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＜おめでとう！ シギ・チドリたち、子どもたち ついに藤前干潟の保全が確定！＞ 

  （No.619 1999年 3/4月号 p.44）  

 

＜藤前干潟、保全へ！－環境庁が踏み込んだ見解を提示 市、県、国による代替案検討へ

＞ 

  （No.618 1999年 2月号 p.36-37）  

 

＜藤前干潟 埋立申請をめぐる動き＞ 

  （No.616 1998年 12月号 p.37）  

 

＜藤前干潟－保全への緊急行動＞ 

  （No.615 1998年 11月号 p.39）  

 

＜藤前干潟 人工干潟では救えない！＞ 

  （No.613 1998年 8月号 p.42）  

 

＜ゴミが干潟をおおう！ －藤前干潟埋立、アセスメントの行方＞ 

  （No.610 1998年 5月号 p.42）  

 

＜諌早の悲劇を繰り返すな 1.藤前干潟埋立て事業見直しの要望書を提出＞ 

  （No.609 1998年 3/4月号 p.52）  

 

＜藤前干潟の環境影響評価準備書に意見提出＞ 

  （No.595 1996年 11月号 p.52）藤前干潟 野鳥誌掲載記事  

 

 



  

● ＜活動＞  

 

 おめでとう！シギ・チドリたち、子どもたち ついに藤前干潟の保全が確定！  

 （No.619 １９９９年３／４月号 p.44）  

 

 一月二五日、名古屋市は藤前干潟のごみ埋立処分場計画を断念すると発表。これにより、

シギ・チドリ類の最も重要な渡りの中継地の一つである藤前干潟の保全がついに確定しま

した。名古屋市と愛知県、運輸省は二か月をめどに代替地選定に入っています。  

 

 行政機関が、野鳥の生息地保護のために、長年準備した公共事業を変更したことは、画

期的な成果です。ここに至るまでには「藤前干潟を守る会」などの市民を中心とした「私

たちの干潟を守りたい」という熱意と、科学的調査やアセスメントを公正に導くためのね

ばり強い活動、ＮＧＯ間の連携、そして皆さんの世論が行政や議員を動かした結果と言え

るでしょう。  

 

 松原名古屋市長は二月の臨時市議会で藤前干潟一帯の国設鳥獣保護区化、ラムサール条

約登録は干潟の保全上意義がある、と答弁。一方で「ごみ非常事態」を宣言し、ごみ滅量

とリサイクル強化を強く市民・企業に訴えました。都市に残された干潟を保全していくた

めの仕組み作り、そしてごみを出さないライフスタイルの確立は、私たちにとっても大き

な課題といえます。  

 

 「干潟」という言葉とその価値が、これほど大きく報道に取りあげられ、多くの人に認

識されたことも、かつてないことでした。様々な教訓に学ぴ、社会が環境中心の考え方に

変わってきた証拠とも言えます。こうした世論の応援を元に、本会もさらに力強く野鳥の

生息地保全に取り組んでいきます。（保護・調査センター 古南幸弘） 

  

  



● ＜活動＞  

 

 藤前干潟、保全へ！－環境庁が踏み込んだ見解を提示 

 市、県、国による代替案検討へ  

 （No.618 1999年 2月号 p.36-37）  

 

 日本最大のシギ・チドリ類の中継地である名古屋市の藤前干潟の保全に対し、12 月、環

境庁、運輸省の前向きな態度が示され、ついに名古屋市、愛知県、国の省庁による代替地

の検討が行われることになりました。 

 12月 5日に名古屋市内で開催された「国際湿地シンポジウム 98藤前」（日本湿地ネット

ワーク主催、本会共催）の席上において、環境庁自然保護局の小林光計画課長は「環境庁

の公式見解」とことわった上で、「名古屋市の人工干潟・干潟かさ上げ計画は新たな生態系

破壊を引き起こしかねず、考慮に値しない」「ごみの処分場についての代替地の検討が不十

分」との発言をしました。続く週で事務次官、真鍋賢二環境庁長官の断固たる態度表明が

続き、川崎二郎運輸大臣も「環境庁がだめというなら認可できない」という見解を出して

これを支持。与野党の国会議員からの藤前保全への賛同や代替試案表明も続きました。 

 また環境庁は、名古屋市の代償措置（干潟をつぶすかわりに人工干潟を造成、また既存

の干潟のかさ上げを行ってこれに替える）計画に対し、12月 18日、下記のような見解を示

しました。この文書は、安易な代償措置で自然環境を破壊することに対し、明確な No!を突

きつけた、という意味で画期的です。環境への悪影響に対する対策は、代償措置を前提に

検討しては意味がなく、回避、低減を優先すべし、とはっきり書かれています。これは、

土木工学で人工干潟を造成するための技術論以前の、社会的な意志決定に関わる重要な見

解です。環境庁がこの見解をまとめるにあたって検討を依頼した委員の方々の顔ぶれは干

潟の鳥と底生生物の第一人者ぞろいです。今後、三番瀬の計画変更などへも、大きな影響

を及ぼすことでしょう。 

 一方、かねてから底生生物の基礎研究の専門家のいないという重大な欠陥が指摘されて

きた名古屋市の「西１区自然環境保全措置検討委員会」は 12 月 22 日に開いた委員会で、

名古屋市の提示した人工干潟計画を承認せず、名古屋市が予定していた埋立認可申請に向

けての結論を出すことができませんでした。 

 これら一連の動きを受けて、鈴木礼治愛知県知事は代替地探しの協議の場を設けること

を提案、松原武久名古屋市長もこれを受け入れました。市、県、環境庁、運輸省（港湾区

域内の埋立の認可を行う）、厚生省（ごみ処分場建設のための埋立水面の指定を行う）によ

る協議会が設けられる見通しです。 

 今後、「藤前干潟はごみ処分場とせず、周辺干潟と一体的に保全する」という大方針が確

認されることがまず必要になってきます。具体的な代替地の検討や、名古屋市のごみ減量

策をいかに早急に立案・実行するかなど、大きな課題はありますが、干潟保全に向けてい



ろいろな立場の人々が知恵をしぼる、という私たちの従来からの主張が、ようやく実現す

るめどが立ってきました。 

 

 

 

================================================================== 

12月 18日に環境庁から名古屋市・愛知県に対し示された「藤前干潟における干潟改変に 

対する見解」のあらまし 

（企画調整局環境影響評価課環境影響審査室の発表資料から抜粋） 

 

 

１ はじめに 

 

 

 藤前干潟の埋立事業に関しては、藤間干潟自体をフィールドとして人工干潟の実験を行

うなどの報道が見られる。本検討会では、このような状況を考慮して干潟の価値の評価、

人工干潟の評価、干潟での実験の在り方などについて、藤前干潟を題材にして、至急取り

まとめたもの。検討は、以下の委員により行われている。 

 

 

秋山章男 東邦大学理学部助教授 

稲森悠平 国立環境研究所総合研究官（座長） 

尾崎清明 山階鳥類研究所標識研究室長 

木村賢史 東京都環境科学研究所主任研究員 

風呂田利夫 東邦大学理学部助教授 

 

 

２ 埋め立てられる干潟及び周辺の干潟・浅場について 

 

 

（１）藤前干潟の鳥類の利用 

 藤前干潟には、豊富な餌が採餌しやすい形で温存されているため、また、この周辺の浅

場とともに周辺干潟への底生動物の供給源となっている可能性が高いため、この干潟の埋

立あるいは改変の影響は予想以上に大きいものと考えられる。 

 

 



（２）周辺の浅場と干潟の関係 

 生物の豊かな干潟は、干潟単独で成立維持されるものではなく、周辺の浅場とも密接な

関係を持ちながら全体として生態系を維持している。藤前干潟周辺の浅場は干潟生態系を

支えている重要な要素といっても過言ではない。周辺浅場を改変することは干潟の改変と

同様に深刻な影響を与えるものと考えられ、厳に慎む必要があると考えられる。 

 

 

（３）藤前干潟の社会的価値 

 藤前干潟は、貴重な自然とのふれあいの場として積極的に保護していく価値が高い。 

 

 

３ 代償措置と環境保全対策の考え方 

 

 

（１）代償措置の前に代替案の検討が必要 

 環境保全対策を検討する際には、先ず環境影響を引き起こす事業自体について、影響の

回避・低減を図ることに最善を尽くし、更に残る影響について必要があれば、他の場所で

同種の環境要素を創出する、いわゆる代償措置を検討すべきであることは、対策を抜本的、

効果的に進める観点、代償措置の有する環境保全対策としての限界などから、当然のこと

である。 

 

 

（２）代償措置を検討すべき場所 

 既に環境の質の高い場所で代償措置を行うことは通常考えられない。 

 

 

４ 藤前干潟における人工干潟の造成及び干潟の嵩上げ等の干潟造成について 

 

 

（１）我が国第１級の自然干潟を改造することについて 

 価値の高い自然がある場合は、自然本来の姿をとどめることがまず最優先されなければ

ならない。干潟の機能の代償措置としての人工干潟を造成するため、我が国第１級のシギ・

チドリ類の渡来地である残りの残存干潟自体に改造を加えることは、無謀と言わざるを得

ず、代償措置を実施する場所としては極めて不適切である。 

 

 



（２）我が国第一級の自然干潟の機能を代償する技術について 

 シギ・チドリ類の渡来地としての干潟を代償措置として造成するというのであれば、こ

れは渡り鳥の渡来地の中でも最も優れた場所に相当するものを一挙に人工的に創出しよう

というものである。このようなことを、長年月の実験、実績を積むこともなく、当面する

事業の環境保全対策として直ちに行おうとすることは、技術を過大に信頼した不適切な試

みと言わざるを得ない。 

 

 

（３）浅場の埋立、干潟の嵩上げについて 

 浅場を埋め立てることは、浅場から干潟に広がる一連の生態系を分断し、干潟の豊かな

生物相にも大きな影響を与えることとなる。干潟自体の嵩上げを行えば底生生物の量、多

様性は、減少することはあっても増加することはなく、かえって貴重な干潟の機能を損な

うことになる。 

 

 

（４）人工干潟の実験について 

 人工干潟が定常状態に達するまでに少なくとも５～10 年あるいはそれ以上の期間が必要

であり、実験の評価にもその程度の年月を要すると考えられる。実験規模、期間、場所は、

実験のコンセプトを良く検討した上で科学的に決定すべきであり、周辺浅場や干潟の生態

学的評価もせずに貴重な干潟・浅場を大規模に使用して実験を行うことは、非常識の謗り

を免れない。 

 

 

（参考）藤前干潟の概要 

・藤前干潟周辺は、ラムサール条約で保護すべきとされている湿地のクライテリアに適合

し、世界的にも重要な干潟であると考えられる。国際的にも藤前干潟の保護については関

心が高く、日本に渡来するシギ・チドリの越冬地であるオーストラリア、同じく繁殖地で

ある米国や渡り鳥の保護に強い関心を持つWWF（世界自然保護基金）等が、藤前干潟の保

護について強い関心を示している。 

  

  

 



●＜活動＞  

 

藤前干潟 埋立申請をめぐる動き  

 （No.616 1998年 12月号 ｐ．37）    

 

 9月末に開会された名古屋市議会で、藤前干潟の公有水面埋め立ての同意についての議案

が提出され、可決されました。本会は名古屋港内の遊休地を代替地として埋立を行わない

よう、市議に対する要請行動や集会開催を行いましたが、市会各会派は「藤前干潟の保全

は重要」といったコメントを出しつつ、結果的には「代替地は市外なので調整が間に合わ

ない」といった従来の判断から踏み出さない結論に至ってしまいました。埋め立ての代償

措置としている人工干潟等の措置の具体的な見通しができていないため、名古屋市が運輸

省に対する埋め立ての認可申請を行うのは年明けになると伝えられています。 

 一方、国会では、10月 30日、衆議院環境委員会による視察が行われ、自民党、民主党、

平和・改革、共産党、自由党、社民党の国会議員 10人が干潟と名古屋港内の遊休地を視察

し、名古屋市、愛知県と２自然保護団体に対する質疑を行いました。公述人として説明に

あたった「藤前干潟を守る会」の辻淳夫さんによれば、与野党議員からの熱心な質問が続

き、名古屋市から関係市町村への調整の申し入れも行われていないことが明らかになりま

した。また名古屋市環境事業局長の口からごみ減量について「現在 28万トンの埋め立てゴ

ミを焼却灰溶融の施設を導入するなどして、将来 5 万トンにする予定」といった発言も飛

び出す内容であったとのことです。 

 また地元藤前地区では、10月 25日、埋め立ての可否を問う自主的な住民投票が行われ、

投票した藤前自治会の 15歳以上の住民 231人のうち、97％の人が「埋め立て反対」票を投

じています。これは地元の住民による市民団体「藤前を守る会」が実施したもので、投票

率は対象とする住民の 64％にのぼりました。 

 「藤前干潟を守る会」の試算では、代替地のごみ収容量は現在の名古屋市から出るごみ

量にして 11年分あり、あとは広域的な調整と、ごみ減量の努力が進めば、埋め立ては回避

できるものと考えられます。東京都は 8 年間で名古屋市の年間ごみ量の 90％にあたる 90

万トンの減量に成功しており、ここ十年漸増している名古屋市においてもごみ減量の余地

は大きいと言えます。 

 埋め立ての可否の判断は認可申請の段階で運輸省、環境庁に移り、また国会での議論も

重要な要素になってきます。湿地署名へのご参加や新聞投書といった、皆さんのご声援を

ぜひお願いします。（保護・調査センター） 

  

  

 



●＜活動＞  

 

藤前干潟－保全への緊急行動  

（No.615 1998年 11月号 ｐ．39）    

 

 名古屋市と名古屋港管理組合は、藤前干潟の埋め立て・ごみ処分場計画について 8月 20

日、環境影響評価書を提出してアセスメントを終了し、翌日、公有水面埋め立ての申請を

開始しました。この評価書では「干潟生態系への影響は明らか」といった評価が出されて

いるにも関わらず、影響をさけるために代替地を探す措置がとられないまま手続きが進行

しています。 

 本会は 9月 17日、東京にてごみ処分場問題の専門家や国会議員の参加を得て「藤前干潟

を守るＮＧＯ集会」を共同開催し、21 日には真鍋賢一環境庁長官と面談した際に日本湿地

ネットワーク、ＷＷＦジャパン、日本自然保護協会と共に藤前干潟の保全への行動を要請。

また 25日、埋め立て同意議案について審議中の名古屋市会議員全員に手紙を送付、陳情を

行いました。 

 埋め立て手続きは今後運輸省が認可のための審査を行い、その過程で環境庁長官への意

見照会があります。ここで思い切った結論が出せるよう、働きかけ、世論作りを継続して

いきます。（保護・調査センター）  

 

 

 

【保護活動へのご寄付を】  干潟・湿地を守るための活動は、皆さんからの寄付に支え

られています。あなたのご支援を是非お寄せください。 

  

  

 



●＜活動＞  

 

藤前干潟 人工干潟では救えない！  

 （No.613 1998年 8月号 ｐ．42）    

 

 「人工干潟は藤前干潟埋立ての代償となりうるか」-本会および藤前干潟を守る会、WWF

ジャパン、日本湿地ネットワークでつくる「人工干潟実態調査委員会」は、人工干潟の現

状と問題点をまとめた中間報告書を 6月 26日、名古屋市に提出しました。 

 名古屋市のアセス審査書では、藤前の埋立事業が生態系に与える影響は明らか、としな

がら、自然環境保全措置として「鳥類にとってより棲みやすい生息環境等を新たに創出す

るため」人工干潟の造成を検討すべきとしています。 

 こうした代償のための措置はミティゲーションとも呼ばれますが、mitigationとは本来、

「環境への悪影響を緩和する」という意味です。この制度の発達した米国では、ミティゲ

ーションはある行為の一部または全部をやめることによって環境への影響を避ける（回避）

→規模や程度を制限して影響を小さくする（低減）→代わりとなる資源や環境を置き換え

または提供する（代償措置）という 3 つの要素から成り、かっこの順に検討されなければ

ならないとされています（合衆国環境庁と工兵隊の合意文章 1990）。こうした考え方は、来

年 6月に施行される環境影響評価法にも反映されています。 

 つまり藤前干潟埋立ての環境影響評価にあたっては、代償措置ではなく、まず事業の影

響の回避が示されなければならず、できない場合には理由の説明が必要なのです。 

 報告書ではこの他に、広島県と東京都の人口干潟の現地と文献による調査から、人工干

潟は生物種の多様性や安定性、水質浄化機能など様々な点で自然の干潟に質的に及ばず、

自然干潟をもし代償するとしたら、埋め立て面積より広い面積が必要であること、また造

成の費用対策効果や維持経費が膨大で割に合わないことを指摘しました。（保護・調査セン

ター 古南幸弘）  

  

  



●＜活動＞  

 

ゴミが干潟をおおう！ －藤前干潟埋立、アセスメントの行方  

  （No.610 1998年 5月号 ｐ．42）    

 

 3月 26日、名古屋市長は藤前干潟埋立事業の環境影響評価審査書を公表しました。「事業

予定区域周辺干潟域における鳥類などの生息環境及び周辺水域の水質等干潟生態系に影響

を及ぼすことは明らかである」。これが、事業者の立場でまとめた環境影響評価準備書に対

し、環境保全上の立場から自ら審査を行った結論です。今までの多くのアセスメントが「影

響は軽微」として事業計画を通していたのに比べ、事業の問題点をはっきり認識したもの

でした。 

 準備書の公表から 1 年 8 ヶ月。その間、市民による独自の影響調査、準備書の不備を指

摘した意見書提出、公聴会での意見表明、市長の諮問を受けた環境影響評価審査委員への

申し入れなどの保全活動が実った結果と言えます。 

 しかし続く部分では、自然環境保全措置として、人工干潟の造成、既存干潟の部分的嵩

上げといった干潟の破壊に対する代償措置を挙げたのみで、干潟を残すための方策には全

くふれていません。 

 「藤前干潟を守る会」などの市民グループの調べによると名古屋港の周辺には、埋め立

てに適した未利用地が 5 ヶ所以上存在しています。市環境事業局はそのような場所を代替

地とする提案に対し、「市境を越えるので周辺市町村の理解を得るのに時間がかかる」「現

在使用している岐阜県多治見市の処分場があと 3 年で満杯になるので今からでは間に合わ

ない」としています。しかし具体的にどのような検討・努力をしたのかを公表していませ

ん。ゴミを減らすための分別収集は全区実施には至っておらず、減量化対策は市民の自助

努力に頼っているのが現状で、日本有数のシギ・チドリ類渡来地を引き替えにするのには、

あまりにお粗末な施策と言えます。 

 日本野鳥の会では代替地の検討を早急に行い、ゴミ処理は別の場所で行って、藤前干潟

をそのままの形で保全することを要望しています。環境影響評価書に対し意見を出す愛知

県、公有水面埋立許可を行う運輸省、運輸省に対し環境保全上の意見を出す環境庁に対し

ても、要望・提案を行ってゆきます。（保護・調査センター 古南幸弘）  

  

  

 



●＜活動＞  

 

諌早の悲劇を繰り返すな 1.藤前干潟埋立て事業見直しの要望書を提出  

  （No.609 1998年 3/4月号 ｐ．52）    

 

 1月 26日、名古屋市長と名古屋市の環境影響評価審査委員に対し、同市港区の藤前干潟

の保全を求める要望書を提出しました。 

 藤前干潟は庄内川、新川、日光川の河口干潟の中心部分で面積約 89ヘクタール、伊勢湾

に残された最後のシギ・チドリ類の中継地です。「シギ・チドリ類渡来湿地目録」（環境庁

1997）でも渡来個体数は諌早湾に次ぐとされています。 

 名古屋市はこの中心部 46ヘクタールをゴミにより埋め立てる事業計画を立て、94年から

環境影響評価手続きを進めていますが、この中で鳥類などへの影響が明らかになっていま

す。同内容の要望書は環境影響評価の結果に対し意見を出す立場の環境庁長官と愛知県知

事にも提出しました。詳しくは 5月号でお知らせします。（保護・調査センター 古南幸弘）  

  

  

 



●＜活動＞  

 

藤前干潟の環境影響評価準備書に意見提出  

 （No.595 1996年 11月号 ｐ．52）    

 

 藤前干潟（愛知県）を予定地とする名古屋市によるゴミ埋立事業の環境影響評価準備書

に対して、日本野鳥の会は 9月上旬、名古屋市に対して意見書を提出しました。 

 ちょうど国の環境影響評価制度が検討されているときでもあり、そこでの議論を確認し

ながら準備書を検討した結果、渡り鳥にとっての重要性が不当に低く見られていることや、

場所の設定は検討済みと切り捨てられ、代替案の検討がされていない点など、干潟の埋立

反対の立場から意見を述べました。 

 本会の会員も多数参加する「藤前干潟を守る会」（辻淳夫代表）は、その後 9 月 15 日に

国際シンポジウム開催しましたが、そこで環境庁の小林野生生物課長も現行の環境影響評

価制度の問題を指摘され、他の発表者からも名古屋市の環境影響評価は「かけ込み」と激

しく批判されました。 

 その翌日、辻さんらと本会の上原健自然保護室長が市役所を訪ね、重ねて意見を述べま

した。藤前干潟は、今年 3 月のラムサール会議を機にスタートした、東アジアからオース

トラリアのシギ・チドリ渡来地ネットワークに欠かせない場所なだけに、今後のなりゆき

が注目されます。  

  

 


