
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．

a． 砂浜海岸生物調査の継続

b． 砂浜調査研修会の実施

c． フィールド図鑑（3）砂浜のカニ類の刊行

d． 砂浜海岸生物調査第三次中間報告書の刊行

e． 海の生き物を守るフォーラムの実施

f． 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）で周知し参加を呼びかけ，その活動結

果を報告している．

a．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 16通の調査表が作成され，助

成メンバーによる 15通の調査表と合わせて，

合計 31通の調査表が作成された．これまで

の調査表の合計は 333通，調査海岸は 178ヶ

所となった．

b．砂浜海岸生物調査を一般市民が積極的に行

えるように，研修会を実施した．実施場所は，

愛知県豊橋市表浜海岸（2019年 4月 20日：

参加者 13名，内小学生 4名，高校生 1名：

図 1，2参照）．

c．主として砂浜海岸を中心とした海岸生物観

察会を以下のように開催した．

第 1回は，2018年 10月 6日（土），江ノ島

片瀬海岸で実施した．日本自然保護協会，東

京経済大学大久保研究室との共催．参加者
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16名．（図 3，4参照）

第 2回は，2019年 5月 5日，上関の自然を

守る会と共催で，田ノ浦の磯の観察会を実施．

参加者は 25名．3隻の船で田ノ浦に向かう．

（図 5，6参照）

第 3回は，2019年 5月 18日（土），とくし

ま自然観察の会との共催で，吉野川河口干潟

の観察会を実施．10：30開始．雨の予報だっ

たが，雨は落ちてこなかった．参加者 42名．

小学生以下の子どもが多い．（図 7，8参照）

第 4回目は，2019年 6月 16日（日）．日本

自然保護協会，自然と文化を守る奄美会議と

の共催で，奄美大島瀬戸内町西古見のハマン

ナの浜での観察会を実施．参加者約 20名．

船で参加した人もいた．（図 9，10参照）

d．これまでの調査では調査者が同定できずに

ラフな結果を出していた砂浜のカニ類につい

て，同定の役に立つ小型の「砂浜フィールド

図鑑（3）砂浜のカニ類」を出版，500部を

作成した．フィールドに持ち歩いて同定する

ために，軽量化を心がけた．（図 11参照）

e．2008年から 2019年 9月までの砂浜海岸生

物調査の結果をとりまとめたが，2014年に

中間報告書，2017年に第二次中間報告書を

刊行しており，今回は第三次中間報告書であ

る．今年度は，とくに砂浜海岸に漂着してく
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図 1　愛知県表浜で行われた砂浜海岸生物調査研修会のポスター

図 2　愛知県表浜で行われた研修会の参加者

図 3　江ノ島片瀬海岸の観察会のようす

図 4　江ノ島片瀬海岸の観察会での同定と説明
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図 5　山口県上関町長島田ノ浦の観察会に向かう参加者を乗

せた船

図 6　原発予定地を背景に田ノ浦観察会の説明会

図 7　徳島市の吉野川河口干潟で行われた観察会の参加者

図 8　徳島市吉野川河口干潟で行われた観察会を報じた朝日

新聞徳島版

図 9　奄美大島瀬戸内町西古見のハマンナの浜で行われた観

察会のようす

図 10　奄美大島瀬戸内町西古見のハマンナの浜観察会の参加

者



る貝類の出現と分布に焦点を絞って，第三次

中間報告書とした．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 12参照）

f．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」とシンポジウムを実施した．

フォーラムは，2019年 2月 3日（日），大阪

市ドームセンターで「連続する自然としての

砂浜―その過去と未来」と題して実施した．

日本自然保護協会との共催である．参加者は

約 70名．（図 13参照）．

2019年 6月 15日（土）には，奄美市名瀬

AiAiひろばで，シンポジウム「奄美の海の

危機と世界自然遺産への道」と題して開催し

た．日本自然保護協会と自然と文化を守る奄

美会議との共催．参加者は，約 60名．これ
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図 12　「砂浜海岸生物調査第三次中間報告書　砂浜で見る貝

類」の表紙

図 13　海の生き物を守るフォーラム 2019「連続する自然と

しての砂浜 -その過去と未来 -」のポスター

連続する自然としての砂浜
－その過去と未来－

海の生き物を守るフォーラム

日時：2019年

２月３日(日)10:30～15:50

開場：１０時より
場所：大阪ドーンセンター5階 大会議室2
入場無料
申し込み方法
申し込みフォームまたはメールでお申し込みください。
https://goo.gl/YJAu2T ； umi@nacsj.or.jp
（当日参加もお待ちしておりますが、資料準備のため
事前申し込みにご協力お願いいたします。）

主催：海の生き物を守る会

・日本自然保護協会
連絡先：

本フォーラムは、自然保護助成基金の助成
を受けています

図 11　「砂浜フィールド図鑑（3）砂浜のカニ類」の表紙



までの奄美シンポジウムに比べて参加者は多

くは無かったが，比較的若い初めての人の参

加が多かったことが特筆できる．（図 14参照）

Ⅳ．特筆すべき成果

今年度の活動成果のうち，奄美大島でのシン

ポジウムと観察会で，西古見への大型観光船の

誘致に疑問を呈し，地元の人々との連携で，結

果として瀬戸内町に誘致中止の決断をさせるこ

とが出来たことは特筆すべきことである．われ

われの活動が直接影響を与えたとは言えないも

のの，世界自然遺産候補として名乗りを上げて

いることとの矛盾や，この問題への一般の人々

の関心を惹きつけたことに，結果への良い影響

を与えることが出来たと自負している．

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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図 14　奄美シンポジウム「奄美の海の危機と世界自然遺産へ

の道」を報じる南海日日新聞
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