
Ⅰ．背景と目的

わが国の砂浜海岸は防災工事などによりコン

クリートで覆われ生物多様性も失われてきた．

また，ダムの建設などにより，海岸への砂の供

給がなくなって，日本の砂浜の多くが消えつつ

ある．日本の砂浜海岸の生物に関する情報は貧

弱で，環境省の「モニタリング 1000」でも，

砂浜海岸の生物多様性に関する調査はウミガメ

を除いてまったく行われていない．本事業は，

一般の市民と研究者に呼びかけて消滅しつつあ

る日本全国の砂浜を調査し，砂浜そのものの現

状と傾向を把握し，海岸生物の多様性とその重

要性を明らかにすることを目的とする．

Ⅱ．活動目標

上記目的を達成するために以下の項目を活動

目標とした．

1. 砂浜海岸生物調査の継続

2. 砂浜調査研修会の実施

3. フィールド図鑑（2）北海道の植物の刊行

4. 砂浜海岸生物調査第二次中間報告書の刊行

5. 海の生き物を守るフォーラムの実施

6. その他

Ⅲ．活動成果

活動目標について，それぞれ以下のような活

動を行った．これらの活動は，海の生き物を守

る会のメールマガジン「うみひるも」（毎月 2

回配信）で周知し協力を要請し，その活動結果

を報告している．

1. 2008年に開始した市民参加型砂浜海岸生物

調査を，今年度も継続して行った．今年度は，

一般市民から 24通の調査表が作成され，助

成メンバーによる 18通の調査表と合わせて，

合計 42通の調査表が作成された．これまで

の調査表の合計は 291通，調査海岸は 156ヶ

所となった．

2. 砂浜海岸生物調査を一般市民が積極的に行え

るように，研修会を 4回実施した．実施場所

は，鹿児島県奄美大島手広海岸（2016年 9

月 25日：参加者 14名：図 1，2参照），愛知

県豊橋市の表浜海岸（2017年 4月 9日：参

加者 15名），神奈川県鎌倉市の材木座海岸

（2017年 5月 27日：参加者 28名：図 3，4
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参照），鹿児島県奄美大島の嘉徳海岸（2017

年 6月 11日：参加者 18名：図 5，6参照）．

3. これまでの調査では調査者に軽視されがち

だった海浜植物について，同定の役に立つ小

型のフィールド図鑑を 500部作成した．

フィールドに持ち歩いて同定するために，軽

量化を心がけて今回はまず北海道に限定した

図鑑とした．「砂浜フィールド図鑑（2）北海道

の海浜植物」（図 7参照）

4. 2008年から 2017年 9月までの砂浜海岸生物
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図 1　奄美大島手広海岸で行われた研修会

図 2　手広海岸での砂浜調査研修会を報じる奄美新聞

図 3　鎌倉市材木座海岸で行われた研修会 図 4　材木座海岸の研修会での同定作業



調査の結果をとりまとめることを目標として

いるが，2014年に中間報告書 200部を刊行

している．今年度は，とくに海浜植物の出現

と分布に焦点を絞って，第二次中間報告書を

刊行した．今後，砂浜海岸生物調査に参加す

る市民に，自分たちのやることがどのように

まとめられるかを知る参考となるだろう．（図

8参照）

5. 砂浜の生き物とその環境を守るために，市民

への啓蒙を兼ねて「海の生き物を守るフォー

ラム」を 3回実施した．第 1回目は，2016
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図 5　奄美大島で唯一集落の前に護岸がない自然海岸「嘉徳

海岸」における研修会

図 6　嘉徳海岸における研修会への参加を呼びかける奄美新聞

図 7　「砂浜フィールド図鑑（2）北海道の海浜海岸」の表紙

図 8　「砂浜海岸生物調査第二次中間報告書　日本の海浜植

物」の表紙



年 9月 14日（土），鹿児島県奄美市で「奄美

の海の未来について考える」と題したフォー

ラムを実施した．自然と文化を守る奄美会議

との共催．参加者は，56名．第 2回目は，

2017年 2月 18日（土），京都市梅小路公園

緑の館イベント会場で，午後 1時半～ 4時

50分，「海の生き物を守るシンポジウム　失

われる沿岸の自然と公共事業～辺野古・諫早・

泡瀬・三陸・湘南～」と題して，シンポジウ

ムを開催した．参加者は，約 100名と盛況で

あった．第 3回目は，2017年 6月 10日に，

自然と文化を守る奄美会議との共催で，鹿児

島県奄美市名瀬公民館金久分館において奄美

の世界自然遺産についてのシンポジウム「奄

美の森と海のつながり～水と砂の流れを考え

る～」を実施．奄美側で会場の世話をしてい

ただいた．参加者は約 60名．

6. その他，海の生き物とその環境を守るための

活動を全国規模で展開するために「沿岸生物・

環境保全研究会」を提案して，2017年 2月

19日に，京都市「ハートピア京都」にて，「沿

岸生物・環境保全研究会（仮称）準備会」を

開催した．15名の研究者・NGO関係者が集

まり，結成に向けて話し合いを行ったが，具

体的な団体結成には至らず，さまざまな活動

や議論を，今後メール会議などを通して継続

することとなった．

Ⅳ．特筆すべき成果

今年度の活動成果のうち，特筆すべきことは，

われわれが行った 2回の奄美大島における

フォーラムの開催と 2回の砂浜調査研修会にお

いて，とくに貴重な自然海岸である嘉徳海岸で

絶滅を危惧されている数種の二枚貝が発見され

たことであった．この結果から嘉徳海岸におい

て計画されている大規模な護岸工事をとりあえ

ず白紙に戻すことができた．今後の展開は予測

できないが，今後もシンポジウムの奄美での開

催や観察会の実施などを通して，奄美でも貴重

な自然海岸を守る運動へと繋げていきたい．

Ⅴ．今後の活動の展望

砂浜海岸生物調査は，砂浜の生き物とその環

境を守るために市民参加型で行っているが，市

民の積極的参加は必ずしも多くない．今後は，

もっと多くの市民に参加していただけるよう，

研修会の実施，同定用のフィールド図鑑の充実

などによって継続し，行政の海岸開発保全計画

に取り入れられるような成果を目指したい．と

くに環境省による海洋保護区の設定に参考とな

るようなまとめを行い，各地の砂浜海岸の保全

と保護を積極的に進めていきたいと考えてい

る．
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