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平成 27 年度の事業方針は、WIJ の今後の方向性を踏まえつつ、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「モニタリングサイト 1000」やラム

サール条約に関連する事業をはじめとするこれまでの環境省事業と、ラムサール条約登録湿地

関係市町村会議のホームページ更新や学習・交流事業を引き続き受託できるよう準備・計画す

る。②ラムサール条約第 12 回締約国会議（COP12）で採択された決議等について、会員団体

の経験を活かして、情報提供や普及啓発活動を行う。③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、湿地のワイズユースや文化と技術の

調査結果等を整理し、今後の湿地の保全・再生、ワイズユースに有効利用できるように、今後

の展開を検討する。④ラムサール条約登録湿地をはじめとするさまざまな湿地における保全・

再生、ワイズユース、CEPA に関連した最新情報や映像等の資料を、会員団体及び自治体、地

域の施設や NPO 等の協力によって収集し、活用できるように整理していくことであった。 
主な成果等は次のとおりである。①モニタリングサイト 1000 沿岸域調査及び陸水域調査、

重要湿地の見直し等の業務、ラムサール条約登録湿地関係市町村会議の学習・交流会業務等を

環境省や市町村会議から引き続き受託した。②8月に米子市にて「ラムサールシンポジウム 2016 
in 中海・宍道湖」を開催した。③新たに 4 月から干潟環境教育プログラムの開発と有明海にお

ける干潟ネットワークの構築の事業を開始した。 
以下に、１．調査・研究事業、２．情報提供事業、３．支援事業、４．普及啓発事業の概要

を示す。 
 

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）磯・干潟調査 

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、沿岸域調査を平成 20
年度から請け負っている。沿岸域の磯・干潟生態系に設置された 14 か所（磯 6 か所、干潟 8
か所）の調査サイトにおける生物調査の実施を研究者へ依頼した。得られた調査データをとり

まとめ、調査報告書等を作成した（生物多様性センターの Web サイトにて公開中）。また、各

生態系 5 名程度の学識経験者による分科会を開催し、一般の人にも分かりやすい調査結果の見

せ方や、平成 29 年度に予定されている第 2 期成果とりまとめ報告書（事業開始から 10 年間の

沿岸域調査をとりまとめる報告書）の作成に向け、その方針などを検討した。1 月には、沿岸

域（磯・干潟・アマモ場・藻場）を対象とした学識経験者 5 名からなる検討会を開催し、事業

成果のとりまとめ方針に関する各分科会での意見を踏まえて、とりまとめ方針を確定した。加

えて事業で得られた調査データについて、論理的・生物学的チェックをおこない、解析等に使

用しやすいフォーマットのデータベースファイルへの更新を実施した（生物多様性センターの

Web サイトにて公開中）。また、これらの調査データは、海洋生物地理情報システム（OBIS）
などの国際的な生物多様性情報のデータベースシステムに提供されることになっており、順調

に手続きが進んでいる。 
 

（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)アマモ場・藻場調査 
前述の通り、平成 20 年度から沿岸域調査を請け負っているが、平成 26 年度から「磯・干潟

調査」と「アマモ場・藻場調査」の 2 つの事業に分かれている。沿岸域のアマモ場・藻場生態

系に設置された 12 か所（アマモ場 6 か所、藻場 6 か所）の調査サイトにおける生物調査の実施

を研究者へ依頼した。得られた調査データをとりまとめ、調査報告書等を作成した（生物多様

性センターの Web サイトにて公開中）。また、各生態系 4～7 名の学識経験者による分科会を開
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催し、一般の人にも分かりやすい調査結果の見せ方や、平成 29 年度に予定されている第 2 期成

果とりまとめ報告書（事業開始から 10 年間の沿岸域調査をとりまとめる報告書）の作成に向け、

その方針などを検討した。加えて事業で得られた調査データについて、論理的・生物学的チェ

ックをおこない、解析等に使用しやすいフォーマットのデータベースファイルへの更新を実施

した（生物多様性センターの Web サイトにて公開中）。また、これらの調査データは、海洋生

物地理情報システム（OBIS）などの国際的な生物多様性情報のデータベースシステムに提供さ

れることになっており、順調に手続きが進んでいる。 
 
（３）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。陸水域調査では湖沼と湿原の 2 つの生態系を対象に調査を実施して

きた。湖沼では、昨年度に引き続き水生植物調査ならびに淡水魚類調査における新規サイトの検

討や調査手法の設計を検討した。水生植物調査では 3 か所（然別湖、小川原湖、江津湖）、淡水魚

類調査では 2 か所（琵琶湖、鎮西湖）に調査サイトを新設し、調査を実施した。水生植物調査で

は 15 サイト、淡水魚類調査では 10 サイトを目処にサイトを設置していく予定であり、来年度の

サイト新設に向けてそれぞれ各種調整を進めている。深底部の底生動物調査については猪苗代湖

にて調査を実施したが、今後の継続については昨年度からの検討課題となっており、水生植物調

査と淡水魚類調査に付随した湖辺底生動物の採集も試行的に実施した。湿原では、新規にサイト

を設置した八幡平、ならびに既存サイトである釧路湿原及び尾瀬ヶ原湿原において調査を実施し

た。これまでに計 8 か所の調査サイトの設置が完了しており、目標の 10 サイトに向けて検討を

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。 
 

（４）生物多様性の保全上重要な湿地の保全活動促進等業務 
平成 26 年度に実施した「重要湿地保全再生推進業務」では、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た。平成 27 年度に請け負った本業務では、湿地の保全再生

の活動を促進することを目的に、生物多様性の保全上重要な湿地に関する情報を各都道府県等

に確認するとともに、公表に向けた整理を進めた。具体的には、改定された重要湿地リストを

含む公表資料作成、HP コンテンツ作成、区域図作成、都道府県向け資料（詳しい湿地情報を

含む「現状カルテ」）作成を行った。 
 

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。2016 年のテーマは「湿地を大切にしよう 私たちの未来

のために 持続可能なくらしを目指して」で、関連した記念イベントが世界各国で開催された。

会員団体や各ラムサール条約登録湿地の関連施設・NGO 等に対し、ラムサール条約事務局作

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。国内で

開催された WWD イベントについて、日本語版及び英語版の報告集（PDF）を作成し、当団体

のホームページに掲載した。 
 
（２）WIJ ホームページ更新による情報提供 

WIJ の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、
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調査報告等を随時行った。ホームページに加え、Twitter、Facebook、ブログを活用した情報

発信も行った（現在のフォロワー数：Twitter 約 2000、Facebook 60）。また、湿地の動画を作

製し YouTube で公開した。 
 
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 28 年度は「持続可能なくらしを目指した協働と人材育成」

をテーマに、平成 28 年 7 月 8 日に愛知県名古屋市で開催した。平成 28 年度は 3 年に 1 度の

市町村長会議が開催され、学習・交流会には 8 名の市町村長を含む約 80 名の参加があった。 
 
（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、日本のラムサール登録湿地の自

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 3～4 回の更新時

に最新版への変更、追加等を行っている。また、メーリングリスト機能を追加した。 
 
４．普及啓発事業 
（１）「ハスの群落管理―地域の知恵と技」に基づく蓮池改善の実践 

水生植物のハスは、水質浄化に役立つほか、花が観光資源として利用される。一方、過剰に

繁茂すると水底に十分な光が届かなくなり、富栄養化の進行や、沈水植物の生育不良を引き起

こす。環境影響で二面性をもつハスを効果的に維持管理するため、ハスに関する課題解決のた

めに実践的な活動を行っている地域の事例や文献等を収集し、報告書を作成した。 
 

（２）エコポイント寄附金による活動 
エコポイント制度は、家電、住宅、復興支援・住宅、省エネに係わる購入に対してポイント

付与し、そのポイントの一部が環境活動団体へ寄附される環境経済的な施策である。WIJ 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。寄附金はいままで、平

成 25 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）の印刷などに充ててきたが、現在、その販売促進

費として使っている。 
 

（３）「世界湿地の日」における普及啓発推進業務 
2016 年の世界湿地の日のために条約事務局が作成した普及啓発ツールを翻訳し、国内の湿地

に配布等を行い、今後の湿地保全に係る普及啓発を一層推進することを目的とした業務である。 
ラムサール条約事務局から提供された普及啓発資料について、関連ポスターの翻訳、デザイ

ン及び印刷、ファクトシートの翻訳及びデザインを行った。ポスターについては、ラムサール

条約事務局が提供するデータを基に英語版の世界湿地の日のポスターを日本語に翻訳し、写真

等のデザインを変更して作成、印刷した。作成したポスターは環境省の地方環境事務所等を通

じて国内の湿地に配布した。湿地の重要性や賢明な利用、湿地の消滅などについて紹介されて

いるファクトシートを日本語に翻訳し、ポスターと同じく条約事務局が提供するデータを基に
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日本語版としてデザインし、PDF ファイルを作成し、WIJ ホームページ上に掲載した。 
 

（４）エコライフ・フェア 2016「湿地の恵み展」の開催 
平成 28 年 6 月 4 日（土）～5 日（日）に東京・渋谷の代々木公園（ケヤキ並木・イベント広

場）にてエコライフ・フェア 2016 が開催された。エコライフ・フェアは、環境省が定める環

境月間に各地で開催される行事の一つとして、環境省・地方公共団体・企業・NGO などが連携

し実施しているイベントである。天候に恵まれ、2 日間で約 30,000 人が来場した。 
同イベントにおいて、ラムサール条約の重要性と湿地が私たちの生活にもたらす恵みについ

て多くの人に知ってもらうため、湿地の恵み展実行委員会（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、ユースラムサールジャパンおよび WIJ の 4 団体で構成）として、

「湿地の恵み展～ラムサール条約・湿地の観光と物産」と題するブースを出展した。 
湿地の恵み展ブースでは、ラムサール条約や湿地に関係のある自治体・団体による展示・解

説、湿地の恵み等の販売、ポスター・チラシの展示を行った。ブース内のワークスペースにお

いてヨシを使用した体験プログラムを実施した。また、湿地の魅力をより多くの人に伝えるた

め、「湿地の魅力」をテーマに写真を募集し、第 2 回 湿地じまんフォトコンテストを開催した。

約 540 名の来場者にお気に入りの一枚を選んでもらった。 
 

（５）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- 
2 年目となる平成 27 年は、ラムサール条約 COP12 における AWS に関するサイドイベント

の開催、ブックレットの印刷、COP12 の国内報告会を東京で開催し、報告書を提出した。 
 
（６）日本およびアジアにおけるラムサール条約 CEPA プログラム 2016-2024 の推進 

～CEPA の NGO フォーカルポイントとしてのラムサール条約 COP13 への貢献～ 
ラムサール条約 COP12 において「CEPA プログラム 2016-2024」が採択され、湿地の管理

に直接携わる者への支援の必要性が強調されている。アジアのラムサール条約登録湿地の数は

増加したが、今後の湿地の賢明な利用および管理のため、この 20 年についての取組、現状、課

題等の総合的なレビューが必要である。CEPA の NGO フォーカルポイントとして、ラムサー

ル条約 COP13 にむけて、日本とアジアの湿地のレビュー、事例の集積・共有、CEPA プログ

ラムの普及啓発を通じて関係者の連携を強化し、日本およびアジアにおける CEPA プログラム

2016-2024 の推進を目的とする。 
平成 28 年 4 月から 9 月までの主な活動は次のとおり。 
①日本のラムサール条約登録湿地の賢明な利用および管理に関わる経験、技術、手法、成功

事例並びに課題の収集と共有のため、日本の事例の収集、全国規模のシンポジウムである「ラ

ムサールシンポジウム 2016 in 中海・宍道湖」を 8 月末に米子市で開催した。 
②アジアのラムサール条約登録湿地の賢明な利用および管理に関わる経験、技術、手法、

成功事例並びに課題の収集と共有のため、2017 年に開催予定の「アジア湿地シンポジウム

2017」の調整および準備、国際会議（IUCN 世界自然保護会議）での情報収集等を行った。 
③日本におけるラムサール条約CEPAプログラム2016-2024の普及啓発および推進のた

め、勉強会を行った。 
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（７）干潟環境教育プログラムの開発と有明海における干潟ネットワークの構築 
将来にわたり干潟を保全していくために、保全活動等を実施できる人材および持続的に人材

を育成できる体制を構築することを目的とした 3 か年事業（平成 28～30 年度）である。有明

海中央東側に位置する荒尾干潟（熊本県荒尾市）を主な活動地として、子どもを対象とした干

潟環境教育プログラムの開発、活動継続のための体制づくりを始めた。初年度の平成 28 年度は、

活動地の状況を把握するために、7 月に専門家と共に干潟ベントス調査を実施した。底質等の

環境が異なる 8 地点において定性調査を実施し、出現種リストを作成した。干潟環境教育プロ

グラム開発に向け、調査で得られたベントス相の情報をもとに体験重視型のプログラム案の作

成等の準備を進めた。 
 
５．湿地調査普及積立金による事業 
（１）世界湿地の日（WWD）2016 ポスター等和訳版配布 
環境省事業とは別に会員団体等へ配布する分のポスターを印刷し、郵送した。 

 
（２）エコプロダクツ 2015 への出展 
平成 27 年 12 月 10 日（木）～12 日（土）に東京ビックサイトにてエコプロダクツ 2015 が

開催された。エコプロダクツは、（一社）産業環境管理協会、日本経済新聞社が主催するイベン

トである。環境に関わる仕事や活動をしている人、学生など幅広い層が 3 日間で延べ 169,118
人が来場し大盛況のイベントとなった。 

WIJ として NPO・NGO ゾーンに出展し、オリジナルグッズ（湿地の生きものクリアファイ

ル、干潟ベントスフィールド図鑑、海の中の森（DVD）、湿地調査中 T シャツ）の販売を行い、

商品を通して団体の活動を紹介した。また、3 日間のイベントを通して、湿地やラムサール条

約、世界湿地の日について説明し、湿地の理解促進に努めた。 
 
（３）Wet. CAFE の開催 
湿地に係わる社会活動・学術活動の 2 つの柱を中心に情報交換を促進し、多様な知見や人の

ネットワークを形成するための場を提供することを目的に開催している Wet. CAFE を 3 回開

催した（第 2 回 IPBES とアジア・オセアニア地域アセスメント（阪口法明）、第 3 回 市民に

よる干潟のベントス調査（鈴木孝男）、第 4 回 持続可能な開発目標（SDGs）とラムサール条

約、湿地（磯崎博司））。各回 15～20 名程度が参加し、さまざまな視点から湿地についての情

報を収集し、多様な分野の人が交流できる機会となった。 
 

（４）オリジナル商品の開発 
一般の人に『湿地』をより身近に感じてもらうために、湿地に生息・生育する生きものを題

材にして作製したオリジナルクリアファイルを販売した。 
 
 （５）普及啓発資料の作成 
  国際連携の活動の一環として、ラムサール条約 COP12 で採択された「CEPA プログラム

2016-2024」について、翻訳した日本語版と基となる英語版を掲載した冊子を作成、印刷した。

また、ラムサール条約事務局による同条約を紹介するリーフレットを翻訳し、日本語版を作成、

印刷した。 
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（６）団体紹介用資料の作成 
WIJ の団体紹介パンフレット（A4 サイズ 3 つ折りフルカラー）の在庫が少なくなったため、

会員団体情報の更新も兼ね 500 部増刷した。また、イベント等で団体紹介するためのポスター

（A1 サイズ）を作製した。 
 


