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１．事業報告概要  
平成 25 年度の事業方針は、湿地の保全・再生、ワイズユース、CEPA に関係する国、自治体、

NGO、専門家等をつなぐ団体として、日本の内外で必要とされる役割を積極的に果すため、前

年度までの実績を基礎として、各種事業を実施することであった。具体的には、①国連の持続

可能な開発のための教育の 10 年（UN-DESD）の最終年会合が日本で開催されるため、湿地の

文化と技術東アジア版インベントリー作成事業や、支援事業であるウェットランズインターナ

ショナル中国の湿地教育人材育成事業との関連で、貢献していくこと、②ラムサール条約締約

国会議（COP）前年に開催されるアジア湿地シンポジウムにも貢献していくこと、③環境省や

ラムサール条約登録湿地関係市町村会議の委託・請負事業を引き続き受託するとともに、新規

事業を受託できるよう努力すること、④これまで本会で請け負ったり、独自に実施してきた日

本の重要湿地 500、自然環境保全基礎調査やモニタリングサイト 1000、市民参加型干潟調査、

ワイズユースや文化と技術等の調査結果の整理と、それを活用した今後の展開の検討、であっ

た。 
主な成果等は次のとおりである。①UN-DESD の最終年会合（ESD に関するユネスコ世界会

議）は、会議期間がアジア湿地シンポジウムと一部重なり、また、NPO として参加できる機会

が少なかったため、積極的な貢献はできなかった。②2014 年 11 月 3-7 日にカンボジア・シェ

ムリアップで開催するアジア湿地シンポジウムの主催団体の 1 つとして、会議準備を行った。

③モニタリングサイト 1000 沿岸域調査および陸水域調査、ラムサール条約登録湿地関係市町

村会議の学習・交流会業務等、環境省や市町村会議から引き続き受託し、新たに重要湿地の情

報収集業務を受託した。④日本の重要湿地 500、自然環境保全基礎調査等のデータを活用でき

るよう整理を開始した。 
以下に、（１）調査・研究事業、（２）情報提供事業、（３）支援事業、（４）普及啓発事業、

および（５）湿地調査普及積立金による事業の概要を示す。 
 
 （１）調査・研究事業 
  環境省事業として、平成 20 年度から継続して請け負っている「モニタリングサイト 1000」

沿岸域調査では、磯・干潟・アマモ場・藻場の 4 つの生態系において、統一した手法を用いて

合計 26 箇所で現地調査を行った。また、本事業の調査で得られた調査データを電子ファイルと

して整備し、より多くの人が解析等に利用できるよう、環境省の Web サイトから一般公開した。

平成 26 年度は、各分科会において今後モニタリング調査を継続的に実施していくための方策に

ついて、「モニタリングサイト 1000」事業対象の全生態系のうち、沿岸域調査が最初に検討を

始めている。 
  平成 21 年度から継続して請け負っている「モニタリングサイト 1000」陸水域調査では、陸水

域を湖沼と湿原の 2 つの生態系に区分し、調査や会議を実施した。平成 26 年度は陸水域分野の

事業全体の見直しを進めるため、分科会や生物分類群毎のワーキンググル―プ会合等を開催し、

新たな調査サイトや調査手法について検討を重ねた。また、新規サイトである支笏湖における底

生動物調査や、既存サイトのサロベツ湿原及び八甲田山湿原における植生調査を引き続き実施し、

データの蓄積を進めた。 
  環境省の新規事業である「東北地方太平洋沿岸地域植生・湿地変化状況等調査」では、震災

後による「重要湿地 500」への影響を把握するため、東日本を中心とした震災の影響を受けた

可能性のある 169 箇所について文献調査を実施した。 
「日本の重要湿地 500」が、平成 13 年の選定から 10 年以上が経過し、専門家から見直しの

声が高まっているとともに、東日本大震災の津波の影響等による環境の変化が指摘されている
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ことを背景に、「平成 25 年度重要湿地情報収集等業務」と「平成 26 年度重要湿地保全再生推

進業務」を新たに請け負った。 
平成 24 年度から開始した「東アジア(主にモンスーン地域)の「湿地の文化と技術」のインベ

ントリー作成」事業では、編集チームによる会議を通じた分類（目次）案の検討や、東アジア

各国での現地調査、事例原稿の収集、公開専門家会議を行った。 
 
 （２）情報提供事業 

2014 年「世界湿地の日（WWD）」（毎年 2 月 2 日）に関わるイベント等が各地で開催される

よう、関連団体・施設等にメールやホームページ等で呼びかけを行った。また、国内で実施さ

れた記念イベントについてアンケートを実施し、結果を報告書（日英）にまとめ、ラムサール

条約事務局に報告した。 
  ホームページ更新による情報提供を月数回の頻度で行い、本会の調査、研究発表、開催イベ

ント等について最新情報を掲載し、本会の事業内容について情報提供を行った。とくに 2014
年 2月にWIのロゴマークが新しくなり、それに伴いホームページのデザインも一新している。 

 
 （３）支援事業 
  平成 19 年度から引き続き、日本の条約湿地や関係市町村の活動を紹介するラムサール条約登

録湿地関係市町村会議ホームページの管理・運営を行った。また、平成 21 年度から引き続き、

2013 年 10 月に沖縄県那覇市で開催された第 5 回学習・交流事業の企画・運営、報告書作成を

行った。 
  その他、地球環境基金の助成を受けてウェットランズインターナショナル中国が実施する、

湿地教育のための教師人材育成事業への支援業務を行った。 
 
 （４）普及啓発事業 

新たに、ハスの管理とワイズユースの現状と課題について普及啓発を行う事業を始めた。ま

た、家電・住宅エコポイントの寄附金等を活用し、『干潟ベントスフィールド図鑑』の第 2 版を

発刊して、ネットショップや書店等で販売し、その普及に努めた。2014 年 2 月 2 日の世界湿地

の日には、「湿地と農業」についての一般向けシンポジウムを国連大学にて開催し、さらに 4 月

にラムサール条約事務局長来日記念シンポジウムを開催した。6 月にはエコライフ・フェアに

「湿地の恵み展」を出展した。 
 
 （５）湿地調査普及積立金による事業 

 ラムサール条約に関する調査や湿地調査の普及啓発活動を推進するために、次の２つの事業

を行った。 
①世界湿地の日（WWD）2014 ポスター等和訳版配布 
②『干潟ベントスフィールド図鑑』の第 2 版の発刊 
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２．事業詳細 
（１）調査･研究事業 

①重要生態系監視地域モニタリング推進事業（モニタリングサイト 1000）沿岸域調査 
（平成 26 年 4 月より「重要生態系監視地域モニタリング推進事業（モニタリングサイト

1000）磯・干潟調査）」と「重要生態系監視地域モニタリング推進事業（モニタリングサイ

ト 1000）アマモ・藻場調査）」の 2 事業に分割） 
   環境省生物多様性センター「モニタリングサイト 1000」事業のうち、沿岸域調査を平成

20年度から請け負っている。沿岸域を磯・干潟・アマモ場・藻場の 4つの生態系に区分し、

26 か所（磯 6 か所、干潟 8 か所、アマモ場 6 か所、藻場 6 か所）の調査サイトにおいて生

物調査の実施を研究者へ依頼している。得られた調査データの整理及びとりまとめを行い、

調査報告書等を作成している（生物多様性センターの Web サイトで公開）。また、学識経

験者各 4～7 名による各生態系の分科会ならびに沿岸域検討会を実施し、事業における課題

の解決に向けた意見や議論を行っている。特に検討会では、2013 年度から 2017 年度まで

の 5 年間の事業の進め方に関する意見を専門家から聴取し、2017 年度までに優先して取組

む課題の抽出をおこなった。優先して取り組む課題の中でも継続した調査を実施するため

の方策（例えば人材の確保や調査精度の担保方法等）に関しては、「モニタリングサイト

1000」事業全生態系のうち、沿岸域調査が最初に検討を始めているところである。 
さらに、本事業の調査で得られた調査データをより多くの人が利用できるように、各生態系

で得られた調査データをデータベースファイルとして整備した（2013 年 11 月に生物多様性セ

ンターのWeb サイトで公開）。 
 

②重要生態系監視地域モニタリング推進事業（モニタリングサイト 1000）陸水域調査 
 環境省生物多様性センター「モニタリングサイト 1000」事業のうち、陸水域調査を平成

21 年度から請け負っている。陸水域を湖沼と湿原の 2 つの生態系に区分し、既存調査を継

続して進めるとともに、過去 5 年間の成果のとりまとめを通じて陸水域分野の事業全体の

見直しを行った。事業内容や設計の見直しに当たっては、学識経験者各 5～6 名からなる生

態系毎の分科会を開催し、これまでの問題点や今後の方向性について議論した。それらの

結果に基づき新たな調査設計を検討するためのワーキンググループ会合も開催し、調査設

計の具体化作業を進めている。各種調査の実施に当たっては、関係法令に基づく許認可申

請手続きや関係省庁との連絡調整を行い、データ整理や速報原稿の作成を行った。 
 

③東北地方太平洋沿岸地域植生・湿地変化状況等調査 
震災後による「重要湿地 500」への影響を把握するため、東日本を中心とした震災の影

響を受けた可能性のある 169 箇所について調査を実施した。モニタリングサイト 1000 や

生物多様性センターが実施した調査結果を整理するとともに、既存情報のない 121 箇所

204 項目について、都道県と環境省地方環境事務所へのアンケートや web 検索により既存

資料情報の収集を行った。69 箇所 93 項目について現地調査に基づいた文献情報 302 件を

収集した。そのうち、震災後の情報を収集できたのが 7 箇所 7 項目であり、生物多様性セ

ンターが実施した調査と併せると、61 箇所 103 項目について情報を収集・整理できた。 
 
④「東アジア(主にモンスーン地域)の「湿地の文化と技術」のインベントリー作成」 
 東アジア地域の各国に存在する、地域に密着した、湿地の保全・ワイズユース・CEPA
の文化を『湿地の文化と技術 東アジア版』としてまとめることで、そうした湿地の文化が
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評価・認識される機運を高め、地域の人々による湿地の保全・ワイズユース・CEPA の取

り組みを促進することを目的とした、平成 24～26 年度の 3 か年事業。平成 25 年度は、12
月に東京において公開専門家会議を開催し、2 月に中国での現地調査を行った。平成 26 年

度は、7 月に東京において日本人チーム会議を、8 月に東京において韓国、中国、タイから

専門家の参加を得て編集会議を開催し、『湿地の文化と技術 東アジア版』の目次を決め、

原稿作成を進めた。 
 

⑤「塩性湿地クリークがニホンウナギの成育場として果たす役割の解明とその保全再生方

策」 
 本事業は、茨城大学の加納光樹准教授と東邦大学の中山聖子訪問研究員との共同研究と

して実施した。小櫃川河口と涸沼の塩性湿地クリークでニホンウナギの生息状況調査を行

ったところ、主に初夏から夏季に未成魚から成魚が多数採集された。また、採集個体の体

長はクリークの下流部よりも上流部で大きい傾向が認められた。この事業は、平成 26 年度

河川整備基金助成事業成果発表会において、最優秀発表者賞を受賞した。 
 
⑥「重要湿地情報収集等業務」 
 平成 13 年度に、環境省は、生物多様性保全の観点から重要な湿地（500 箇所）を選定し、

「日本の重要湿地 500」として公表した。しかしながら、重要湿地 500 の選定後、新たな

知見の得られた湿地が他にも存在することなどから、重要湿地 500 の見直しが必要となっ

ており、生物多様性国家戦略(2012-2020)においては、平成 26 年度中に見直しを行うとし

ている。そこで、本業務では、平成 13 年度の重要湿地選定後、新たに知見の得られた重要

な湿地や消滅したり、環境悪化が著しい湿地等について、現在の日本の湿地の状況を把握

するための基礎情報を収集するなど、「日本の重要湿地 500」の改定に向けた調査を実施

した。 
 
⑦「重要湿地保全再生推進業務」 
 平成 25 年度に実施した「重要湿地情報収集等業務」では、「日本の重要湿地 500」につ

いて、各湿地の基礎情報を収集した。平成 26 年度に請け負った本業務では、引き続き、平

成 13 年度の重要湿地選定後、新たに知見の得られた重要な湿地や消滅したり、環境悪化が

著しい湿地等について、現在の日本の湿地の状況を把握するための情報を収集するととも

に、有識者による検討会を開催し、重要湿地 500 の見直し作業を行っている。具体的には、

見直し手法の検討を行い、現状カルテの整理、「改定重要湿地」作成、保全・再生にあた

っての課題等の整理を行っている。 
  

（２）情報提供事業 
①「世界湿地の日（WWD）」の情報提供 
ラムサール条約では、毎年 2 月 2 日を「世界湿地の日」と定め、湿地の保全と賢明な利

用のための普及・啓発の機会としている。2014 年のテーマは「湿地と農業 生産と発展

のパートナー」に関連した記念イベントが世界各国で開催された。会員団体や各条約湿地

の関連施設・NGO 等に対し、条約事務局作成のポスター等の普及啓発資料に関する情報

提供とイベント開催の呼びかけを行った。 
また、国内で開催された WWD イベントについて報告書を作成し、英訳を行った。日本

語版の報告書は当団体のホームページに掲載している。英語版についてはラムサール条約
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事務局ホームページ上の WWD 特集ページに掲載されている。 
 
 ②ホームページ更新による情報提供 

   ホームページでは、ラムサール条約関連情報の提供、公開シンポジウム等の開催告知、

調査報告等を随時行った。これらは、トップページ http://japan.wetlands.org/の「活動ニ

ュース」「ラムサール CEPA ニュース」に掲載している。また、2014 年 2 月に WI のロゴ

マークが変わり、ホームページのデザインも一新した。さらに、2014 年 4 月 30 日より

Twitter を開始した。 
 
（３）支援事業 
 ①ラムサール条約登録湿地関係市町村会議の学習・交流会 

  「市町村と NPO・研究者・地域の人々とが、湿地の保全やワイズユースの実践について

情報交流する機会をつくりたい」との市町村会議からの要望に応え、平成 21 年度から学

習・交流会を企画・運営している。平成 25 年度は「ラムサール条約湿地における市町村と

国・NGO 等とのパートナーシップ～市町村会議の 25 年を振り返り、今後を展望する～」

をテーマに、2013 年 10 月 31 日に沖縄県那覇市で開催した。また、平成 26 年度は「ラム

サール条約湿地における協働取組とそれを通じた人づくり～湿地を活用した持続可能な地

域づくりを目指して～」をテーマに、2014 年 10 月 24 日に愛知県名古屋市で開催するた

め、企画・準備を行った。 
 

②ラムサール条約登録湿地関係市町村会議ホームページ運営管理 
   ラムサール条約登録湿地関係市町村会議ホームページでは、日本のラムサール条約湿地

の自然、四季、ワイズユース、施設情報等の基本情報や最新情報とともに、市町村会議の

活動やラムサール条約に関する情報提供を行っている（http://www.ramsarsite.jp/）。平成

25 年 10 月より「条約湿地の資料」ページに、条約湿地パンフレット一覧を掲載し、年 4
回の更新時に最新版への変更、追加等を行っている。 

 
   ③ウェットランズインターナショナル中国「中国における湿地 ESD（持続可能な開発のための

教育）の推進～ラムサール条約湿地と湿地公園における教師の人材育成を通して～」支援業務 
   ウェットランズインターナショナル（WI）中国の地球環境基金（JFGE）への申請にか

かる代理人業務を担当し、交付要望及び申請、支払申請等の手続きの支援を行っている。

WI 中国は平成 20 年度より国内外の子どもを対象に、湿地を通した環境学習を行ってきた。

平成 25 年度から湿地教育を実施する教師の人材育成に焦点を当て、教師の研修と教材作

成を開始し、平成 26 年 3 月に完成した。教材の作成にあたっては『教師用湿地教育ガイド』

の目次の作成や本文の検討等に協力した。また、平成 25 年 12 月に無錫で開催された教師

向け研修・交流会に参加し、進捗を確認した。 
 
（４）普及啓発事業 

①「ハス Nelumobo nucifera の効果的な群落管理と賢明な利用（wise use）を目指した地

域間交流」 

 水生植物のハスは、水質浄化に役立つほか、根が蓮根として食用にされ、群落が観光資

源として利用される。しかし、ハスは過剰に繁茂すると水底に十分な光が届かなくなり、

富栄養化が進行したり、沈水植物の生育が妨げられたりして生態系が悪化する。そこで、
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本業務では、環境影響で二面性をもつハスの維持管理を効果的に行い、賢明な利用を進め

るため、ハスに関する課題を扱うワークショップを開催し、国民啓発を兼ねた順応的管理

のあり方を考えた。 
 
②エコポイント寄附金による活動 
エコポイント制度は、省エネルギー性能等に優れた家電や住宅の購入者に、購入額の一

部をポイント付与の形で還元する仕組みで、ポイントを環境活動団体へ寄附することもで

きる。本会は、「環境教育・学習・人材育成」分野の寄附対象団体に選定されている。寄附

金は 2013 年 3 月に作成された『干潟生物調査ガイドブック～全国版（南西諸島を除く）』

を改訂した『干潟ベントスフィールド図鑑』（第 2 版）の印刷に一部を充てた。 
 
③「世界湿地の日」における普及啓発推進業務 
本事業は、世界湿地の日（WWD）の平成 26 年のテーマである「湿地と農業」に関連す

る催事及び条約事務局から提供された普及啓発ツールを国内の湿地に配布することを通じ

て、今後の更なる湿地保全に関する理解と湿地保全施策の推進に資することを目的として

行った。 
    「湿地と農業」に関連する催事として、一般向けシンポジウムを平成 26 年 2 月 2 日に

国連大学のエリザベス・ローズ国際会議場において開催した。主催者は、農林水産省、環

境省、国連大学サステイナビリティ高等研究所、地球環境パートナーシッププラザ、日本

国際湿地保全連合であった。また、ラムサール・ネットワーク日本及びラムサールセンタ

ーの協力を得た。その講師として 5 名の専門家等を招聘した。当日は講師等も含め約 90
名が参加した。 
 条約事務局から提供された普及啓発ツールについては、関連ポスターの翻訳及び印刷、

関連冊子の翻訳及びデザインを行った。ラムサール条約事務局が提供するデータを基に英

語版 WWD ポスターについて、日本語翻訳版を作成、印刷した。ポスターは環境省を通じ

てラムサール条約湿地の関係市町村及び施設に配布された。また、併せて英語版「世界湿

地の日」冊子について、ラムサール・ネットワーク日本の協力を得て日本語に翻訳、デザ

インし、日本語版として PDF ファイルを作成した。 
 
④ラムサール条約事務局長来日記念シンポジウム開催支援業務 
ラムサール条約事務局長の来日に合わせてシンポジウムを開催し、日本における条約湿

地の管理の質に係る特徴や課題、それに対する地域での取組み（地域との共生）を紹介し

た。また、日本の条約湿地の今後、地域が進める世界への貢献について、条約事務局や国

内の関係者が報告、議論を行い、国内でのラムサール条約のプレゼンスを高めるとともに、

日本の湿地と世界の湿地における「ワイズユース」の知恵を今後より一層つなげていくた

め、参加者が「地域からできること」について考えるきっかけとすることを目的とした。 
 シンポジウムの開催支援について、関係者と各種調整を行い、4 月 10 日にラムサール条

約事務局長来日記念シンポジウムを JICA 市ヶ谷ビルの国際会議場にて開催した。主催者

はラムサール条約事務局、環境省、国際協力機構（JICA）、日本国際湿地保全連合（WIJ）、
ダノンウォーターズジャパン（エビアン）であった。また、ラムサール条約登録湿地関係

市町村会議、ラムサールセンター、ラムサール・ネットワーク日本の協力を得た。5 名の

講演者等による講演、取組報告及びパネルディスカッションを行った。当日は講演者等も

含め約 110 名が参加した。また、シンポジウムでの講演者等による発表や討論の内容を踏
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まえ、日本の条約湿地の今後にかかる課題をまとめた。 
 
⑤エコライフ・フェア 2014「湿地の恵み展」の開催 
平成 26 年 6 月 7～8 日に環境省主催のイベント「エコライフ・フェア 2014」が東京・

渋谷の代々木公園（ケヤキ並木・イベント広場）において開催された。ラムサール条約登

録湿地関係市町村会議（市町村会議）、ラムサールセンター（RCJ）、および日本国際湿地

保全連合（WIJ）の 3 団体で実行委員会を構成し、「湿地の恵み展～ラムサール条約湿地の

観光と物産」と題してブースを出展した。 
ラムサール条約湿地やその他の湿地に関係する自治体・団体から、有志の 26 団体が参加

し、各湿地の展示を行った。各湿地の見どころや活動を掲載したポスターやチラシが寄せ

られ、国内 46 箇所のラムサール条約湿地のチラシについては、環境省の協力を得ることが

できた。 
当日は、担当者を派遣した参加団体（9 団体）をはじめとして、市町村会議担当者、RCJ 

スタッフ、WIJ スタッフ、学生ボランティアなど 2 日間でのべ約 50 名が参加し、ブース

を訪れた来場者にラムサール条約湿地の特徴や観光名所、物産、その他関係団体の活動な

どについて説明、PR した。また、来場者や関係者に各湿地や参加団体の活動などアピール

する時間を個別に設けた。また、6 月 7 日の夜に関係者向けの交流会を開催した。 
 
   ⑥アジア湿地シンポジウム(AWS)2014 の開催‐アジア地域における湿地に関する国際協

力体制の強化及びラムサール条約 COP12 への貢献- 
    平成 26 年 4 月に来日したラムサール条約事務局の事務局長及びアジア・オセアニア担当

官、ラムサールセンター、日本国際湿地保全連合、環境省でカンボジアのシェムリアップ

での開催について議論し、アジア湿地シンポジウムとラムサール条約アジア地域会合を統

合して開催することとした。 
同年 5 月にラムサールセンター及び日本国際湿地保全連合でテーマ、発表者の公募、他

団体との協力等について検討会を行った。他団体との協力について、環境省及び JICA に

相談し、環境省より一部の発表者の旅費が支援されることとなった。また、IUCN アジア

地域事務所より発表者を派遣する形で支援を得ることができた。 
ラムサール条約事務局、カンボジア政府、ラムサールセンター、日本国際湿地保全連合

で実行委員会（ディスカッショングループ）を構成し、必要に応じて専門家等のアドバイ

スを受けることとした。7 月にラムサール条約事務局、カンボジア政府、ラムサールセン

ター、日本国際湿地保全連合の四者で基本合意書に署名した。同時に発表者の公募につい

て準備を行い、アジア湿地シンポジウム・ラムサール条約アジア地域会合のホームページ

（http://aws-arm2014.org/）を 8 月に開設し、参加登録の受付を開始した。口頭発表及び

ポスター発表について公募を行い、9 月に実行委員会での審査を経て応募者に結果を通知

した。その後、11 月 3～7 日にかけてカンボジア（シェムリアップ）での開催にむけて主

催者間、発表者、会場との調整、プログラム、参加者案内の作成等を行った。 
 

 
（５）湿地調査普及積立金による事業 

①世界湿地の日（WWD）2014 ポスター等和訳版配布 
環境省事業とは別途、会員団体等へ配布する分のポスター印刷や配布を、また、シンポ

ジウム運営費の一部を負担し、報告者と参加者の交流も図った。 



9 

 
②『干潟ベントスフィールド図鑑』の第 2 版の発刊 

2013 年 3 月に刊行した『干潟ベントスフィールド図鑑』が好評で残部が少なくなったた

め、学名等を最新の情報に修正した、第 2 版の印刷に一部を充てた。 


