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ニュース&論説   どう向き合うか、生物多様性の浜松戦略 

外来種との共存時代  タウンミーティングで社会的合意形成へ  
愛知目標から 7 年、現状の問題点と解決策 何を守りたいのか 

 

生物多様性条約が国際会議で採択されて 25 年、それに基づいて名古屋市で開かれた国際会

議、COP10において、具体的な愛知目標が採択されて7年-。4年前には浜松市でも、「生物多様

性はままつ戦略」がまとめられた。今、その 5

年目を迎え、浜松市では戦略の成果の点検と

ともに次の 5 年戦略に向け見直し、改定成案を

得る作業が今年度末に向け行われている。 

その一環として、先月末、浜松市内で戦略タ

ウンミーティングが若者や子どもたちも含めた

一般市民を対象に開かれた。街中からできる

生き物の未来を考えようという趣旨で、多様性

の観点から残したい浜松の自然、行政が行うべきこととは何か、ミーティングに先立って実施され

たアンケート調査結果も踏まえて、グループごとに分かれて具体的に語り合った。ミーティングで

は討論成果を、次の戦略づくりに生かそうとそれぞれのグループごとに総合討論形式で発表しあ

った。 (写真 = 10 月 29 日、JR 浜松駅前遠鉄百貨店新館。街中で考える戦略見直しタウンミーティングの様子) 

論説 「未開発の富」、持続可能な開発の富、その両立の推進こそ 

生物多様性条約が採択された年、1992 年に出版さ

れ、世界的なベストセラーになった著作に、米生物学者、

E.O.ウィルソンの『生命の多様性』がある(今号「今月こ

の一冊」参照)。人類の未来のために私たちは今、何を

すべきかと問いかけた大著であるが、第 13 章(未開発

の富)の冒頭にはこうある。 

「生物の多様性は、人類にとって最も貴重でありなが

ら、最も評価されていない資源である。」 

この認識から、野外調査に心血を注いできたウィル

ソン博士は、未開発の富こそ生物的富の創造を生む源

泉であると語っており、それへの理解こそが今、刻々と

崩壊の危機にある多様性の崩壊を食い止め、解決する

道であると語っている。近年問題になっている外来種問

題の視点がぬけているのが残念だが、具体的な方策を

提案するなど、話が極めてわかりやすく、説得的である。

そして、博士はこの大著を次のような言葉で締めくくっ

ている。 

「ただ単に我が種(つまり、人類のこと-引用者)の自

由と健康を守るだけでなく、人間の魂がそこで生まれた

世界へと近づく道を保つことこそ、永続性のある環境倫

理がめざすものなのだ。」 

この倫理によって何を守りたいのか、そう問いかけて



いる。ウィルソン博士の言いたいことは、この環境倫理

を確立し、まだまだ未知の「未開発の富」と、持続可能

な開発という富とを両立させながら多様性を推進すべ

きであると主張している。その上でその両立には国や

自治体の法的な規制とともに多様性の重要性に対する

市民の自覚が必要であると強調している。 

見直しでは、生物多様性のめざすべき目標もここに

あると、まず指摘しておきたい。見直しを行政だけに任

せにせず、市民も巻き込んだ取り組みこそ、より豊かな

多様性の持続可能な富を私たちに与えてくれる。 

この観点から、今回のタウンミーティングの討論内容

をつぶさに観察したが、浜松市北部の未開発地域と南

部の進む開発地域との調和のある多様性戦略とその

具体策づくりの必要性が語られていたのが強く印象に

残った。その点を中心に、以下、ミーティングの内容を

具体的に報告したい。 

 浜名湖のキーストーン、海草アマモ 

東海道新幹線、東名高速道路、東海道本線を利用

する乗客から常に眺められているなど、浜名湖は日本

一よく見られている湖と切り出したのは窪田茂樹さん

(はまなこ里海の会事務局長)。窪田さんは、その浜名

湖の多様性を維持しているキーストーン(要石)は海草

のアマモであると語った。湖には約 1000 種の魚介類が

生息しており、アサリの潮干狩りができるのもこのアマ

モがあるおかげであり、アマモ場は生命のゆりかごだと

いう。瀬戸内海が牡蠣養殖など豊かな里海としてよみ

がえったのもこのアマモ場があったからだと話す。 

 

また、「浜松ホタルも棲める良い自然プロジェクト」の

世話人で技術士、水野英治さんは、浜松市北部の過疎

の進む未開発区域と浜松市中区など南部の開発が進

む区域の違いに注目。多様性を豊かにするには、開発

規制のあり方を見直す必要性を指摘した。山・川・里・

海をつなぐセンター、緑の回廊づくりにも言及していた。 

NPO 法人による「静岡一のホタルの里」(ひずるしい

鎮玉地区)づくりの苦労についても報告があり、活動の

発展には観光客あるいは移住者に多様性の重要性を

知ってもらうための「緑のコンセルジュ」とでも言うべき

相談アドバイザーを区域ごとに設け、それらの間のネッ

トワークづくりの提案も参加者からあった。 

 

  ● ミーティングで配布の参考資料 

 

 

 

ツイッター  今月この１枚 

佐鳴湖、冬景色 メタセコイヤの夜明け 

                  - 写真家 木下孝司 



つながる NPO、組織論の模索 

 「山・川・里・海」 大交流会 イン 四日市  

NPO 法人「地域の未来・志援センター(竹内ゆみ子代

表理事、名古屋市)は、9 月16 日、三重県四日市市のじ

ばさん三重で大交流会を開き、活性化に向け互いにつ

ながろうと呼びかけた。狙いは東海地方で活動する環

境市民団体を対象に、「山・川・里・海」の県境を越えた

ゆるやかな連携やつながりを具体的に模索すること。

参加したのは約 100 人で、呼びかけに佐鳴湖シジミプ

ロジェクト協議会(浜松市)からも 3 会員が具体的な提案

などを携え参加した。 

少人数に分かれたグループ討論では、参加者の活

動の現状と課題、課題解決に向けて異なる分野で活動

する人たちと、どうつながりを生み出すかなどで意見交

換がなされた。その結果、ほとんどのグループでボラン

テイアや NPO 法人の活性化策や組織のあり方、組織と

行政との距離感に深刻な問題をかかえていることが明

らかになった。これを受け、結果発表や総合討論も行

われた(右写真)。 

協議会の会員からは、メーリングリストを組み込んだ

市民環境ジャーナルという提案が行われ、開催日に創

刊されたジャーナル紙面に参加者の関心が集まった。

主催者側からはつながる有効なツールとして活用でき

ないか、検討の方向性が示された。(右の写真 = 9 月

16 日、じばさん三重)。   

論説 市民環境ジャーナルの呼びかけ 

静岡だけでなく、愛知、三重、岐阜の各県から参加し

た市民団体のいずれにおいても、マンネリ化やスタッフ

の高齢化など組織に悩みをかかえている実態が明らか

になった。これらを解決し組織の活性化を図るのは、自

分たちだけではできない、活動分野の異なる組織とも

つながる必要があるのではないかという共通認識がグ

ループ討論を通じて出ていた。総合討論や、ひざを突き

合わせての懇親会の席でもそうした意見が多く出て、

共通認識として深まったのは大きな成果である。 

ただ、問題は、そこから一歩踏み出し、一日だけの交

流会の後もほかの組織の問題点や課題を自分のことと

してつながり、考える、行動を続けていける活性化のた

めのツール開発の具体策づくりがまだ不十分ではなか

ったかという印象があったこと。この点の具体策こそ、

今回の大交流会の狙いがあったはずである。 

忙しい活動のなか、組織の活性化、提案力、実践力

を高めていくには、どういう具体的な方法があるのか。

今後はこの方法について、ボランティアや NPO 自身か

ら提案があることが求められるだろう。 

その意味で、交流会に提案された討論や投稿が簡

単にできるメーリングリストを組み込んだジャーナルの

創刊の提案の活用は今後検討する価値はあるだろう。 

このシジミプロジェクト協議会からの提案によると、課

題解決に向け、突破口となる新鮮なアイデアの出やす

いのは、違ったフィールドで活動する人たちと、交流会

後も恒常的につながることだという。主催者側の呼びか

けに対し、活動をお互いが異なる角度と経験から論評

し、投稿や討論という論説性でつながるのは有効では

ないか、という趣旨の発表会での発言もあった。単なる

自らのイベント告知ツールではなく、これまでにはない

「新しいつながり」としての市民環境ジャーナルの可能

性の指摘である。 

具体的には会員登録制にし、登録後はジャーナルの

HP に自由にアクセスし、

討論や投稿でつながる

とうシステムであり、交

流会にあわせて運用が

始まっていた。 

こうしたジャーナルか

らの呼びかけに、今後、

志援センターはどう生

かすか。センターの一

部理事からは呼びかけに前向きな姿勢を示していたが、

さらにどんな活用方法があるのか、参加者に広く問題

提起していくことも必要ではないか(写真上は、大交流

会冒頭であいさつする竹内代表理事)。 

 (月刊さなるこ新聞デジタル 10 月号より。一部要約) 

 



                           

 編集長が選んだ 

今月の 1 冊     Book Reviews 

 E.O.ウィルソン 「生命の多様性」 

25 年前に発行さ

れたこの上下 2 巻の

大著が今も生物学

や生物に関心のあ

る人たちにとって名

著であり、バイブル

であることはもはや

言うまでもない。美

しいイラストと鮮や

かなカラー写真は圧

倒的である。内容が

具体的であることも名著の名にふさわしい。 

加えるに、日本語訳がわかりやすく、見事なのには

感心する。在米で長く活躍し科学書翻訳に豊富な経験

のある大貫昌子氏の手になるからだろう。内容が正確

なのも読者には頼もしい。私見を言えば、この大著と多

様性の起源について時間をさかのぼって描いて見せた

R.ドーキンスのライフワーク的大著『祖先の物語』(上下

巻、小学館)を読めば、生物進化の鳥瞰とその深層がよ

く理解できる。日本にこうした大著であり名著でもある

一般書がいまもってないのがさびしい。(岩波書店) 

ほのぼの 東海散歩道 

 危ない ! ワナの上で甲羅干し 

 
今、大繁殖している緊急対策外来種、ミシシッピーア

カミミガメを何とか食い止めようと人間どもが池に浮か

ぶように仕掛けた捕獲用のワナ。しかし、当のカメたち

はなんのその、そのワナの上に登り、なんと 3 匹も何食

わぬ顔で日向ぼっこ。仕掛けた当初は面白いほどワナ

にかかって、ワナの内側にドボン。もうそこからは這い

上がれなかった。 

しかし、今では、無念の仲間たちの失敗から学習し

たのか、平然と仕掛けの裏をかいて、のんびり過ごす。

これじゃ増えるはずだ、ねえ、カメさん。「人間なんて、

まだまだ甘いんだよ」といっているようだ。カメたちの地

道な歩み、知恵に人間たちももっと学ぶ必要がある? 

( 11 月 6 日午後、浜松市の佐鳴湖北岸付近に設

置されているマンション用調整池で、読者撮影 ) 

       コラム 社会生物学の論争 column  

     もうひとつの E.O.ウィルソン 

世界的な生物学者、とくにナチュラリストで生態学者

である E.O.ウィルソン博士には、〝もうひとつの顔〟が

ある。生物学の成果を人間社会にも取り込み統合しよ

うとした大著『社会生物学』(1975)の著者という顔である。

四半世紀にもわたる長い論争のもととなった著作で、マ

スメディアを巻き込み、「氏か育ちか」、IQ とは何かなど、

複雑で微妙な社会的な問題を内包したことから大論争

に発展し、米国はじめ世界的な反響をもたらした。 

論争で何をもたらしたかという問題意識に立って科

学社会学者が徹底的に当事者に取材し分析したこれま

た大著『社会生物学論争史』(上下巻原著 2000 年。み

すず書房、2005 年)」があるが、このなかに日本にかか

わる出来事が一行も出てこないのがなんとも奇妙でさ

びしい。日本の進化生物学の歴史の浅さとレベルの低

さをものの見事に証明している。 

そんな中、正統派進化論の批判者ではあったものの、

『私の進化論』(1970)、『主体性の進化論』(1980)、『自

然学の提唱』(1984)の著者、生態学者でナチュラリスト

の今西錦司氏は、功罪はあるものの日本でもっと評価

されていい。この「まるごと自然」ナチュラリストは今もほ

とんど無視されている。しかしフィールド重視のその自

然観にはウィルソンと相通じるものがある。 ( い ) 

 

       ジャーナル事務局 編集発行 

  井上正男( 浜松市中区佐鳴台 3 丁目 3 -408 )  

   053-489-9189  minoue@nsknet.or.jp 



 

 

● バッドマン宣言 ● 市民の側に立つ市民科学と問題解決のシビック・ジャーナリズムの融合    

なぜ今、創刊に際して、融合宣言なのか。結論を先に言えば、第 1 は、今冬私たち市民団体が静岡大学構内を会

場に「大学の軍事研究」にかかわる科学者と市民の対話シンポジウムを開いたが、そこで正統派の大学の科学とは

別のもう一つの、市民の高い目線でものごとを考える、いわば「市民の科学」が必要であると痛切に感じたことである。

第 2 は、6 年前の東北原発大震災によって日本の、公平・中立に立脚した正統派とされる巨大マスメディアが戦後一

貫していかに国民の負託にこたえる国民の番犬役を果たしてこなかったかがあらわになったこと。第 1 の問題点を乗

り越えるには、科学的な合理性を身につけた市民科学者を育てる必要があるが、容易ではない。ましてや、第 2 の国

民の負託には、合理性に加えて問題解決に向けた社会的な合意形成のための論説性を発揮できる市民記者を生

み出すことが不可欠だが、これまた簡単ではない。 

その困難を承知で、正義のスーパーマンならぬ、もう一つの対抗的な正義のヒーロー、バッドマン(上記にロゴ)の

心意気で、環境分野に挑むジャーナルをここに創刊します。 みなさん、つながり、声を上げ、行動しましよう。         

                 佐鳴湖シジミプロジェクト協議会 / 市民記者  井上正男   2017 年 9 月 

● 危機の 21 世紀、今こそ市民科学の時代 

大学のプロ科学の方法を簡潔にまとめれば、価値

判断とは無縁の普遍的な真理の探求という目的、要

素還元主義という方法論、成果の論文第一主義であ

る。これに対し市民の科学の方法は、社会的な評価

が伴う実用の探究、生活者の感覚や目線の高さでヒ

ューリスティックにアプローチする方法論、対抗的な価

値判断が提示できるという評価第一主義である。 

こうした点については、プロ研究者から市民科学者

に転向した高木仁三郎氏の 21 世紀への遺書ともいう

べき晩年の著作『市民の科学をめざして』(朝日選書)、

『市民科学者として生きる』(岩波新書)がある。生活す

る市民目線で問題解決を図ることを目指すのが市民

科学。立ち尽くす市民の側に立った、自分ごととして

当事者意識をもった科学といってもいい。一言で言え

ば、市民の、市民による、市民のための科学が市民

科学であり、出来事の局外に超然卓立するという「研

究の自由」の立場はとらない。それよりも、社会的な

視野に立って価値判断できる能力が求められる。 

この点で、市民科学と軌を一にするのが、問題解

決のためのシビック・ジャーナリズムである。現在の

正統派とされているマスメディア・ジャーナリズムとの

違いがよくわかるように、以下、通常のジャーナリズ

ムの定義に、その違いを括弧( )内に明示してシビッ

ク・ジャーナリズムの定義を紹介する。 

● 「局外に超然卓立せず」の共通性 

シビック・ジャーナリズムとは、 

① よりよい社会づくり(の問題解決)をするために 

② 起きているありきたりではない出来事を、 

③ (その出来事の局外に超然と卓立せず、自らも

良識ある一人の市民として)批判精神をもって

(かつ市民目線で)価値判断し、 

④ その結果をニュース、あるいは評論として 

⑤ より早く、より正確に、 

⑥ より(公平中立主義から抜け出し)公正に、 

⑦ 社会に伝えていく、 

⑧ 言論(と対話による社会的合意形成)活動 

のことである。市民科学とシビック・ジャーナリズム

の親和性がここに読み取れ、それらの融合には大

きな可能性があることを示唆している。 

 まとめると、市民環境ジャーナルは編集において 

① むずかしいことも、ごまかさずに正確に 

② 正確に書いたものを噛み砕いて、わかりやすく 

③ わかりやすくしたものを、一工夫して面白く 

④ 面白く仕上げた記事によって、市民自身が積極

的に問題解決策を提案し行動できるよう、ほか

の事実や評価との関連付けにも注意を払うこと 

に心掛けます。            以上。 



  投書・意見        Opinion to Journal  
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● わかりにくい施工内容 

一般には海岸線は国が管理してい

ると思いますが、防災事業の施工範

囲は海岸背後の県有林内の砂丘でし

ょうか。事業の背景、地域特性、施工

概要がなかなかつかめず、地域住民

ではない読者には、この砂丘防潮堤

問題はいささか分かりにくい施工内容

です。 

進む遠州防潮堤 = 2017 年 5 月、木下孝司 

  

しかし記事文面(概要は投書欄外

「編集長から」参照)から、施工が進ん

だ段階で市民が気づいてみたら、環

境配慮はどうなのか、砂丘の保全と防

災利用の二面性があるというエリアの

事情について事前に、行政側と一般

市民との間の合意形成が十分できて

いなかったことが読み取れます。 

 そこで、今年、日本陸水学会東海支

部主催のサマースクールが、同じ遠州

灘に面した渥美半島の表浜で行われ

ましたので、このことの関連に注意し

て、表浜での私の体験を少し述べさせ

ていただきます（静岡大・戸田三津夫

氏の本ジャーナル創刊号寄稿文参

照）。 

● 表浜でも環境保全と利用で苦慮 

私と表浜との出会いは 40 年程前に

遡りますが、以来、この砂浜は豊かな

自然誌史を持つ地域の一つであると

認識しております。具体的には今から

15 年程前、田原市の東方、豊橋市内

（静岡県寄り）の所でのことでした。海

岸近傍は森林・農地ですが、その一部

について土地利用を転換してレクリエ

ーション施設を誘致する構想にかかわ

る環境影響評価が行われました。この

時、表浜海岸がアカウミガメの産卵地

になっていることから、その生息環境

の保全及び保護活動とどう折り合いを

つけるかが大きな課題となりました。 

 

 

今夏の渥美半島表浜(戸田三津夫) 

 



また、行政が別に施工する海岸サ

イクリングロード・海岸線防護施設（コ

ンクリートブロック・離岸堤）の環境影

響、さらに、一般市民の車両乗り入れ、

レクリエーション・スポーツ活動、夜間

照明、生活排水、廃棄物、自然環境要

素や沿岸漁業・農地との接し方などの

海岸利用行為による環境影響も浮上

しました。 

連携した対応が必要になるなど、海

岸の環境保全に配慮する事業計画の

構築が一筋縄ではいかなかったことを、

私は憶えています。この経験から今の

環境保全活動に至り、渥美半島、遠

州灘に面した海岸固有の特性を少し

は知ることとなりました。 

● 合意形成へ、柔軟な手立てこそ   

さて建設工事においても昨今、環境

配慮、生物多様性保全を事業に内部

化する動き、エコ工事と進んできてい

ます。巨大災害に対するハードの備

え・防災は管理者が喫緊に取り組む

べき課題であることは申すまでもあり

ません。 

しかし、一方、海岸をめぐる多様な

ステークホルダー(利害関係者)があり

ます。ので、より柔軟な工法・修正した

手立てなど、現実を確認しながら常に

意見を交換し、かかわる社会的な合

意が進むことが一層期待されます。 

急がば回れで、この形成が結局、

地域の宝としての中田島砂丘を将来

に残すことにつながるものであると、

私は強く信じ、願っています。 

            (名古屋市内勤務) 

 

     編集長から  

  野田賢司さんからの投書(意見)の元

記事となったのは、創刊号トップの 

住民ネット 「本当にこれでいいの?」 

市民シンポを呼びかけ 

です。以下にその要約を再掲します。 

                 

2020 年完成を目指し、今急ピッチで

進められている遠州灘防潮堤。今年

12 月には総延長 17.5 キロのうち約半

分が完成する見通しだ(整備事業にあ

たる静岡県のまとめ)。砂丘のど真ん

中を横断する中田島砂丘工区も現在、

おおむね半分くらいが出来上がってい

る。 

東北原発大震災直後の 2013 年に

着工して 4 年、さなるこ地域住民ネット

ワークは、「海岸侵食災害を考える会」

会長の長谷川武さんなどを招いて、

「風の舞う丘、中田島砂丘を考える」学

習会を佐鳴台協働センターで開いた。 

住民の命と海岸景観の将来につい

てどう折り合いをつけるのか、その折

り合いをつけるにあたって進行中の

「砂丘ど真ん中」防潮堤建設が本当に

多様な市民の意見を吸い上げ慎重に

検討した結果なのかどうかなど、さま

ざまな不安や疑問が参加者の討論で

あらわになった。 

その結果、地元住民の命と海岸保

全の折り合いについて広く知ってもら

う、市民砂丘シンポジウムの呼びかけ

という意見も出て、参加者から賛同す

る声が上がった。 

( 創刊号トップ記事より ) 


