

もに、有明海の潮流の特性から筑後川をはじめとする湾奥東部の流入河川からの漂着物が多く堆

積します。 

現在、東よか干潟では空き缶、ペットボトルなどの生活系ゴミをはじめ、ヨシなどの自然物の

漂着が多く、特に梅雨末期には、上流域での大雨の影響などにより大型の流木なども漂着します。

これらゴミの対策として、ボランティアによる海岸清掃活動が行われているほか、重機による海

岸漂着物の撤去作業も行われています。 

今後は海岸や干潟環境の保全活動を継続的に行っていくための、流域の上流・下流が一体とな

った環境保全意識の醸成や体制づくりが必要です。 

また、有明海に流れ込む河川流域の水源の森の整備や森林の維持管理などについても、継続し

て実施していく必要があります。 

 

 

  

■生活系ゴミを含む                ■大型の流木の漂着 

 

■干潟を埋め尽くす漂着物 

図 10 海岸漂着物（平成 29年 7月九州北部豪雨後）  
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３）干潟環境の変化への対応 

東よか干潟の位置する有明海湾奥部は干陸化の傾向が著しく、干潟の年成長量（上昇量）は

4.5cm（東与賀町史 昭和 57 年 東与賀町）との測定結果が報告されています。現在も干潟は成

長しており、海岸遊歩道への潟泥の堆積などが確認されています。 

また地形の変化に伴って、これまで海岸堤防（シチメンソウヤード）内に植生していたシチメ

ンソウが干潟前面に分布を拡大しているほか、堤防側の範囲ではシオクグやヨシなどの植物が侵

入するなどの変化がみられます。近年では、イセウキヤガラというカヤツリグサ科の多年草が干

潟に繁茂し始めており、干潟景観の変化、漂着物の堆積、枯れ草の拡散などが懸念されます。 

潟泥の堆積状況の把握と干潟の環境改変スピードに伴う中長期的な対応の検討が必要です。 

 

   
■海岸遊歩道に堆積した潟泥              ■干潟に侵入するイセウキヤガラ 

 

   
■干潟前面に拡大するシチメンソウ           ■シチメンソウ群生内に侵入するシオクグ（後方） 
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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 21,120 114,68 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 48,990 117,80 20,210 16,820 17,290 33,040

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

■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

28.3万人

34.1万人

51.3万人

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年度来園者数 128 1,554 711 644 763 1,173

【Ｇルーム】H28年度来園者数 1,494 2,708 523 1,227 1,309 620 1,567 2,364 750 561 571 1,121

0
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2,000
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■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）

4,973人

14,815人

（２）ワイズユース（賢明な利用） 

１）観光への利活用 

東よか干潟への来訪者数は、ラムサール条約湿地への登録によるバスツアーの立ち寄りなどに

より増加傾向にあります。秋には真っ赤に色づくシチメンソウの観賞、秋から春にかけての野鳥

の多い時期にはバードウォッチングを目的とした来訪が多く、また隣接する干潟よか公園では思

い切り身体を動かせる開放的な空間を求めて、特に夏場には多くの親子連れなどで賑わいます。 

しかし、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が主となって

いるため、来訪者層や利用時期も限られます。そのため、体験型エコツアーの開発やイベントの

企画・開催など、新規来訪者の獲得とリピーターの確保につながる取り組みが必要です。 

また干潟の価値や魅力を体感し、四季を通じて雨天時にも利用できる、情報を発信するための

現地機能の整備も必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 「干潟よか公園」の来園者数と「東よか干潟ガイダンスルーム」の来館者数 

 

 

 

 

 

  

■シチメンソウまつり             ■バードウォッチング 
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２）産業への利活用 

東よか干潟の価値や魅力を体感するには、五感に訴えることが効果的です。特に干潟の恵みを

直に感じられる“食”と結びつけた料理の提供や土産物の開発は観光の新たな資源となるととも

に地域の産業の振興につながります。 

また、日本一のシギ・チドリ類の渡来を可能にする干潟の豊かな環境は、これを支える流域が

健全に保たれていればこその結果です。ラムサール条約のブランドイメージを活用した農水産物

の栽培やブランド化とともに、販路の開拓も検討する必要があります。 

なお、東よか干潟のすぐ沖合に広がる日本一の佐賀海苔の養殖漁場では、カモによる食害や野

鳥の羽毛が海苔に混入することによる品質低下などの漁業被害が懸念されていますが、漁業者の

ラムサール条約に対する理解と協力により、自然環境と産業活動との共生が図られています。 

 

 

   
■佐賀海苔                      ■ワラスボの干物           

 

 

 

（３）交流・学習 

１）交流・学習活動の推進 

東よか干潟ではさまざまな主体による体験学習会やイベントが開催されています。また、これ

らの活動を支えるための各種支援事業やボランティアガイドの養成も進められています。 

これらの活動をさらに市内全域に拡大していくためには、専門知識や技能を有する指導者の確

保と育成した人材に対する活動の場の提供が課題になります。また、年齢や習熟度に応じた学習

プログラムの確立も必要になります。 
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名称 実施主体 活動の概要 

【東よか干潟ラムサールクラブ】 

 

・佐賀市 市内小学4年生から中学3年生を対象としたク

ラブ組織。地元の東与賀まちづくり協議会の会

員も大人のクラブ員として子ども達の活動を

支援。東よか干潟をフィールドとして干潟の生

き物調査や野鳥の観察、他の条約登録湿地の子

ども達との交流などを行うことにより、東よか

干潟の保全とワイズユースを担う未来のリー

ダーを育成する。 

【東よか干潟ボランティアガイド】 

 

・佐賀市 広大な干潟の風景、渡来する希少な野鳥、珍し

い干潟の生き物、シチメンソウなど、東よか干

潟の価値や魅力を現地で案内するガイドの新

規養成を行うとともに、既存のガイドのスキル

アップを図ることにより、来訪者の満足度向上

とリピーターの確保につなげる。 

【東よか干潟自然観察会】 

 

・東与賀小学校 

・東与賀中学校 

野鳥観察、シチメンソウ観察、干潟の生き物調

査、カニの巣穴の数の調査、カニの巣穴の石膏

型どり、干潟表層土からのクロロフィル抽出、

海岸清掃などを行い、郷土の自然環境のすばら

しさを体感し、環境保全意識の高揚を図る。 

 

【野鳥の観察】 

 

・日本野鳥の会佐賀県支部 

・佐賀野鳥の会 

日本一の渡来数を誇るシギ・チドリ類をはじ

め、クロツラヘラサギ、ズグロカモメ、ツクシ

ガモなどの絶滅危惧種も多く渡来する東よか

干潟では、一般を対象とした野鳥観察会を定期

的に実施。 

【環境学習】 

 

・佐賀市 

・小中学校 

郷土学習の一環として、小中学校による東よか

干潟での環境学習を促進。現地ではボランティ

アガイドが東よか干潟の魅力を案内するなど、

効果的な学習の支援を実施。 

図 12 東よか干潟に関する交流・学習の取り組みの例 
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２）交流・学習拠点の整備 

東よか干潟の価値や魅力を紹介する展示スペースとして、平成 27 年 10 月から東よか干潟に隣

接する干潟よか公園内の紅楽庵に「東よか干潟ガイダンスルーム」を設け、動画やパネルなどに

より情報を発信しています。 

現地での交流・学習拠点施設に求められる要件として、全天候型の体験活動や学習ができ、保

全と活用を担うさまざまな主体が交流し、情報を共有・発信できることが求められています。現

在の展示スペースでは容量に限りがあり、交流・学習拠点施設としての要件を満たさないため、

新たな拠点施設の整備を検討する必要があります。 

 

   
■紅楽庵（干潟よか公園）                ■東よか干潟ガイダンスルーム 

 

（４）取り組むべき課題 

「保全・再生」、「ワイズユース」、「交流・学習」の 3 つの視点により今後取り組むべき課題を整

理したものを以下に示します。 

 

視   点 課     題 

保全・再生 １．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 

２．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 

３．干潟環境の変化への中長期的対応 ・環境変化の把握と中長期的な対応（潟土の堆

積・新たな植物種の侵入と植生遷移） 

ワイズユース １．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 

２．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 

交流・学習 １．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） 

２．交流・学習拠点の整備 ・全天候型活動への対応 

・情報発信 
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３．東よか干潟環境保全及びワイズユース計画が目指すもの 

（１）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づき「海

の紅葉」と呼ばれる塩生植物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します。 

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」の趣旨を踏まえた

内容とします。 

また、2017 年（平成 29 年）11 月に佐賀市で開催された「第 8 回アジア湿地シンポジウム 2017」

で採択された「佐賀ステートメント」に沿った内容とします。 

  



27 

東よか干潟環境保全及びワイズユース計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラムサール条約のねらいを進めるために① 

≫≫ラムサール条約戦略計画 

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、価値づけられること」を長期

目標とし、さらに 4つの目標と 19の個別目標を掲げています。 

■Goal１：湿地の減少及び劣化の要因への対処 

Target１ 国・地域の政策や計画における湿地の恩恵への考慮 

Target２ 湿地生態系が必要とする水量を尊重した水利用 

Target３ 公共セクターと民間セクターによるワイズユースの推進 

Target４ 優先的に対処すべき外来生物の防除・根絶 

■Goal2：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 

Target５ ラムサール条約湿地の生態学的特徴の維持・再生 

Target６ 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 

Target７ 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 

■Goal3：あらゆる湿地のワイズユース 

Target８ 国家湿地目録の作成・更新、配付、使用 

Target９ 統合的な資源管理を通じたワイズユースの強化 

Target10 先住民の社会及び地域社会の参加。それらの伝統的知識・実践などの尊重 

Target11 湿地の機能・サービス・恩恵の証明・文書化・配付 

Target12 湿地再生の進展 

Target13 関係主要セクターの持続可能性の向上 

■Goal4：実施強化 

Target14 科学的手引きや技術的方法論の作成・配付 

Target15 ラムサール地域イニシアティブの強化・発展 

Target16 CEPA を通じた湿地保全・ワイズユースの主流化 

Target17 資金やその他資源の確保 

Target18 国際協力の強化 

Target19 能力機構の向上 

ラムサール条約のねらいを進めるために② 

≫≫ラムサール条約 CEPA プログラム 

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です。 

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ます。 

■Goal１：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。 

■Goal２：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。 

■Goal３：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。 

■Goal４：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。 

■Goal５：さまざま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。 

■Goal６：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。 

■Goal７：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。 

■Goal８：条約の全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付を支援する。 

■Goal９：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。 
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（２）計画の位置づけ 

本計画はラムサール条約第 3 条第 1 項「締約国は、登録簿に掲げられている湿地の保全を促進

し及びその領域内の湿地をできる限り適正に利用することを促進するため、計画を作成し、実施

する。」に規定される「計画」に該当するものです。 

「ラムサール条約戦略計画」、「ラムサール条約 CEPA プログラム」の趣旨を踏まえ、「アジア

湿地シンポジウム 2017 佐賀ステートメント」に沿った内容とするとともに、佐賀市の最上位の

計画である「第 2 次佐賀市総合計画」、環境部門の上位計画である「第 2 次佐賀市環境基本計画」

などの関連計画と協調・連携をとりながら取り組みを進めていく必要があります。 

 

 

図 13 計画の位置づけ 

 

 

（３）目指すべき将来像 

 

 

 

東よか干潟は国際的に価値を認められた重要な干潟です。渡り鳥や希少な動植物の生育・生息

環境となっていることはもとより、私たちの生活にもなくてはならない存在です。干潟の良好な

環境を将来にわたって維持することで、私たちは干潟の変わらぬ恵みを活かすことができます。

また、干潟の恵みを活かすことができるよう、干潟に働きかけ、守っていくことで、環境との共

生のスパイラル効果が期待できます。東よか干潟の豊かな自然は佐賀の誇る宝です。この豊かな

自然を資本に、持続可能で豊かな暮らしの実現を目指します。 

 

 

  

「未来につなぐ 湿地と私たちの持続可能な暮らし」 
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（４）ラムサール条約の 3 つの柱と基本方針 

ラムサール条約では取り組みの基盤となる 3 つの柱として、湿地の「保全・再生」と「ワイズ

ユース（賢明な利用）」、そしてこれらを支え、促進する「交流・学習（CEPA）」を掲げています。 

この 3 つの柱は互いに支え合っています。湿地の適切な「保全・再生」には生態系に配慮した

持続可能な「ワイズユース」が不可欠です。「ワイズユース」は、「保全・再生」が行われている

健全な湿地の恵みに支えられています。また、「保全・再生」と「ワイズユース」を進めるため

には、湿地に関わる関係者の「交流・学習」活動が推進力として大きな役割を果たします。 

本計画においても「保全・再生」、「ワイズユース」、「交流・学習」の 3 つの柱を軸に取り組み

を進めていきます。また、目指すべき将来像実現のための 3 つの柱における基本方針を以下のと

おり設定します。 
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（５）計画の期間 

2017 年度（平成 29 年度）から 2024 年度（平成 36 年度）までとします。これは、ラムサー

ル条約戦略計画、CEPA プログラムの計画期間と整合をとるとともに、同じく平成 36 年度まで

を計画期間とする佐賀市環境基本計画との協調・連携を図るものです。なお、東よか干潟の自然

環境や社会情勢などの変化、関連する計画など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、改定を行います。 

 

 

（６）計画が対象とする範囲 

本計画ではラムサール条約湿地登録区域と東与賀海岸のシチメンソウヤードを含む周辺一帯

を「東よか干潟」と総称します。 

計画が対象とする範囲は「東よか干潟」を形成する流域、後背地にあたる佐賀市全域とします。 
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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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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 



44  

   

■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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【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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【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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●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 
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５．計画の推進・進行管理 

（１）推進体制 

計画の推進は、「東よか干潟環境保全及びワイズユース検討協議会」を主体として行います（協議

会規約は資料編ｐ１参照）。個々の取り組みの内容を具体的にしていくにあたっては、必要に応じて

協議会の下部組織として部会を設置します。 

計画策定より引き続き設置が想定されている部会は、「環境保全検討部会」、「ワイズユース検討部

会」、「交流・学習検討部会」、「拠点施設検討部会」です。また協議会の事務局は佐賀市環境部環境政

策課におきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 18 計画の推進体制 

 

（２）進行管理 

計画の進行管理は、年度単位でチェックを行います。各取り組みを行う代表者が、前年度の取り組

み実績と次年度の予定などの計画を協議会で公表し、情報の共有を図り、相互に調整を行うことで実

施します。 
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６．東よか干潟拠点施設基本構想 

（１）基本構想の概要 

東よか干潟の「保全・再生」、「ワイズユース」、「交流・学習」の 3 つの視点より抽出した課題

には、“関係者間の情報交換や交流の場がない”、“誘客や環境学習を進めるための施設がない”な

ど、拠点施設の整備をなくしては、今後の取り組みの展開が望めないものが多々あります。 

東よか干潟拠点施設は、「保全・再生」、「ワイズユース」、「交流・学習」の取り組みを進める

ための拠点施設として位置付けられるものです。 

ここでは、本施設の設置の必要性及び社会的意義を確認し、立地条件の整理、基礎調査、資源

解析、整備方針の検討などにより施設の方向性を定めるものです。 

 

（２）基礎調査及び資源解析結果 

東よか干潟及びその周辺の環境条件、周辺施設など、東よか干潟拠点施設に関連する情報を以

下に示します。 

 

１）自然的条件 

①地形・地質など 

東よか干潟は福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県の 4 県に跨がる有明海の佐賀県地先に位置しま

す。本庄江、八田江に挟まれた干潟面は、有明粘土層と呼ばれる軟弱な粘性土から構成されます。 

②植生 

東よか干潟と干潟よか公園の間に位置する 2km ほどの堤外地にはシチメンソウの群生による

湿生植生群落が分布しています。さらにその後背には広大な農地が広がり、筑後川右岸地区の主

要な穀倉地帯となってい

ます。集落は農地内に点

在して分布しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 19 東よか干潟及びその周辺の植生図  

※環境省 自然環境保全基礎調査 植生自然度調査 植生調査（第 6-7 回 1999～2012-2013～） 

1/2.5 万現存植生図を基に作成                 
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③動物 

秋から春にかけて約 9,000 羽（5 ヵ年平均数）のシギ・チドリ類が渡来し、東アジア地域にお

ける重要な渡りの中継地・越冬地となっています。また、クロツラヘラサギ、ズグロカモメ、ホ

ウロクシギなどの絶滅のおそれのある種が毎年訪れます。 

また、干潟を生息地とする底生生物として、サルボウ、ハイガイなどの二枚貝類やヘナタリ類

などの巻貝類、シオマネキ、アリアケガニなどの甲殻類、ゴカイ類が多数生息します。ムツゴロ

ウ、トビハゼなどの魚類も多く見られます。 

 

２）社会的条件 

①アクセス 

市外からのアクセスは、佐賀市内への交通手段としては、JR 長崎本線、九州佐賀国際空港な

どの公共交通機関がありますが、いずれも東よか干潟までのアクセスに車での移動が必要となる

ため、長崎自動車道などを利用した自動車によるものが中心となります。 

東よか干潟までの所要時間は、JR 佐賀駅より車で約 35 分、九州佐賀国際空港より車で約 10

分、佐賀大和 ICより車で約45分です。隣接する干潟よか公園には整備された駐車場施設があり、

干潟への来訪者も同施設を利用しています。 

②漁業 

東よか干潟内及びその周辺一帯では、ムツゴロウなどを対象とした共同漁業権が設定されてい

ます。また、登録区域外の前面海域には海苔養殖が盛んに行われており、佐賀海苔は販売量、販

売金額ともに日本一を誇ります。 

③ライフライン 

東よか干潟のある大授地区は農業集落排水処理施設による汚水処理が行われているほか、上水

道普及率が約 96％（平成 27 年度佐賀県の水道より）と、主要なライフラインは整備済みです。 

 

３）東よか干潟の周辺施設と利用状況 

東よか干潟は、大授地区の農村地域の地先に位置します。干潟へのアクセスは佐賀県道 313 号

飯盛戸ヶ里港線より南下することになりますが、農道へ侵入することになるため農作業や地域の

生活道としての機能に配慮する必要があります。 

また、駐車場、トイレなどの人の活動に不可欠な施設は、隣接する干潟よか公園の付属施設を

利用しています。そのほか干潟利用のための関連施設として、堤内のシチメンソウヤードに遊歩

道と案内板を、堤防には大型の案内サインと望遠鏡を設置しています。平成 27 年 10 月からは干

潟よか公園内の紅楽庵に東よか干潟ガイダンスルームを設置し、パネルや模型、大型モニター、

デジタルサイネージなどで干潟の風景やそこに暮らす生き物などを紹介しているほか、東よか干

潟ボランティアガイドの待機所となっています。また、公園入口に位置するシチメンソウの里休

憩所では地元の女性が中心となり、公園や干潟への来訪者を迎える活動を行っています。 

東よか干潟では現在、ボランティアによる海岸清掃活動、シチメンソウ保全活動、定例探鳥会、

干潟交流学習会、ラムサールクラブなどの活動が行われていますが、屋外での活動が基本となっ
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ています。 

なお、周辺一帯は海岸保全区域に指定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 20 干潟利用のための諸施設配置などの状況 

   

■双眼鏡（東与賀海岸堤防・西側）           ■道路誘導看板（佐賀県道 49号） 

   

■シチメンソウ案内サイン（東与賀海岸）       ■干潟の生き物と野鳥案内サイン（東与賀海岸） 

 

■案内サインと活用状況                  
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４）現況の問題点と課題 

東よか干潟において「保全・再生」、「ワイズユース」、「交流・学習」の取り組みを進める上で

の主な問題点や課題を以下に示します。 

 

・干潟の恩恵を体験・体感し、干潟のなりたちや、生物の多様さ、産業・歴史との関係について

の情報を入手し発信できる場所がない。 

・有明海や干潟の歴史や文化、各種調査研究の情報や成果を集積し共有できる場所がない。 

・全天候型の施設がないため、観光や学習のための来訪者を容易に受け入れることが困難。 

・現地に施設がないことにより、将来の保全や利活用を担う子ども達の体験や学習が進まない。 

・清掃ボランティアや各種活動団体などが自由に集う場所がないため、団体間の情報共有や意見

交換が困難であり、団体同士の連携が進まない。 

・東よか干潟のシンボルとなる施設があれば、誘客が進み、それにより交流人口が増え、地域の

振興にもつながる。 

 

５）東よか干潟拠点施設の整備に関する意見など 

「東よか干潟環境保全及びワイズユース検討協議会第 2 回部会（平成 29 年 3 月 22 日、23 日

開催）」で抽出された、東よか干潟拠点施設の整備に関する意見などを示します。 

 

項 目 東よか干潟拠点施設の整備に関する意見など 

整 備 場 所 

・干潟の展望がよく、野鳥が見える必要があるため、海岸に近い場所がよい。 

・施設への潮風・台風の影響、人の活動が見えることによる野鳥の忌避行動が懸念され
るため、堤外の設置が望ましい。 

・干潟よか公園内はさまざまなイベントで使用しているため避ける必要がある。 

・干潟よか公園を目的に訪れた利用者の目にとまるよう、公園入り口から見える場所が
よい。 

・堤防構造に影響がない場所を選定する必要がある。 

・公園通路の西側付近（シチメンソウの里休憩所の南側）が適当ではないか。 

施設の機能 

・生物の標本や資料を展示・保管するスペースが必要。 

・展示物は入れ替えが容易にできるように固定と可動式を検討する。 

・干潟の風景や生き物を室内から観察するためのモニターや望遠鏡の設置を検討する。 

・干潟での活動を想定し、施設の外に洗い場が必要。 

・生物調査や研究を目的とした流し場のあるスペースが欲しい。 

・お土産や物産品などの販売スペースが必要。飲食店の必要性は諸条件が明らかになっ
てから検討すべき。 

・生き物の展示、ふれあいのためのスペースがいるかどうかは検討の必要がある。 

・交流学習を推進するための専門職員と解説員の配置が必要。 

集 客 

・集客イベントを定期的に企画することが必要。 

・イベントの企画に関しては、専門のマネージャーなどが必要なのではないか。 

・自然を売りにした観光商品はツアーを組みにくい。全天候型の施設が現地にあればツ
アーを組み集客しやすい。 

 

６）ラムサール条約湿地などにおける拠点施設 

全国のラムサール条約湿地などの拠点施設においては、環境保全や学習活動、観光への利用な

ど、それぞれの湿地などの特性に応じた利活用や管理運営がなされています。  
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■タデ原湿原：長者原ビジターセンター 
（大分県九重町） 

■漫湖：漫湖水鳥・湿地センター ※ジオラマ 
(沖縄県豊見城市) 

  

■藤前干潟：稲永ビジターセンター 
（愛知県名古屋市） 

■藤前干潟：藤前活動センター ※タッチプール 
（愛知県名古屋市） 

  

■谷津干潟：谷津干潟自然観察センター 
（千葉県習志野市） 

■ふなばし三番瀬環境学習館 ※展望施設 
（千葉県船橋市） 

  

■重富海岸自然ふれあい館なぎさミュージアム 
（鹿児島県姶良市） 

■佐賀県有明水産振興センター ※有明海の漁具 
（佐賀県小城市） 

図 21 ラムサール条約湿地などにおける拠点施設  
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（３）東よか干潟拠点施設の整備の理念・基本方針 

１）整備の理念 

「東よか干潟環境保全及びワイズユース計画」の目指すべき将来像である「未来につなぐ 湿

地と私たちの持続可能な暮らし」を実現するための取り組みを展開するための施設とします。 

 

２）整備の基本方針 

整備の理念に基づき、拠点施設の整備に関する基本的な方針を以下のように設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、拠点施設の利用が屋内にとどまることなく、周辺及び地域の自然と拠点施設の利用が一体的

に促進されるよう配慮する必要があります。 

 また、拠点施設は、優れた自然環境の周辺に設置されるものであることから、整備に当たっては、

立地する場所の自然環境の特性を十分に把握して適切に保全するとともに、管理・運営面にも配慮し

た施設とすることが必要です。 

 

３）拠点施設に求められる機能及びスペースの構成の考え方 

整備の基本方針に基づき、拠点施設に必要な機能及びスペース構成について、次のように整理

します。 

なお、考え方の整理にあたっては、「自然公園等施設技術指針（平成 25 年 7 月環境省自然環境

局自然環境整備担当参事官室）第 3部施設別技術指針第 4章博物展示施設（ビジターセンター等）」

を参考とします。 

 

＜拠点施設に必要な機能＞ 

①利用のための案内・情報提供機能 

  利用者の適正な利用活動を助けるため、利用地点や興味地点の案内、自然の状況や利用状

況に関する情報、天候、潮汐、野鳥の渡来情報などのリアルタイムに近い各種情報の提供を

行うもの。 

②自然及び人文の解説機能 

  利用者の東よか干潟周辺の利用に際しての理解を深めるため、東よか干潟及び周辺地域の

＜施設整備に関する基本的方針＞ 

・自然とのふれあいや体験が推進される施設 

・環境教育や環境学習が推進される施設 

・各種モニタリングや調査研究が推進される施設 

・保全と活用を担うさまざまな主体が交流し、情報を共有し発信できる施設 

・季節や天候に左右されず、年間を通じて干潟の魅力を体感できる施設 

・有明海や地域の歴史や文化を学ぶことができる施設 

・観光拠点としての機能を有する施設 

・地域の振興に資する施設 

・国際的な視点に立った施設 
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地形、動植物、自然現象、歴史、文化などに関する解説を行うもの。 

③自然とふれあうことができる体験の指導・促進機能 

 利用者が直接自然にふれ体験するための支援や誘導を行うもの。 

④休憩・避難・便益のための機能 

 快適な休憩利用、急な悪天候時などの避難場所などの提供を行うもの。 

⑤調査・研究のための機能 

  情報提供や解説のための機能を充実するため、対象とする地域の自然環境や利用状況に関

する調査、研究、情報収集を行うもの。 

⑥管理・運営のための機能 

  拠点施設及び周辺における利用施設や自然環境などの点検や維持管理、簡易な補修などの

保守、清掃などの活動と、これらの活動や情報提供、ふれあい体験指導などに要する人材育

成などを行うもの。 

⑦情報交換・交流のための機能 

 東よか干潟に関わるさまざまな団体や個人などが容易に情報交換や交流などを行うもの。 

⑧地域振興のための機能 

 海産物や農産物などの地域の特産品をＰＲし販売を行うもの。 

 

＜拠点施設に必要なスペース＞ 

①基本スペース 

 拠点施設の目的と機能を発揮するために欠くことのできない基幹となるスペース 

 ・利用者案内カウンター 

 ・展示室 

 ・多目的ルーム（会議、講演室） 

 ・トイレ 

 ・事務室 

 ・管理用倉庫 

②充実スペース 

 自然への理解を深め、人と自然のふれあいを推進する拠点施設として、施設の機能と価値の

向上に必要なスペース 

 ・休憩室（ボランティア控室） 

 ・図書コーナー 

 ・研究室（資料室） 

 ・シャワー、手洗い場、足洗い場 

③特別スペース 

 東よか干潟の特性に応じて導入するスペース 

 ・展望室 

 ・物品販売コーナー 
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（４）概略施設構成の検討 

１）施設の配置及び導線 

拠点施設の配置や周辺環境の利用を考慮した導線について、その基本的考え方を以下の概念図

に示します。 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 22 拠点施設の概念図 

 

２）規模 

国内のラムサール条約湿地に整備された施設を参考とし、延床面積は約 700 ㎡規模の施設を検

討します。  
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（５）東よか干潟拠点施設に求められる立地条件の整理 

拠点施設の位置は、利用性の確保、管理・運営上の利便性、計画・設計上の自由度などを総合

的に勘案し、施設の配置を定める必要があります。 

また、東よか干潟と隣接する干潟よか公園には駐車場が設置されており、干潟への来訪者は現

在この施設を利用しています。農業地域に位置する後背地の状況を考慮すると、現在の駐車場施

設を共同で使用できる範囲での拠点施設の整備が望まれます。一方干潟よか公園は、敷地内の開

放空間を活用したイベントが行われることが多く、敷地内への建設は避ける必要があります。 

以上のことから、干潟よか公園の西側の敷地境界に隣接する佐賀県が管理する国有地を、施設

整備の候補地として選定します。なお施設用地の要件として、以下の視点を考慮する必要があり

ます。 

 

●全天候型施設として、施設の屋内から有明海の広大な干潟を望むことができる施設とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 23 東よか干潟拠点施設の設置にあたっての条件整理と設置候補地 

 

 

（６）整備スケジュール 

  東よか干潟拠点施設は、平成 28 年度税制改正により創設された「地方創生応援税制（企業版

ふるさと納税）」を活用して整備します。そのため、制度の終期である平成 31 年度までの完成を

目指します。 

  

 ＜概略スケジュール＞ 

   平成 29 年度 建築基本設計・展示基本計画 

   平成 30 年度 建築実施設計・展示実施設計 

   平成 31 年度 建築工事・展示物製作・外構工事 

   平成 32 年度 供用開始 

 

（７）管理運営計画 

管理運営計画については、東よか干潟拠点施設の設置者となる佐賀市だけではなく、地元自治
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東よか干潟環境保全及びワイズユース計画 

 

会やまちづくり協議会をはじめ、東よか干潟環境保全及びワイズユース検討協議会などでの検討

が必要です。 

また、現在、東よか干潟には、保全とワイズユースを担うさまざまな主体が関わっていること

から、地域住民や関係者の参画により、管理運営体制の検討もあわせて行う必要があります。そ

の際、将来的には自立した施設としての運営も視野に入れ検討する必要があります。 

また、東よか干潟を広く一般に周知し、健全な状態を維持するためには、渡り鳥が飛来する時

期のみでなく、その他の季節についても多くの方々に来訪してもらう必要があり、既存のプログ

ラムを基盤として、実施主体間の連携・調整を密接に行いながら、年間を通じた効果的なイベン

ト展開を図っていくことも必要です。 

 

 

■現在の東よか干潟に関する主な活動状況 
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（１）東よか干潟環境保全及びワイズユース検討協議会規約 

 

東よか干潟環境保全及びワイズユース検討協議会規約 
 

（名称） 

第１条 この協議会は、東よか干潟環境保全及びワイズユース検討協議会という。 

（目的） 

第２条 協議会は、ラムサール条約湿地「東よか干潟」の保全及びワイズユースを促進することを 

目的とする。 

（協議事項） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議を行う。 

（１）東よか干潟とそこに生息する動植物の保全に関すること 

（２）東よか干潟を活用した環境教育・交流に関すること 

（３）ワイズユース計画策定に関すること 

（４）干潟から得られる恵みを活用した漁業、農業、商業等の振興に関すること 

（５）観光資源としての利活用に関すること 

（６）関係機関、関係団体との連絡調整に関すること 

（７）その他、東よか干潟の持続可能な利用に関すること 

（協議会の会員） 

第４条 協議会は、別表に掲げる団体等を会員として構成する。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、会員の互選により選出し、副会長は、会長が指名する。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理 

する。 

（任期） 

第６条 会長及び副会長の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 会長又は副会長が欠けた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第７条 協議会の会議は、会長が必要に応じ招集し、議長は、会長が務める。 

２ 会議は、別表に定める人数に応じ、あらかじめ会員が決めた会員に属する者が出席するものと 

する。 

３ 前項の者が会議に出席できないときは、会員に属する別の者が代理できるものとする。 

４ 会長が必要と認めるときは、会員以外の者を会議に出席させることができる。 

（部会） 

第８条 協議会は、必要に応じ部会を置くことができる。 

２ 部会の構成員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、部会に属する構成員の互選によりこれを定める。 

４ 部会長は、部会の会務を総理し、部会の協議の経過及び結果を協議会に報告する。
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（事務局） 

第９条 協議会の事務局は、佐賀市環境部環境政策課に置く。 

（規約） 

第１０条 この規約は、協議会の構成員の過半数が出席する会議において、出席者の過半数の合意 

を経て改正することができる。 
（補足） 

第１１条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。 

 附 則 
この規約は、平成２７年１１月１３日から施行する。 

 

 

別表  

東よか干潟環境保全及びワイズユース検討協議会会員 

会 員 会議出席者 

東与賀まちづくり協議会 ２人 

佐賀市自治会協議会 １人 

東与賀自治会長会 １人 

シチメンソウを育てる会 １人 

佐賀市立東与賀小学校 １人 

佐賀市立東与賀中学校 １人 

佐賀県農業協同組合 ２人 

佐賀県有明海漁業協同組合 ２人 

一般社団法人佐賀市観光協会 １人 

佐賀商工会議所 １人 

佐賀市南商工会 １人 

国立大学法人佐賀大学 ２人 

佐賀自然史研究会 １人 

日本野鳥の会佐賀県支部 １人 

佐賀野鳥の会 １人 

特定非営利活動法人有明海ぐるりんネット １人 

特定非営利活動法人温暖化防止ネット １人 

 

  



資料－3 

（２）平成 29 年度 東よか干潟環境保全及びワイズユース検討協議会名簿 

 

会 員 所属・役職 氏名（敬省略） 

シチメンソウを育てる会 会長             ◎ 石丸  義弘 

国立大学法人佐賀大学 全学教育機構 准教授     ● 郡山  益実 

東与賀まちづくり協議会 
会長 東島  清司 

副会長 副島 美智子 

佐賀市自治会協議会 会長 小城原  直 

東与賀自治会長会 会長 入部  正年 

佐賀市立東与賀小学校 校長 梶原  紳一 

佐賀市立東与賀中学校 校長 山下 洋之輔 

佐賀県農業協同組合 
佐城地区中央支所営農部 部長 奥野  博文 

東与賀支所 支所長 福島  正寛 

佐賀県有明海漁業協同組合 
専務理事 江頭  忠則 

東与賀町支所 運営委員長 西久保  敏 

一般社団法人佐賀市観光協会 事務局長 菖蒲  謙朗 

佐賀商工会議所 総務課 課長 坂井  俊彦 

佐賀市南商工会 会長 吉村   正 

国立大学法人佐賀大学 農学部生物環境科学科 准教授 上野  大介 

佐賀自然史研究会 会長 副島  和則 

日本野鳥の会佐賀県支部 支部長 宮原  明幸 

佐賀野鳥の会 会長 中村  彰夫 

特定非営利活動法人有明海ぐるりんネット 事務局長 古川  尋美 

特定非営利活動法人温暖化防止ネット 事務局長 橋本  辰夫 

◎：会長 ●：副会長 

 

オブザーバー 所属・役職 氏名（敬省略） 

環境省 九州地方環境事務所野生生物課 課長 鑪  雅 哉 

佐賀県  県民環境部有明海再生・自然環境課 課長 中島  則久 

 

事務局：佐賀市環境部環境政策課 
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（３）平成 29 年度 東よか干潟環境保全及びワイズユース検討協議会 部会名簿 

 

【環境保全検討部会】 

会 員 所属・役職 氏名（敬省略） 

シチメンソウを育てる会 会長 石丸  義弘 

国立大学法人佐賀大学 
全学教育機構 准教授 郡山  益実 

農学部生物環境科学科 准教授 上野  大介 

東与賀自治会長会 会長 入部  正年 

佐賀自然史研究会 会長             ○ 副島  和則 

                                     

【ワイズユース検討部会】 

会 員 所属・役職 氏名（敬省略） 

東与賀まちづくり協議会 
会長             ○ 東島  清司 

副会長 副島 美智子 

佐賀県農業協同組合 
佐城地区中央支所営農部 部長 奥野  博文 

東与賀支所 支所長 福島  正寛 

佐賀県有明海漁業協同組合 
専務理事 江頭  忠則 

東与賀町支所 運営委員長 西久保  敏 

一般社団法人佐賀市観光協会 事務局長 菖蒲  謙朗 

佐賀商工会議所 総務課 課長 坂井  俊彦 

佐賀市南商工会 会長 吉村   正 

特定非営利活動法人有明海ぐるりんネット 事務局長 古川  尋美 

                                     

【交流・学習検討部会】 

会 員 所属・役職 氏名（敬省略） 

佐賀市自治会協議会 会長 小城原  直 

佐賀市立東与賀小学校 校長 梶原  紳一 

佐賀市立東与賀中学校 校長 山下 洋之輔 

日本野鳥の会佐賀県支部 支部長            ○ 宮原  明幸 

佐賀野鳥の会 会長 中村  彰夫 

特定非営利活動法人温暖化防止ネット 事務局長 橋本  辰夫 

                                    ○：部会長 

【拠点施設検討部会】 

 会長、副会長、環境保全検討部会長、ワイズユース検討部会長、交流・学習検討部会長の 5人で構成。 
 部会長は副会長。 
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（４）協議会による検討の経緯 

 

■平成 28年 11月 21日（月） 

 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 

 ○計画策定方針決定 ○4 部会の設置決定 

 

■平成 29年 2月 7日（火） 

 平成 28年度第 1回環境保全検討部会、ワイズユース検討部会、交流・学習検討部会 

 ○アンケート結果の確認 ○現状と課題の整理 

 ○今後の具体的な取り組み事項について協議 

 

■平成 29年 2月 21日（火） 

 平成 28年度第 1回拠点施設検討部会 

 ○施設の整備目的、整備場所、機能について協議 

 

■平成 29年 3月 15日（水）～16日（木） 

 拠点施設検討部会現地視察 

 ○先進地の施設、展示、運営、利用状況等について視察 

 

■平成 29年 3月 22日（水） 

 平成 28年度第 2回ワイズユース検討部会、交流・学習検討部会 

 ○計画策定に向けた各部会における基本方針を決定 

 

■平成 29年 3月 23日（木） 

 平成 28年度第 2回環境保全検討部会、拠点施設検討部会 

 ○計画策定に向けた各部会における基本方針を決定 

 

■平成 29年 11月 21日（火） 

 4部会長会議 

 ○東よか干潟環境保全及びワイズユース計画（案）の内容確認 

 

■平成 29年 11月 24日（金） 

 平成 29年度第 1回東よか干潟環境保全及びワイズユース検討協議会 

 ○東よか干潟環境保全及びワイズユース計画（案）の決定 

 

■平成 30年 3月 27日（火） 

 平成 29年度第 2回東よか干潟環境保全及びワイズユース検討協議会 

 ○東よか干潟環境保全及びワイズユース計画の策定 
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（５）ラムサール条約 

 

Convention on Wetlands of International Importance especially as 

Waterfowl Habitat 

 

Ramsar, Iran, 2.2.1971  

as amended by the Protocol of 3.12.1982  

and the Amendments of 28.5.1987  

 

Paris, 13 July 1994  

Director, Office of International Standards and Legal Affairs  

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)  

                                               

 

The Contracting Parties, 

 

RECOGNIZING the interdependence of Man and his environment;  

 

CONSIDERING the fundamental ecological functions of wetlands as regulators of  

water regimes and as habitats supporting a characteristic flora and fauna, especially  

waterfowl;  

 

BEING CONVINCED that wetlands constitute a resource of great economic, cultural,  

scientific, and recreational value, the loss of which would be irreparable;  

 

DESIRING to stem the progressive encroachment on and loss of wetlands now and  

in the future;  

 

RECOGNIZING that waterfowl in their seasonal migrations may transcend frontiers  

and so should be regarded as an international resource;  

 

BEING CONFIDENT that the conservation of wetlands and their flora and fauna can  

be ensured by combining far-sighted national policies with co-ordinated  

international action;  

 

Have agreed as follows: 

 

Article 1  
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1. For the purpose of this Convention wetlands are areas of marsh, fen, peatland or  

water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static  

or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which  

at low tide does not exceed six metres.  

 

2. For the purpose of this Convention waterfowl are birds ecologically dependent on  

wetlands.  

 

Article 2  

 

1. Each Contracting Party shall designate suitable wetlands within its territory for  

inclusion in a List of Wetlands of International Importance, hereinafter referred to as  

"the List" which is maintained by the bureau established under Article 8. The  

boundaries of each wetland shall be precisely described and also delimited on a map  

and they may incorporate riparian and coastal zones adjacent to the wetlands, and  

islands or bodies of marine water deeper than six metres at low tide lying within the  

wetlands, especially where these have importance as waterfowl habitat.   

 

2. Wetlands should be selected for the List on account of their international  

significance in terms of ecology, botany, zoology, limnology or hydrology. In the first  

instance wetlands of international importance to waterfowl at any season should be  

included.  

 

3. The inclusion of a wetland in the List does not prejudice the exclusive sovereign  

rights of the Contracting Party in whose territory the wetland is situated.  

 

4. Each Contracting Party shall designate at least one wetland to be included in the  

List when signing this Convention or when depositing its instrument of ratification  

or accession, as provided in Article 9.  

 

5. Any Contracting Party shall have the right to add to the List further wetlands  

situated within its territory, to extend the boundaries of those wetlands already  

included by it in the List, or, because of its urgent national interests, to delete or  

restrict the boundaries of wetlands already included by it in the List and shall, at the  

earliest possible time, inform the organization or government responsible for the  

continuing bureau duties specified in Article 8 of any such changes.  

 

6. Each Contracting Party shall consider its international responsibilities for the  

conservation, management and wise use of migratory stocks of waterfowl, both when  
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designating entries for the List and when exercising its right to change entries in the  

List relating to wetlands within its territory.  

 

Article 3  

 

1. The Contracting Parties shall formulate and implement their planning so as to  

promote the conservation of the wetlands included in the List, and as far as possible  

the wise use of wetlands in their territory.  

 

2. Each Contracting Party shall arrange to be informed at the earliest possible time if  

the ecological character of any wetland in its territory and included in the List has  

changed, is changing or is likely to change as the result of technological  

developments, pollution or other human interference. Information on such changes  

shall be passed without delay to the organization or government responsible for the  

continuing bureau duties specified in Article 8.  

 

Article 4  

 

1. Each Contracting Party shall promote the conservation of wetlands and waterfowl  

by establishing nature reserves on wetlands, whether they are included in the List or  

not, and provide adequately for their wardening.  

 

2. Where a Contracting Party in its urgent national interest, deletes or restricts the  

boundaries of a wetland included in the List, it should as far as possible compensate  

for any loss of wetland resources, and in particular it should create additional nature  

reserves for waterfowl and for the protection, either in the same area or elsewhere, of  

an adequate portion of the original habitat.  

 

3. The Contracting Parties shall encourage research and the exchange of data and  

publications regarding wetlands and their flora and fauna.  

 

4. The Contracting Parties shall endeavour through management to increase  

waterfowl populations on appropriate wetlands.  

 

5. The Contracting Parties shall promote the training of personnel competent in the  

fields of wetland research, management and wardening.  

 

Article 5  
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The Contracting Parties shall consult with each other about implementing  

obligations arising from the Convention especially in the case of a wetland extending  

over the territories of more than one Contracting Party or where a water system is  

shared by Contracting Parties. They shall at the same time endeavour to coordinate  

and support present and future policies and regulations concerning the conservation  

of wetlands and their flora and fauna.  

 

Article 6  

 

1. There shall be established a Conference of the Contracting Parties to review and  

promote the implementation of this Convention. The Bureau referred to in Article 8,  

paragraph 1, shall convene ordinary meetings of the Conference of the Contracting  

Parties at intervals of not more than three years, unless the Conference decides  

otherwise, and extraordinary meetings at the written requests of at least one third of  

the Contracting Parties. Each ordinary meeting of the Conference of the Contracting  

Parties shall determine the time and venue of the next ordinary meeting.  

 

2. The Conference of the Contracting Parties shall be competent:  

a) to discuss the implementation of this Convention;  

b) to discuss additions to and changes in the List;  

c) to consider information regarding changes in the ecological character of  

wetlands included in the List provided in accordance with paragraph 2 of Article  

3;  

d) to make general or specific recommendations to the Contracting Parties  

regarding the conservation, management and wise use of wetlands and their flora  

and fauna;  

e) to request relevant international bodies to prepare reports and statistics on  

matters which are essentially international in character affecting wetlands;  

f) to adopt other recommendations, or resolutions, to promote the functioning of  

this Convention.  

 

3. The Contracting Parties shall ensure that those responsible at all levels for  

wetlands management shall be informed of, and take into consideration,  

recommendations of such Conferences concerning the conservation, management  

and wise use of wetlands and their flora and fauna.  

 

4. The Conference of the Contracting Parties shall adopt rules of procedure for each  

of its meetings.  
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5. The Conference of the Contracting Parties shall establish and keep under review  

the financial regulations of this Convention. At each of its ordinary meetings, it shall  

adopt the budget for the next financial period by a two-third majority of Contracting  

Parties present and voting.  

 

6. Each Contracting Party shall contribute to the budget according to a scale of  

contributions adopted by unanimity of the Contracting Parties present and voting at  

a meeting of the ordinary Conference of the Contracting Parties.  

 

Article 7  

 

1. The representatives of the Contracting Parties at such Conferences should include  

persons who are experts on wetlands or waterfowl by reason of knowledge and  

experience gained in scientific, administrative or other appropriate capacities.  

 

2. Each of the Contracting Parties represented at a Conference shall have one vote,  

recommendations, resolutions and decisions being adopted by a simple majority of  

the Contracting Parties present and voting, unless otherwise provided for in this  

Convention.  

 

Article 8  

 

1. The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources shall  

perform the continuing bureau duties under this Convention until such time as  

another organization or government is appointed by a majority of two-thirds of all  

Contracting Parties.  

 

2. The continuing bureau duties shall be, inter alia:   

a) to assist in the convening and organizing of Conferences specified in Article 6;  

b) to maintain the List of Wetlands of International Importance and to be  

informed by the Contracting Parties of any additions, extensions, deletions or  

restrictions concerning wetlands included in the List provided in accordance  

with paragraph 5 of Article 2;  

c) to be informed by the Contracting Parties of any changes in the ecological  

character of wetlands included in the List provided in accordance with paragraph  

2 of Article 3;  

d) to forward notification of any alterations to the List, or changes in character of  

wetlands included therein, to all Contracting Parties and to arrange for these  

matters to be discussed at the next Conference;  
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e) to make known to the Contracting Party concerned, the recommendations of  

the Conferences in respect of such alterations to the List or of changes in the  

character of wetlands included therein.  

 

Article 9  

 

1. This Convention shall remain open for signature indefinitely.  

 

2. Any member of the United Nations or of one of the Specialized Agencies or of the  

International Atomic Energy Agency or Party to the Statute of the International  

Court of Justice may become a Party to this Convention by:  

a) signature without reservation as to ratification;  

b) signature subject to ratification followed by ratification;  

c) accession.  

 

3. Ratification or accession shall be effected by the deposit of an instrument of  

ratification or accession with the Director-General of the United Nations Educational,  

Scientific and Cultural Organization (hereinafter referred to as "the Depositary").  

 

Article 10  

 

1. This Convention shall enter into force four months after seven States have become  

Parties to this Convention in accordance with paragraph 2 of Article 9.  

 

2. Thereafter this Convention shall enter into force for each Contracting Party four  

months after the day of its signature without reservation as to ratification, or its  

deposit of an instrument of ratification or accession.  

 

Article 10 bis  

 

1. This Convention may be amended at a meeting of the Contracting Parties  

convened for that purpose in accordance with this article.  

 

2. Proposals for amendment may be made by any Contracting Party.  

 

3. The text of any proposed amendment and the reasons for it shall be  

communicated to the organization or government performing the continuing bureau  

duties under the Convention (hereinafter referred to as "the Bureau") and shall  

promptly be communicated by the Bureau to all Contracting Parties. Any comments  
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on the text by the Contracting Parties shall be communicated to the Bureau within  

three months of the date on which the amendments were communicated to the  

Contracting Parties by the Bureau. The Bureau shall, immediately after the last day  

for submission of comments, communicate to the Contracting Parties all comments  

submitted by that day.  

 

4. A meeting of Contracting Parties to consider an amendment communicated in  

accordance with paragraph 3 shall be convened by the Bureau upon the written  

request of one third of the Contracting Parties. The Bureau shall consult the Parties  

concerning the time and venue of the meeting.  

 

5. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the Contracting Parties  

present and voting.  

 

6. An amendment adopted shall enter into force for the Contracting Parties which  

have accepted it on the first day of the fourth month following the date on which two  

thirds of the Contracting Parties have deposited an instrument of acceptance with  

the Depositary. For each Contracting Party which deposits an instrument of  

acceptance after the date on which two thirds of the Contracting Parties have  

deposited an instrument of acceptance, the amendment shall enter into force on the  

first day of the fourth month following the date of the deposit of its instrument of  

acceptance.  

 

Article 11  

1. This Convention shall continue in force for an indefinite period.  

 

2. Any Contracting Party may denounce this Convention after a period of five years  

from the date on which it entered into force for that party by giving written notice  

thereof to the Depositary. Denunciation shall take effect four months after the day on  

which notice thereof is received by the Depositary.  

 

Article 12  

 

1. The Depositary shall inform all States that have signed and acceded to this  

Convention as soon as possible of:  

a) signatures to the Convention;  

b) deposits of instruments of ratification of this Convention;  

c) deposits of instruments of accession to this Convention;  

d) the date of entry into force of this Convention;  
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e) notifications of denunciation of this Convention.  

 

2. When this Convention has entered into force, the Depositary shall have it  

registered with the Secretariat of the United Nations in accordance with Article 102  

of the Charter.  

 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized to that effect, have  

signed this Convention.  

 

DONE at Ramsar this 2nd day of February 1971, in a single original in the English,  

French, German and Russian languages, all texts being equally authentic*which shall  

be deposited with the Depositary which shall send true copies thereof to all  

Contracting Parties.  

                                 

 

* Pursuant to the Final Act of the Conference to conclude the Protocol, the Depositary provided the  

second Conference of the Contracting Parties with official versions of the Convention in the Arabic,  

Chinese and Spanish languages, prepared in consultation with interested Governments and with the  

assistance of the Bureau. 
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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 

（昭和五五・九・二二条約二八） 

注  平六・四・二九条約一改正現在 

 

締約国は、 

人間とその環境とが相互に依存していることを認識し、 

水の循環を調整するものとしての湿地の及び湿地特有の動植物特に水鳥の生息地として 

の湿地の基本的な生態学的機能を考慮し、 

湿地が経済上、文化上、科学上及びレクリエーショシ上大きな価値を有する資源である 

こと及び湿地を喪失することが取返しのつかないことであることを確信し、 

湿地の進行性の侵食及び湿地の喪失を現在及び将来とも阻止することを希望し、 

水鳥が、季節的移動に当たつて国境を越えることがあることから、国際的な資源として 

考慮されるべきものであることを認識し、 

湿地及びその動植物の保全が将来に対する見通しを有する国内政策と、調整の図られた 

国際的行動とを結び付けることにより確保されるものであることを確信して、 

次のとおり協定した。 

 

第一条  

１ 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、更には水が滞つているか流れているか、淡 

水であるか汽水であるか鹹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六メートルを超えない海域を含む。 

２ この条約の適用上、水鳥とは、生態学上湿地に依存している鳥類をいう。 

 

第二条  

１ 各締約国は、その領域内の適当な湿地を指定するものとし、指定された湿地は、国際 

的に重要な湿地に係る登録簿（以下「登録簿」といい、第八条の規定により設けられる 

事務局が保管する。）に掲げられる。湿地の区域は、これを正確に記述し、かつ、地図上 

に表示するものとし、また、特に水鳥の生息地として重要である場合には、水辺及び沿 

岸の地帯であつて湿地に隣接するもの並びに島又は低潮時における水深が六メートルを 

超える海域であつて湿地に囲まれているものを含めることができる。 

２ 湿地は、その生態学上、植物学上、動物学上、湖沼学上又は水文学上の国際的重要性 

に従つて、登録簿に掲げるため選定されるべきである。特に、水鳥にとつていずれの季 

節においても国際的に重要な湿地は、掲げられるべきである。 

３ 登録簿に湿地を掲げることは、その湿地の存する締約国の排他的主権を害するもので 

はない。 

４ 各締約国は、第九条の規定によりこの条約に署名し又は批准書若しくは加入書を寄託 

する際に、登録簿に掲げるため少なくとも一の湿地を指定する。 
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５ いずれの締約国も、その領域内の湿地を登録簿に追加し、既に登録簿に掲げられてい 

る湿地の区域を拡大し又は既に登録簿に掲げられている湿地の区域を緊急な国家的利益 

のために廃止し若しくは縮小する権利を有するものとし、当該変更につき、できる限り 

早期に、第八条に規定する事務局の任務について責任を有する機関又は政府に通報する。 

６ 各締約国は、その領域内の湿地につき、登録簿への登録のため指定する場合及び登録 

簿の登録を変更する権利を行使する場合には、渡りをする水鳥の保護、管理及び適正な 

利用についての国際的責任を考慮する。 

 

第三条  

１ 締約国は、登録簿に掲げられている湿地の保全を促進し及びその領域内の湿地をでき 

る限り適正に利用することを促進するため、計画を作成し、実施する。 

２ 各締約国は、その領域内にあり、かつ、登録簿に掲げられている湿地の生態学的特徴 

が技術の発達、汚染その他の人為的干渉の結果、既に変化しており、変化しつつあり又 

は変化するおそれがある場合には、これらの変化に関する情報をできる限り早期に入手 

することができるような措置をとる。これらの変化に関する情報は、遅滞なく、第八条 

に規定する事務局の任務について責任を有する機関又は政府に通報する。 

 

第四条  

１ 各締約国は、湿地が登録簿に掲げられているかどうかにかかわらず、湿地に自然保護 

区を設けることにより湿地及び水鳥の保全を促進し、かつ、その自然保護区の監視を十 

分に行う。 

２ 締約国は、登録簿に掲げられている湿地の区域を緊急な国家的利益のために廃止し又 

は縮小する場合には、できる限り湿地資源の喪失を補うべきであり、特に、同一の又は 

他の地域において水鳥の従前の生息地に相当する生息地を維持するために、新たな自然 

保護区を創設すべきである。 

３ 締約国は、湿地及びその動植物に関する研究並びに湿地及びその動植物に関する資料 

及び刊行物の交換を奨励する。 

４ 締約国は、湿地の管理により、適当な湿地における水鳥の数を増加させるよう努める。 

５ 締約国は、湿地の研究、管理及び監視について能力を有する者の訓練を促進する。 

 

第五条  

締約国は、特に二以上の締約国の領域に湿地がわたつている場合又は二以上の締約国に 

水系が及んでいる場合には、この条約に基づく義務の履行につき、相互に協議する。また、 

締約国は、湿地及びその動植物の保存に関する現在及び将来の施策及び規制について調整 

し及びこれを支援するよう努める。 

 

第六条 

１ この条約の実施について検討し及びこの条約の実施を促進するため、締約国会議を設 
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置する。第八条１の事務局は、締約国会議が別段の決定を行わない限り三年を超えない 

間隔で締約国会議の通常会合を招集し、また、締約国の少なくとも三分の一が書面によ 

り要請する場合には特別会合を招集する。締約国会議の通常会合は、次回の通常会合の 

時期及び場所を決定する。 

２ 締約国会議は、次のことを行う権限を有する。 

(a) この条約の実施について討議すること。 

(b) 登録簿に係る追加及び変更について討議すること。 

(c) 登録簿に掲げられている湿地の生態学的特徴の変化に関する情報であつて第三条２ 

の規定により通報されるものについて検討すること。 

(d) 締約国に対し、湿地及びその動植物の保全、管理及び適正な利用に関して一般的又 

は個別的勧告を行うこと。 

(e) 湿地に関係のある事項であつて本来国際的性格を有するものについての報告及び統 

計を作成するよう関係国際機関に要請すること。 

(f) この条約の実施を促進するため、その他の勧告又は決議を採択すること。 

３ 締約国は、湿地の管理につきそれぞれの段階において責任を有する者が湿地及びそ 

の動植物の保全、管理及び適正な利用に関する１の会議の勧告について通知を受ける 

こと及びこれらの者が当該勧告を考慮に入れることを確保する。 

４ 締約国全議は、会合ごとに手続規則を採択する。 

５ 締約国会議は、この条約の財政規則を定め及び定期的に検討する。締約国会譲は、 

通常会合ごとに、出席しかつ投票する締約国の三分の二以上の多数による議決で、次 

期の財政期間についての予算を採択する。 

６ 締約国は、締約国会議の通常会合において出席しかつ投票する締約国が全会一致の 

議決で採択する分担率に従つて、予算に係る分担金を支払う。 

 

第七条 

１ 前条１の会議に出席する締約国の代表には、科学、行政その他の適当と認められる分 

野において得られた知識及び経験により湿地又は水鳥の専門家とされる者を含めるべき 

である。 

２ 会議に代表を出席させる各締約国は、一の票を有するものとし、勧告、決議及び決定 

は、この条約に別段の定めがある場合を除くほか、出席しかつ投票する締約国の単純過 

半数による議決で採択する。 

 

第八条 

１ 自然及び天然資源の保全に関する国際同盟は、他の機関又は政府がすべての締約国の 

三分の二以上の多数による議決で指定される時まで、この条約に規定する事務局の任務 

を行う。 

２ 事務局は、特に、次の任務を行う。 

(a) 第六条１の会議が招集されかつ組織されるに当たつて助力すること。 
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(b) 国際的に重要な湿地に係る登録簿を保管すること及び登録簿に掲げられている湿地 

に関する追加、拡大、廃止又は縮小につき第二条５の規定により締約国が行う通報を 

受けること。 

(c) 登録簿に掲げられている湿地の生態学的特徴の変化に関し第三条２の規定により締 

約国が行う通報を受けること。 

(d) 登録簿の変更又は登録簿に掲げられている湿地の特徴の変化をすべての締約国に通 

知すること及び次回の会議においてこれらの事項が討議されるように取り計らうこ 

と。 

(e) 登録簿の変更又は登録簿に掲げられている湿地の特徴の変化に関する勧告を関係締 

約国に周知させること。 

 

第九条 

１ この条約は、署名のため無期限に開放しておく。 

２ 国際連合、いずれかの専門機関若しくは国際原子力機関の加盟国又は国際司法裁判所 

規程の当事国は、次のいずれかの方法により、この条約の締約国となることができる。 

(a) 批准につき留保を付さないで署名すること。 

(b) 批准を条件として署名した後、批准すること。 

(c) 加入すること。 

３ 批准又は加入は、批准書又は加入書を国際連合教育科学文化機関事務局長（以下「寄 

託者」という。）に寄託することによつて行う。 

 

第十条 

１ この条約は、前条２の規定に基づいて七の国がこの条約の締約国となつた後四箇月で 

効力を生ずる。 

２ その後は、この条約は、批准につき留保を付さないで署名した日又は批准書若しくは 

加入書を寄託した日の後四箇月で各締約国について効力を生ずる。 

 

第十条の二 

１ この条約は、条約の改正のためにこの条の規定に従い招集される締約国の会合におい 

て改正することができる。 

２ いずれの締約国も、改正を提案することができる。 

３ 改正案及び改正の理由は、この条約に規定する事務局の任務を遂行する機関又は政府 

（以下「事務局」という。）に通報するものとし、事務局は、速やかにこれらをすべての 

締約国に通報する。締約国は、改正案についての意見を、事務局が改正案を締約国に通 

報した日から三箇月以内に事務局に通報する。事務局は、意見を提出する期限の末日の 

後直ちに、その日までに提出されたすべての意見を締約国に通報する。 

４ 事務局は、締約国の三分の一以上が書面による要請をした場合には、３の規定に従つ 

て通報された改正案を検討するための締約国の会合を招集する。事務局は、会合の時期 
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及び場所について締約国と協議する。 

５ 改正は、出席しかつ投票する締約国の三分の二以上の多数による議決で採択する。 

６ 採択された改正は、締約国の三分の二が改正の受諾書を寄託者に寄託した日の後四番 

目の月の初日に、改正を受諾した締約国について効力を生ずる。締約国の三分の二が改 

正の受諾書を寄託した日の後に改正の受諾書を寄託する締約国については、改正は、当 

該受諾書が寄託された日の後四番目の月の初日に効力を生ずる。 

 

第十一条 

１ この条約は、無期限に効力を有する。 

２ いずれの締約国も、この条約が自国について効力を生じた日から五年の期間が満了し 

た後は、寄託者が書面による通告を行うことにより、この条約を廃棄することができる。 

廃棄は、寄託者がその通告を受領した日の後四箇月で効力を生ずる。 

 

第十二条 

１ 寄託者は、この条約のすべての署名国及び加入国に対し、できる限り速やかに次の事 

項を通報する。 

(a) この条約の署名 

(b) この条約の批准書の寄託 

(c) この条約の加入書の寄託 

(d) この条約の効力発生の日 

(e) この条約の廃棄の通告 

２ 寄託者は、この条約が効力を生じたときは、国際連合憲章第百二条の規定により、こ 

の条約を国際連合事務局に登録する。 

以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの条約に署名した。 

千九百七十一年二月二日にラムサールで、英語、フランス語、ドイツ語及びロシア語 

 により原本一通を作成した。これらは、すべてひとしく正文とする。原本は、預託者に 

寄託するものとし、寄託者は、その真正な謄本をすべての締約国に送付する。 
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（６）東よか干潟のラムサール条約登録経過 

 

平成 16年（2004年） ・環境省が選定した国内登録候補地 54 カ所に大授搦が選ばれる。 

 ・環境省が佐賀県、東与賀町に大授搦の条約登録について打診 

平成 17年（2005年） ・農水産業への影響、佐賀空港におけるバードストライクへの懸念から、佐賀県
が条約登録は困難と判断 

平成 19年（2007年） ・佐賀市と東与賀町が合併し佐賀市となる。 

平成 22年（2010年） ・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。 

平成 24年（2012年） ・荒尾干潟（熊本県荒尾市）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 

平成 25年（2013年） ・佐賀市が庁内検討組織として「ラムサール条約登録検討委員会」を設置 

 ・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 

 ・以降、地元住民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 

平成 26年（2014年） ・国指定東よか干潟鳥獣保護区及び同東よか干潟特別保護地区指定計画書の作成 

 ・佐賀市が「ラムサール条約登録検討委員会」に替えて「ラムサール条約登録湿
地利活用検討会議」を設置 

平成 27年（2015年） 
3 月 25日 

・環境省による国指定東よか干潟鳥獣保護区及び同東よか干潟特別保護地区の指
定に係る公聴会の開催 

4 月 22日 ・環境省が中央環境審議会に、国指定東よか干潟鳥獣保護区及び同東よか干潟特
別保護地区の指定について諮問。差し支えない旨の答申 

・環境省が中央環境審議会に、ラムサール条約第 12 回締約国会議にあわせて、
東よか干潟をラムサール条約に登録することについて報告 

4 月 30日 ・官報告示：国指定東よか干潟鳥獣保護区及び同東よか干潟特別保護地区の指定 

5 月 26日 ・官報告示：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第 2 条 1
に規定する湿地として東よか干潟を指定 

※5月 28 日 ・東よか干潟がラムサール条約湿地登録簿に掲載 
※スイス（条約事務局所在地）時間。日本時間では 5月 29 日 
※肥前鹿島干潟（佐賀県鹿島市）も同時に登録 

※6月 3日 ・ラムサール条約登録認定証授与式 
※現地（ウルグアイ東方共和国（プンタ・デル・エステ））時間 

7 月 11日 ・ラムサール条約湿地登録記念イベントを開催 

平成 28年（2016年） 
5 月 5 日 

・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へ参加 
・ラムサール条約湿地登録１周年記念イベントを開催 

平成 29年（2017年） 
11月 7日～11日 

・第 8回アジア湿地シンポジウム 2017（AWS2017）が佐賀市で開催 
・AWS2017 公開シンポジウム in 佐賀を開催 
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（７）東よか干潟ラムサール条約登録区域図 
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（８）アジア湿地シンポジウム 2017 「佐賀ステートメント」 

 

佐賀ステートメント（本文・和訳） 

アジア湿地シンポジウム 

佐賀、日本 

2017 年 11 月 7 日-11 日 

 

前文 

１． 過去 25 年の間に、日本、マレーシア、インド、ベトナム、中国およびカンボジアで開催され

たアジア湿地シンポジウム（Asian Wetland Symposium: AWS）が、アジアにおける湿地の理解に

貢献し、国内外の湿地政策や計画に影響を与え、湿地の保全と賢明な利用を促進してきたことを認

識し、さらに、1992 年から 2017 年までの間の過去 7 回の AWS で採択されてきた宣言と AWS の

変遷に関する文書を認識し、 

２． 11 月 7 日から 11 日まで、「湿地と持続可能な暮らし」をテーマに、アジアの湿地保全に関連

した成果、実践、進歩、課題の総括と湿地の保全および賢明な利用を主流化するために今後何をす

べきかについて検討することを全体目標として、27 の国と地域から 470 名の参加者を迎え佐賀市

で開催された AWS2017 の重要性を認識し、 

３． 九州地方に位置する有明海に面する佐賀市において、ラムサール条約登録湿地である干潟（荒

尾干潟、肥前鹿島干潟、東よか干潟）が価値ある生態系サービスを提供し、伝統的に地元住民によ

って利用され、のちに、佐賀水宣言の採択に至ったことに注目し、 

４． 気候変動による災害の影響の深刻化、アジアは世界で最も災害の多い地域という事実、そして

2017 年 7 月の九州北部豪雨による被害を認識し、 

５． 生物多様性に関する愛知目標（Aichi Biodiversity Targets）、仙台防災枠組 2015-2030（Sendai 

Framework on Disaster Risk Reduction 2015-2030）、持続可能な開発目標（Sustainable 

Development Goals）、および、ラムサール条約、生物多様性条約、国連気候変動枠組条約のパリ協

定などの関連する国際条約・取極を想起し、  

６． 基調講演、９つの口頭発表セッション、有明海のラムサール条約登録湿地を含む重要な干潟へ

のフィールドビジットを認識し、有明海セッション、ユースセッション、市長円卓会議、参加型ポ

スターセッションといった AWS の革新的なセッションを通して、多様な利害関係者と世代間の積

極的なコミュニケーションが促進されたことを認識し；そして、 

７． 相互対話型かつ参加型のポスターセッションの有用性を認識し、当該セッションが、多様な世

代間、利害関係者間、文化間、学問分野間の障壁を克服する効果的な学び合いを促進するだけでな

く、将来の現場での行動を支援することを認識し、 

 

我々、AWS2017 の参加者は、以下のことを宣言する； 

 

１． 湿地間の連携とネットワーク構築を強化する 

我々は、市長円卓会議で示された、優良な事例および失敗の事例、並びに各地のチャンピオン（地元の
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牽引者）によって触発された効果的な湿地の保全と賢明な利用のために、共通の特徴と背景を有するラ

ムサール条約登録湿地および他の湿地間の協力および協働（地元、国内および国際社会間）の重要性を

確認する。 

 

２． 沿岸湿地生態系を保全するために包括的な取組を確実なものとする 

我々は、地域における他の沿岸域での大規模な開発に起因する深刻な被害を含む有明海の歴史および現

在も継続している研究から、景観レベルで包括的取組が行われなければならないことを学んだ。また、

我々は、アジア全域の沿岸湿地生態系を保全し、回復させるためには、適切な規模で取り組む必要があ

る。 

 

３． 生態系を活用した防災・減災（Eco-DRR）を実行に移す 

我々は、伝統的な手法や科学的知見を組み合わせ、研究を通じてその有効性を定量化しながら、Eco-DRR

を現場において実践することの重要性を認識し、国家や地方レベルにおける政策、法的枠組み、行政的

措置に EcoDRR を組み込むことを追求する。 

 

４． 都市の湿地を保全し、復活させる 

我々は、生態系サービスを提供し、人間と自然とのつながりを維持・再構築している都市と都市周辺の

湿地の重要な役割を認識する。したがって、我々は、都市における湿地を、健全な生態系として保全・

復元できるように、都市の土地利用計画や法的な枠組み、都市の意思決定者のための CEPA に組み込む

よう要請するとともに、民間開発者が優良な事例を採用することを奨励する。 

 

５． 責任のある湿地観光を推進する 

我々は、韓国のスンチョン湾やインドのチリカ湖などの事例から、湿地生態系の保全こそが、責任のあ

る、真に持続可能な観光の推進に寄与することを特筆する。これらの好事例は、地域の経済発展と湿地

保全を達成するモデルとなりうる。 

 

６． 地域の湿地産品振興策を推進する 

我々は、ラムサールロゴ等による認証を活用した適切なブランド化など今回紹介された多数の優良事例

から、持続可能な農林水産業が、高付加価値農林水産物の供給を通じて、地域経済振興に資するだけで

はなく、湿地の維持や回復に資することを学んだ。 

 

７． 湿地保全における若者のリーダーシップを確保する 

我々は、若者達が多様なステークホルダーと意見交換を行い、ネットワークを構築し、様々な湿地保全

活動に積極的に参加する力を有していることを認識する。AWS が引き続き湿地の効果的な管理に核心

的な貢献をしうるよう、若者達が今後の AWS の開催において、更なるリーダーシップを発揮すること

を期待する。 

 

８． 保全活動の推進に直結する、CEPA 活動を推進する 

我々は、継続的な資金と十分な能力を有するスタッフによる、系統だった、目的が明確で、長期にわた
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り継続することができる CEPA 活動を実施していくことが重要であることに同意する。それは、現場に

おける積極的な湿地保全の成果に直結する。我々は、既存の組織とパートナーシップを通して、これら

の優良事例を地域で参考にし、広めていく必要がある。 

 

 

我々は、ラムサール条約のすべての締約国、組織、参加者および関係市民に対し、AWS がはじめて開

催されてからの 25 年間の蓄積を踏まえて、AWS が将来とも重要な役割を果たし続けるために、継続し

て AWS の開催を確保することを要請する。 

 

最後に、2017 年 11 月 7 日から 11 日、佐賀においてアジア湿地シンポジウムを滞りなくホストした日

本政府、佐賀県、熊本県、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およびすべ

ての後援者と協賛者に感謝する。 

 

そして、我々は、次回のラムサール条約アジア地域会合および 2018 年 10 月にドバイで開催される同条

約第 13 回締約国会議に、本ステートメントを伝達するよう、AWS 主催者が日本政府の支援と助力を要

請するよう求める。 

 

2017 年 11 月 10 日、佐賀 
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佐賀ステートメント（付属資料・和訳） 

 

佐賀ステートメント本文には、アジア湿地シンポジウム 2017（AWS2017）における全てのセッション

の中から最も重要なメッセージを盛り込んでいる。本付属資料には、佐賀ステートメント本文には含ま

れなかったが、各セッションにおいて議論された重要なポイントや具体例等についてまとめている。 

 

有明海（フィールドビジットを含む） 

１． 干潟は多くの生き物だけでなく、湿地の賢明な利用を通じて生まれた多様な文化をも育んでいる。

真に持続可能な社会を実現させるためには、私たちは豊かな生物多様性と共に、干潟によって育まれた

文化についても、次世代に引き継いでいかなければならない。 

２． 有明海を巡る佐賀コース、鹿島コース、荒尾コースの 3種類のフィールドビジットが実施された。

佐賀コースを通じて、私たちは、観光客が川から干潟へとつながる生態系だけでなく、湿地の賢明な利

用や文化的価値についても包括的に学ぶことができる魅力あるエコツーリズムプログラムの潜在性を

認識した。鹿島コースでは、湿地が水質の浄化において重要な役割を果たしていること、またその恩恵

を受けて地元経済の主要な柱の一つである日本酒産業が発展していることを認識した。荒尾コースでは、

私たちは、より持続的な地域経済の発展のためには、観光業のみに依存するのではなく、複数の収入源

を模索することの重要性を認識した。有明海は、カニや魚、海苔などといった豊かな湿地の産物に恵ま

れており、こうした湿地関連産業と観光業を結びつけることにより、地域の持続的な経済発展を促進す

ることができる。加えて、かつて（日本の江戸時代に）約 400年間使用された伝統的な干拓技術が、近

代的な干拓技術と比べて、より低コストであり、また環境に優しい技術であることを認識した。 

 

湿地と防災・減災／気候変動 

１． 特にアジア地域において、気候変動による災害の影響が増大していること、また湿地が、生態系

を活用した防災・減災 (Eco-DRR)及び気候変動の緩和・適応において、大きな潜在的能力を有すること

を踏まえ、私たちは国際的な連携をさらに強化し、科学的・伝統的な地域に根差した知識、そして優良・

失敗事例の共有を推進していくべきである。 

２． マングローブ林や海草藻場（「ブルーカーボン」）、泥炭地等が巨大な炭素貯蔵庫であることを認識

し、私たちは湿地や流域からの炭素放出量を削減するため、更なる研究や効果的な対策を実行に移すべ

きである。土壌浸食を抑制する「チェックダム」や、野焼きを伴わない農業技術の導入などが、気候変

動緩和のための具体的な方策の例として挙げられた。 

３． 近年の社会・経済・環境を取り巻く状況の急速な変化を踏まえ、コミュニティによる順応的な管

理を実現させるためにも、地域住民による自治体制を強化することが重要である。地域住民による自治

体制を強化するため、地域住民や脆弱なコミュニティが活動計画等を策定する際、効果的なファシリテ

ーションを通じて、彼ら自身が意思決定プロセスに参加する機会を十分に提供するべきである。  

 

湿地と政策／変化／国際協力 

１． 私たちはアジア・大洋州地域における多数の湿地が国境を跨ぐことを認識し、湿地に関するモニ

タリングデータを国際的なネットワークを通じて共有すること、それらのデータが、アジア太平洋の地
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域・国際協力を通して、問題点の特定や湿地保全のための協働の推進のために効果的に活用されること

を提言する。 

２． クロツラヘラサギの保全活動の経験から、ファッショングッズのような若者達にとって魅力的な

もの、またはソーシャルネットワーキングサービス等といった日常的に使用するものを活用することが、

多様かつ多世代にわたるステークホルダーを結びつけることにつながり、またそれらが地域・国際協力

の基盤を構築する上で役立つことを提言する。 

 

湿地と自然資源の利用／農業／漁業／食料の確保 

１． 脆弱なコミュニティの生計への気候変動による影響が増大している現状を踏まえ、私たちは気候

変動に対抗できる持続可能な農業・漁業の技術（例：節水型農業等）を開発し、アジア・大洋州地域全

体に普及させていくべきである。 

２． フィジーにおける、地域により管理されている海洋区(LMMA)は、いわゆる「里海」の一種である。

この海洋区管理の経験から、伝統的なガバナンスに基づき、伝統的知識、慣習的土地利用権・資源への

アクセス、伝統的な意思決定プロセス・社会的ネットワーク等を取り入れたコミュニティの主導による

湿地管理は、住民のプライド、当事者意識、順応的能力の向上、及びコミュニティの集合的な取り組み

の推進を通じた持続可能な湿地管理に寄与することを認識する。 

３． コウノトリ米を生産する優良事例から学んだのは、私たちは農業・漁業の景観の中に野生生物の

生息環境を回復させる技術（例：オタマジャクシ等のためにより長い期間にわたり水田から水を抜かな

い等）をさらに開発し、普及することにより努力しなければならないということである。 

 

都市の湿地 

本セッションにおける議論の重要なポイント等は、全て佐賀ステートメントの本文に記載されている。 

 

湿地と若者 

１． 私たち若者は、学校、公民館、病院、養護施設等の公的な場所において、歌や踊り、料理、描画、

文化祭等での展示物作成などといった多様かつ魅力的な活動を積極的に実施し、環境意識があまり高く

ない人々に対する CEPA活動の促進のために更なる努力をするべきである。 

２． 私たち若者は、将来湿地保全のためにより大きな貢献ができるよう、私たち自身の知識やスキル

を磨くことの重要性を認識する。私たちは、湿地保全に関わるボランティア活動やインターンシップへ

の積極的な参加を通じて、プロフェッショナルから、科学的知識のみならず、コミュニケーション／プ

レゼンテーション／ファシリテーションスキルなどを習得できるよう更なる努力を行っていく。 

 

湿地と持続可能な観光 

１． 過去の経験から、私たちは、地域の自然資源に関し豊富な知識を有する地元コミュニティが、観

光による自然生態系への負の影響を軽減する上で重要な役割を担う可能性があることを学んだ。したが

って、責任ある観光を推進していく上では、地元コミュニティの参加をさらに進めていく必要がある。 

２． ラムサール条約を踏まえ、私たちは観光客に対し、湿地での五感を使った原体験の機会（例：湿

地から直接収穫された食べ物を味わう等）を提供することを提言する。湿地での原体験は、観光客と湿

地との絆を強化し、観光客の湿地保全及び賢明な利用への意欲を高めることに寄与するためである。 
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３． 入場料の回収、カニ銀行（カニの個体数を増やしそれらを観光資源として活用する取り組み。通

称「クラブ・バンク」）、生態系サービスへの支払い制度の活用は、持続可能な観光を通じて湿地の保全

と収入創出の両立を実現する好事例として挙げられる。他方、適切な法的規制や環境モニタリングの実

施も、責任ある観光を確実に進めていく上では重要である。 

４． 世界観光機関（World Tourism Organization）が定める「持続可能な観光」の正式な定義が適切

に使用されていないことを踏まえ、正しい定義が十分に普及するよう更なる努力が必要である。 

 

湿地と文化 

１． 文化は、活用されていない、忘れられた湿地からは生まれない。湿地の文化は長い年月をかけな

ければ生まれないため、湿地の文化が存在するということは、湿地が賢明に利用されてきた証である。 

２． 主要な生態系サービス（供給・調整・文化的サービス）のうち、食糧、水、住居、衣服の供給を

含む供給サービスは、全て文化と深く結びついていることに注目すべきである。 

３． 湿地は、その土地にしかない、地元の人々にとってのシンボル的価値を有する。こうした地元の

シンボルとしての価値は、ボトムアップ・アプローチによる湿地保全を進めていくにあたり、最も強力

な推進力となる可能性がある。 

４． 季節性という制約を持つ自然だけではなく、文化もより多くの観光客を集め、持続可能な観光を

推進する上で、欠くことのできない要素である。 

５． アジアにおける湿地の文化の特徴を明確にするためにも、他地域における湿地の文化との比較を

行うことが次なる重要な一歩となる。 

 

湿地とコミュニケーション・能力養成・教育・参加・普及啓発（CEPA） 

１． 湿地センターは、人々と野生生物が触れ合う場であるとともに、湿地保全に資するコミュニケー

ション・能力養成・教育・参加・普及啓発（CEPA）に関する様々な活動が行われる場である。ラムサー

ル条約は、湿地センターが、湿地の保全と賢明な利用について学ぶうえで鍵となる場であり、また第 4

次ラムサール戦略計画 2016-2024（ラムサール条約第 12 回締約国会議決議 XII。9）を実行に移す活動

を促進する働きをするものであると認識している。湿地センターは、メッセージを伝え、湿地保全へ向

けた人々の行動変容や活動を促進するための重要な原動力である。 

２． 湿地センターは、湿地センターのネットワークに加わることにより、その影響力を最大限にする

ことができる。そのネットワークを通じ、専門的知見、資源、経験や優良事例などをネットワークのメ

ンバー間で共有することができる。湿地センターは地方レベル、国レベル、そして国際的なレベルにお

いてつながることができる。Wetland Link International (WLI) は、各国の湿地センターの世界的な

ネットワークであり、既設及び新設の湿地センターの発展を支援している。WLI-Asiaは、アジア地域に

おけるメンバー国間の協調を促進している。ラムサール条約東アジア地域センター (RRC-EA) は、現在

WLI-Asiaの事務局機能を担っている。 

 

湿地と生物多様性 

１． 生物多様性がより豊かな場所において、農業・漁業の生産性がより高いことが示唆された研究の

結果を踏まえ、私たちは生物多様性からもたらされる生態系サービスを維持することが、農業や漁業を

長期的に維持していく上での基盤となることを認識する。 
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２． （島根県・鳥取県にまたがる）中海での経験から、私たちは開発事業による湿地への負の影響を

防ぐこと、また湿地をラムサール条約登録湿地として指定することにおいて、地元コミュニティによる

運動が重要な役割を果たしうることを確認する。しかしながら、ステークホルダー間の調整が必ずしも

十分に行われていないことから、コミュニティによる湿地管理のみでは、湿地の劣化を防ぐには十分と

は言えない。長期的に湿地を保全していくためには、政治、経済、社会、及び技術的なアプローチを組

み合わせた、包括的な戦略が必要である。 
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この計画は、地⽅創⽣応援税制（企業版ふるさと納税）による 
地域再⽣計画（東よか⼲潟ワイズユース推進プロジェクト）に基づき、
株式会社シンシア様からの寄附⾦を活⽤し策定しました。 


