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本センターは、「低平地・沿岸海域」を切
り口とする国内唯一の学術研究機関とし
て、有明海およびその沿岸低平地の諸問題
はもとより、アジアの低平地研究の中核的
拠点として広く研究成果を発信するとと
もに、恰好の研究・教育フィールドを活か
した国際的・地域的な研究・教育を推進し
ています。
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第 11 回 EMECS conference 参加報告
2016 年 8 月 23～28 日にサンクトペ

ではなく、ロシア側の主催コミュニテ

テルブルク（ロシア）で開催された第 11

ィの影響かもしれません。発表の中で

回 EMECS (Environmental Management

は 、 ICM （ Integrated

in Enclosed Coastal Sea：閉鎖性沿岸

Management ： 統 合 沿 岸 域 管 理 ) and

海域の環境管理)会議に参加してきま

Satoumi セッションでまとまった発表

した。サンクトペテルブルクはバルト

を聞くことができたのが収穫でした。

海の一番奥に位置するロシアの古都で、

このセッションでは、環境省環境研究

非常に美しい街でした。私は Coastal

総合推進費による S13「持続可能な沿岸

and marine ecosystem monitoring and

海域実現を目指した沿岸海域管理手法

modeling のセッションで有明海の貧酸

の開発（2014-2018）
」の途中経過が報告

素と物質収支の長期変化について発表

され、諸外国の ICM との比較がなされ

を行いましたが、発表は好評で、潮汐長

ました。有明海については ICM の適用

期変化の原因や、風の影響、データ期間

はまだまだこれからですが、より市民

についてなど、多くの質問を受けまし

にわかりやすい情報提供を含めた総合

た。発表は物理から生態系、海洋政策、

的な海域管理をどのようにしていくの

市民参加に至るまで幅広いものでした

が良いか、手法確立の必要性を感じま

が、今回は Monitoring and modeling お

した。テクニカルエクスカーションは、

よび Coastal systems and dynamics の

サンクトペテルブルクの沖にあるクロ

発表が多かったのが特徴です。当然な

ンシュタット島を挟んだ防潮堤の見学

がら主催国であるロシアから多くの参

でした。サンクトペテルブルクはネヴ

加者がありましたが、日本やアメリカ

ァ川河口の低湿地帯に作られた都市で

などと違い、同じ沿岸海洋研究でも、内

あるため、繰り返し高潮の被害を受け

湾の環境よりも海岸地形変動や沿岸防

てきました。それを防ぐために、2011 年

災に関する研究発表が多かったのが印

に総延長 25km に及ぶ防潮堤が完成しま

象的でした。ただし、これは国柄の違い

した。防潮堤には大型船が通過できる 2
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害から守る仕組みになっています。海
洋環境に配慮した設計で、オランダの
デルタプロジェクトに匹敵する規模の
このシステムは一見の価値がありまし
た。サンクトペテルブルクは遠く、フラ
イト時間が長かったためにかなり疲れ
ましたが、実り多い会議だったと思い
ます。（速水祐一）
カ所のゲートと、海水交換を促進する

されています。そして、高潮の予報が出

ための多数の水門があり、通常は解放

されると、それらが閉じられて、街を水

講演会『地域防災への取り組みと大規模災害への備え』開催報告
9 月 21 日（水）に佐賀大学地域防災

続いて，末次大輔准教授より，佐賀県災

話いただきました。続いて，藤川先生か

技術研究所主催で，
「地域防災への取り

害情報アーカイブの活用事例として，

らは，地震発生からの災害廃棄物の排

組みと大規模災害への備え」と題した

これまで佐賀県内の災害の「見える化」

出状況と各自治体の取り組みを紹介す

講演会を開催しました。

への取り組みと，災害履歴からみた佐

るとともに，集積された災害廃棄物の

賀県の災害の特徴について報告が行わ

状況や地盤工学的視点からの課題や対

れました。第 2 部では，長崎大学の杉本

策方法について説明がありました。さ
らには，福岡県を対象に，津波による災
害廃棄物の発生予測や災害廃棄物仮置
き場の最適な配置についての研究成果
が紹介され，九州北部の日本側沿岸部
での災害廃棄物対策の必要性が説明さ

この講演会では、第 1 部で地域防災
技術研究所の活動成果報告，第 2 部で
は，4 月 14 日，16 日に熊本地方で発生

知史先生と福岡大学の藤川拓郎先生か

した大規模地震による被害状況につい

ら、それぞれ熊本城などの歴史遺産の

て 2 名の講師をお招きして被災状況に

被害状況と地盤工学的な被災分析と復

ついて講演していただきました。地域

旧に向けた課題、および災害で発生し

防災技術研究所の活動報告では，まず，

た膨大な量の廃棄物の現状と地盤工学

所長の山西博幸教授より，産学官協働

的課題についてご講演いただきました。

れました。講演会には国や自治体の防

で佐賀県内発生した有史上の災害のあ

杉本先生からは熊本城の被害状況につ

災担当者，マスコミなど 43 名が参加し

らゆる情報を収集しデータベース化し

いて報告があり，特に石垣の被災状況

ました。翌日の佐賀新聞に講演会の様

検索システムを開発したことの紹介の

と地盤工学的な視点での被災原因の説

子が掲載されました。
（末次大輔）

他，研究所がこれまでに開催した講演

明と，熊本城の復旧へ向けた地盤工学

会や勉強会について報告がありました。

的な課題や文化財の復元への課題をお
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【報告会実施プログラム】
14:00～14:05： 開会挨拶（山西博幸：佐賀大学地域防災技術研究所・所長）
第 1 部：佐賀大学地域防災技術研究所

活動成果報告

14:05～14:20： 報告１「地域防災技術研究所の活動概要」
（佐賀大学教授

山西博幸）

14:20～15:00： 報告 2「過去の災害履歴情報の収集と活用事例」
（佐賀大学准教授

末次大輔）

第 2 部：平成 28 年熊本地震災害調査報告
15:00～15:50： 講演 1「歴史的構造物の被災状況と課題」
講

師：長崎大学助教

杉本知史

先生（JGS 災害調査団・歴史遺産調査班主査）

15:50～16:40： 講演 2「災害廃棄物の状況と地盤工学的課題」
講

師：福岡大学助教

藤川拓郎

先生（JGS 災害調査団・災害廃棄物調査班主査）

16:40～17:00： 全体質疑、閉会（末次大輔：佐賀大学地域防災技術研究所：事務局長）

「Enjoy！有明海・玄海～体感しよう２つの海～in 鹿島」の開催報告
「有明海の科学」の普及と地域の様々

ーやクラゲスイーツづくりを通じたワ

ピールが出来たのではないかなと思い

な団体・個人との連携・協働のために，

ークショップも開催しました。
「食」と

ます。ボランティアスタッフをはじめ，

昨年度から「丸１日有明海イベント」を

してはムツゴロウの蒲焼き体験も昨年

来場客などのご協力でけが人を出すこ

開催しています。昨年は，当センターと

に続き行いました。長崎ペンギン水族

ともなく無事終了することが出来まし

鹿島市民立生涯学習・文化振興財団，鹿

館から 2 羽のペンギン，マリンワール

た。

島市干潟展望館，まえうみ市民の会を

ド海の中道からサメが輸送され，来場

中心に企画し，周辺の水族館や行政機

客を楽しませました。

関，漁業関係者などの協力をもとに開

最後に，ここには書き切れないほど
の方のご協力を得ました。この紙面を
借りてお礼申し上げます。

催しましたが，今年は，日本財団から助

なお，イベントの様子は「海と日本プ

成を得てサガテレビが事務局となって

ロジェクト in 佐賀」のホームページで

いる「海と日本プロジェクト佐賀県実

紹介されています。姉妹イベント

行委員会」が加わり，さらに盛大に開催

「Enjoy！有明海・玄海～体感しよう２

されました。

つ海 in 唐津」とともにご覧ください。

このイベントでは様々なコーナーが

http://saga.uminohi.jp/

開設されました。市民の科学講座～有

「海と日本プロジェクト佐賀県実行

明海学 2016 の企画として，伝統漁法の

委員会」主催では「給スイカ」
（猛暑の

ひとつである「うなぎ塚漁」の体験を通

水分補給にスイカ）
，ゆるキャラ（ガタ

じた干潟・海岸の生き物とのふれあい

ゴロウ，ミランバくん，アバちゃん）交

や，ここ数年有明海の重要な水産生物

流などが行われました。

となっている「ビゼンクラゲ」を食用利

開催された 7 月 30 日は大変暑い日で，

用に関する講座を開催しました。また，

会場となった道の駅鹿島は約 6000 名の

「ビゼンクラゲ」に関しては解剖ショ

来場客があり，大変良い「有明海」のア
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夏休みこども科学相談室の開催報告
小学生の「理科」への興味を高めるこ

れました。また，自由研究の相談が数件

とを目的として，2014 年から当センタ

ありました。この事業は 3 年間実施し

ー，鹿島市干潟展望館，鹿島市民図書館，

ていますが，利用者が非常に少ない状

まえうみ市民の会協働の「夏休み子ど

況です。

も科学相談室」を開設しています。今年

関係者との反省会では，
「集客イベン

は 8 月 7 日の午後に鹿島市民図書館で

ト（観察会や学習会）
」とのセットでな

行いました。

ければこの事業の存在が知られないの

当日は，鹿島市ラムサール条約推進

ではないか，などの意見が出ました。こ

室が主宰する「こどもラムサール観察

れをふまえて，来年度の事業は一新し

隊」の勉強会と重なっていたため，その

ようと考えています。

子ども達からの質問がたくさん寄せら

「高校生自然環境サミット～有明海現地調査編」開催報告
「海と日本プロジェクト佐賀県実行

ズ大会でアイスブレイクをし，論文の

上げます。このイベントで回収したア

委員会」
（事務局：サガテレビ）と協働

意義・書き方講習，レポートを書く実習，

ンケートは，2016 年度日本海洋学会秋

して高校生向けの体験学習・交流会を

各校で「有明海に関するスローガン」を

季大会にて一部紹介したほか，何かの

開催しました。今回は，佐賀県高等学校

考える・・・など様々な企画が実施され

形で公表し，今後の活動につなげたい

文化連盟自然科学専門部のご協力を得

ました。特に問題が起こることも無く，

と思います。

て，科学系クラブの高校生を対象に実

無事終了することが出来ました。

施しました。

イベントの様子に関しては「海と日

引率の顧問の先生方からは大変良い

本プロジェクト佐賀県」のホームペー

8 月 20 日土曜日の全日，鹿島市七浦

評価を頂き，有明海のアピールをする

ジに紹介されていますので，そちらも

海浜スポーツ公園（体育館）
・道の駅鹿

ことが出来たと考えています。また，こ

ご覧いただければと思います。

島の施設を使って行いました。佐賀県

れまで有明海地域共同観測プロジェク

http://saga.uminohi.jp

内 8 校から 68 名の学生が参加されまし

トでは高校生との連携は太良高校のみ

た。朝 9 時に集合し，オリエンテーショ

でありましたが，それをさらに交流を

ンを行った後，体験学習会を実施しま

広げることが出来ました。今後，様々な

した。①棚じぶを使った生物の採集，②

連携が期待されます。

採れた生物の同定，③海洋観測，④アン

最後に，このイベントには道の駅鹿

ケートの記入をそれぞれ交代で行って

島の関係者をはじめ，鹿島市役所，地域

頂きました。昼食の後，午後からはサガ

の関係者など，様々な方にお世話にな

テレビ（松本茂樹さん司会）によるクイ

りました。この紙面を借りてお礼申し
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「市民の科学講座－有明海学 2016」開催案内
有明海は過去「豊饒の海」と呼ばれ，

査・研究を行っています。

立生涯学習・文化振興財団（鹿島市生涯

地域の人々に親しまれてきました。し

2011 年以降夏から冬に開催している

学習センターエイブル）の発行する機

かし，最近ではは水産業の不振ととも

「市民の科学講座－有明海学」では，研

関誌や当センターが主導する有明海地

に，人々から縁遠い存在になりつつあ

究者などが取り組んでいる「調査」を体

域 共 同 観 測 プ ロ ジ ェ ク ト COMPAS の

ります。また，有明海には不思議な魅力

験しながら，有明か居んことについて

Facebook ページにて公表いたしますの

と謎がまだ残されいて，研究者はそれ

学ぶ講座となっています。是非，ご参加

で，そちらをご覧ください。

らの「謎」を明らかにしようと様々な調

ください。なお，開催の詳細は鹿島市民

【2016 年度の開講予定内容】
第一回

有明海の科学初級編（7 月 30 日に開催済）

①うなぎ塚の科学
②クラゲの科学
第二回

海水を分析してみよう（9 月 24 日に開催済）

第三回

干潟・海岸の動物を分類してみよう（10 月 16 日予定）

第四回

有明海の水産技術開発現場を観てみよう～佐賀県有明海水産振興センター見学（11 月 18 日予定）

第五回

鹿島沖浅海域を覗いてみよう～海苔養殖場・牡蠣礁の見学（12 月予定）

第六回

ラムサール条約登録湿地を考える～野鳥と肥前鹿島干潟の観察（1 月予定）

訃報：当センターの木梨真知子准教授が逝去されました
平成 28 年 8 月 10 日、当センターの

門学校環境都市工学科助教に転出され、

科学研究費補助金（若手研究（B））も獲

木梨真知子准教授が 36 歳の若さで急逝

2014 年 10 月から再び准教授として当

得されていました。

されました。葬儀は同 27 日に故郷の茨

センターに所属されていました。

城県笠間市でしめやかに催されました。
同准教授は茨城大学大学院博士課程
を 2010 年 3 月に修了後、同大工学部研

都市計画、地域安全学のご専門のも

のイメージアップ連絡協議会幹事、佐

と、日本都市計画学会、土木学会、日本

賀市自転車利用環境整備実施計画検討

建築学会等に所属されていました。

会議委員など、地域活動への根も広が

究員を経て、2011 年 7 月から 2013 年 3

本学では都市防災工学、低平地都市

月まで当センターの講師（研究機関研

システム学特論などの講義を担当され

究員）として勤務されていました。その

るとともに、自転車や障害者用駐車場

後、2013 年 4 月からは群馬工業高等専

などに関する学内共同研究も進められ、

●

● ●

低平地研究会副幹事長を始め、土木

編 集 後 記

●

● ●

暑い時期も過ぎ、本格的に秋を感じる季節となりました。今夏も、センターや
スタッフの関わるイベントが沢山開催されました。また、学会、調査など様々
な活動で、センターのスタッフスそれぞれが忙しい日々を過ごした夏でした。
そんな中、当センターの木梨先生が急逝されたことは、筆舌に尽くしがたい
衝撃でした。今後は、センタースタッフ皆が一丸となって、この衝撃を乗り越
えていきたいと思う次第です。
（木村）

りつつあるところでした。
衷心よりご冥福をお祈りいたします。
（低平地沿岸海域研究センター）
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