
藤前干潟協議会の主な議題一覧（平成25年4月作成、更新中）
年度 月 協議会での主な協議内容等 藤前干潟等での主な出来事

平成10年度 1月 藤前干潟の埋め立て中止が決定
平成14年度 11月 国指定鳥獣保護区に指定

ラムサール条約湿地登録
平成16年度 11月～2月藤前干潟協議会の準備会開催

2005年 3月 第1回全体会議開催 拠点施設（稲永VC・藤前AC）開館
　　　・協議会規約の了承、協議会の設立 拠点施設のオープニング式典開催
　　　・拠点施設の維持管理、運営方法について協議 藤前干潟ふれあいデー（名古屋市主催）開催
　　　・干潟での体感学習のルール作りについて提案

平成17年度 4月 第1回運営委員会開催 愛・地球博開催
　　　・部会の立ち上げについて協議
　　　・協議会のメーリングリストを作ることを決定

5月 第2回全体会議開催
　　　・干潟での体感学習のルール作りについて協議
　　　・部会の立ち上げについて呼びかけ人を決定
　　　　（保全活用部会、アクセス部会、鳥獣保護部会、環境修復部会）

7月 第2回運営委員会開催
　　　・各部会からの報告
第3回全体会議開催
　　　・干潟での体感学習の際のルールを協議会名で作成することが決定

9月 第3回運営委員会開催
　　　・「藤前干潟の日」のイベント「藤前干潟ふれあいデー2005」（名古屋市主催）について
　　　・拠点施設の時間外利用について協議
　　　・国指定藤前干潟鳥獣保護区マスタープランの策定方法を環境省より提案

10月 第4回全体会議開催
　　　・各部会からの報告
　　　・国指定藤前干潟鳥獣保護区マスタープランの策定方法について

11月 藤前干潟ふれあいデー2005（名古屋市主催）開
12月 第4回運営委員会開催

　　　・藤前干潟ふれあいデー2005の振り返り
　　　・国指定藤前干潟鳥獣保護区マスタープランの策定方法と内容修正について協議

2006年 1月 第5回運営委員会開催
　　　・国指定藤前干潟鳥獣保護区マスタープランの修正案について協議
　　　・飛島干潟（西二区干潟）の現状と保全について

2月 第5回全体会議開催
　　　・国指定藤前干潟鳥獣保護区マスタープランの修正案について協議
　　　・協議会の規約の一部修正を決定
　　　・拠点施設開館一周年記念イベントについて

3月
藤前干潟施設開館一周年記念イベント（中部地
方環境事務所）

平成18年度 4月 第6回運営委員会開催
　　　・国指定藤前干潟鳥獣保護区マスタープラン完成の報告
第6回全体会議開催
　　　・各部会からの平成17年度の活動内と平成18年度の活動計画について報告

6月 第7回運営委員会開催
　　　・庄内川河口部左岸堤防工事により底生生物の生息地が埋め立てられたことに関して
第7回全体会議開催
　　　・藤前干潟の生物相全体の情報収集の重要性について
　　　・平成17年度の拠点施設の利用状況について報告

7月 第8回運営委員会開催
　　　・藤前干潟ふれあいデー2006における各団体、組織の協働について
　　　・拠点施設の維持管理方法、将来の方向付けについて

8月 第8回全体会議開催
　　　・貧酸素水塊が藤前干潟に与える影響について

9月 第9回運営委員会開催
　　　・藤前干潟ふれあいデー2006の企画について
　　　・庄内川河口部左岸堤防改修工事の計画について

10月 第9回全体会議開催
　　　・庄内川河口部左岸堤防改修の工事計画と環境調査について説明（国交省庄内川河川事務所）
　　　・拠点施設の省エネ対策工事について

11月 藤前干潟ふれあいデー2006開催（名古屋市主
12月 第10回運営委員会開催

　　　・国道302号の整備に伴う環境調査について説明（国交省愛知国道事務所）
　　　・藤前干潟ふれあいデー2006の振り返り
　　　・新川から藤前干潟へ流入している大量の泡について

2007年 1月 第10回全体会議開催
　　　・南陽海岸堤防の点検を目的とした測量調査実施について説明（愛知県尾張建設事務所）
　　　・庄内川河口部左岸堤防改修工事に際する宝神地区の環境調査結果について説明（国交省庄内川河川事務所）
　　　・｢幸せの黄色いレシートキャンペーン｣に協議会で登録することが決定
　　　・「名古屋港新基本構想」をとりまとめていることを報告（名古屋港管理組合）

2月 第11回運営委員会開催
　　　・藤前ポンプ場排水門から藤前干潟へ流入している大量の泡について
　　　・南陽海岸堤防補修工事に対する環境配慮等の要望について
　　　・庄内川河口部左岸堤防の補修工事に対するヨシ原保全等の要望について

平成19年度 4月 第11回全体会議開催
　　　・藤前干潟へ流入している泡の分析結果などの報告
　　　・第10回生物多様性条約締約国会議（COP10）に向けた体制の紹介と協力の依頼
　　　・平成19年度の各施設、団体の活動予定について情報共有

5月 常陸宮同妃両殿下の拠点施設へのご来館
名古屋市とオーストラリア・ジロング市が湿地提
携（名古屋市）

6月 第12回運営委員会開催
　　　・名古屋市とオーストラリア・ジロング市の湿地提携について報告
　　　・クリーン大作戦の結果報告
　　　・協議会が野生生物保護功労者として「（財）日本鳥類保護連盟会長感謝状」を授与されたことを報告
第1回｢ラムサール条約と湿地の管理｣勉強会開催
第12回全体会議開催
　　　・南陽海岸堤防補修工事の計画について説明（愛知県尾張建設事務所）
　　　・南陽海岸堤防前の礫地干潟(潮溜まり)の改善について

7月 第13回運営委員会開催
　　　・南陽海岸堤防補修工事と環境調査の計画について説明（愛知県尾張建設事務所）
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　　　・藤前干潟へ流入している泡の経過報告
　　　・藤前干潟ふれあいデー2007の予定について

9月 第13回全体会議開催
　　　・全体会議と運営委員会の位置づけについて協議→今後は運営委員会で協議を行うことに。

10月 第14回運営委員会開催
　　　・藤前干潟ふれあいデー2007の企画、広報について
第2回｢ラムサール条約と湿地の管理｣勉強会開催

11月 藤前干潟ふれあいデー2007開催（名古屋市主
第15回運営委員会開催
　　　・藤前干潟ふれあいデー2007の振り返り
　　　・名古屋・ジロング湿地提携人的交流事業の派遣について
　　　・名古屋上下水道局空見スラッジリサイクルセンター建設計画について

12月 第16回運営委員会開催
　　　・南陽海岸堤防補修工事の進捗状況について説明（愛知県尾張建設事務所）
　　　・拠点施設の運営方法、将来の方向付けについて

2008年 2月 第17回運営委員会開催
　　　・南陽海岸堤防補修工事の環境調査結果について説明（愛知県尾張建設事務所）
　　　・日光川水閘門改築事業の予定について説明（愛知県河川工事事務所）

3月
名古屋・ジロング湿地提携人的交流事業として
中学生等がジロングに派遣（名古屋市）

平成20年度 4月 第18回運営委員会開催
　　　・藤前干潟へ流入している泡の分析結果などの報告
　　　・南陽海岸堤防補修工事の環境調査結果について説明（愛知県尾張建設事務所）
　　　・あいちモリコロ基金の助成申請に通過した報告とプログラムの実施方法について
　　　・名古屋・ジロング湿地提携人的交流事業の派遣報告

6月 第19回運営委員会開催
　　　・南陽海岸堤防補修工事の環境調査結果と環境配慮について説明（愛知県尾張建設事務所）
　　　・藤前干潟ふれあいデー2008を実行委員会形式で開催することが決定

7月 第20回運営委員会開催
　　　・藤前干潟ふれあいデー2008実行委員会の規約・委員長等の決定
　　　・南陽海岸堤防補修工事の環境修復方法について

9月 第21回運営委員会開催
　　　・藤前干潟ふれあいデー2008の事業概要について
　　　・南陽海岸堤防補修工事の計画について説明（愛知県尾張建設事務所）
　　　・南陽工場のグラウンド照明について

11月 臨時協議会開催
　　　・庄内川河口部左岸堤防改修工事について、稲永ヨシ原周辺の工法について協議

藤前干潟ふれあいデー2008開催（藤前干潟ふれ
あいデー実行委員会）

第22回運営委員会開催
　　　・愛知自然環境保全戦略について説明
　　　・日光川水閘門改築事業の工事について説明（愛知県海部建設事務所）
　　　・南陽海岸堤防補修工事の進捗について説明（愛知県尾張建設事務所）
　　　・庄内川左岸堤防改修工事について、稲永ヨシ原周辺に影響の少ない工法の提案・協議（国交省庄内川河川事務所）
　　　・藤前干潟ふれあいデー2008の事業概要について開催報告

2009年 1月 第23回運営員会開催
　　　・日光川水閘門改築事業の環境調査結果の報告（愛知県海部建設事務所）

3月 第24回運営委員会開催
　　　・庄内川左岸堤防改修工事について、工事代替案の説明・協議（国交省庄内川河川事務所）
　　　・南陽海岸堤防補修工事の進捗状況について説明（愛知県尾張建設事務所）
　　　・藤前干潟の環境修復について

平成21年度 5月 第25回運営委員会（臨時協議会）開催
　　　・庄内川高潮堤防改修工事について、稲永ヨシ原の重要性や経緯について説明
第26回運営委員会開催
　　　・日光川水閘門改築事業の環境調査結果について説明（愛知県海部建設事務所）
　　　・南陽海岸堤防補修工事の調査結果について説明（愛知県尾張建設事務所）
　　　・庄内川左岸堤防改修工事について、工法等の協議（国交省庄内川河川事務所）
　　　・尾張漁協設立の動きと協議会としての関わり方について
　　　・コアジサシの営巣地について

6月 第27回運営委員会開催
　　　・庄内川左岸堤防改修工事について、工法検討結果の説明（国交省庄内川河川事務所）
　　　・日光川水閘門改築事業の環境調査結果の質問に対する回答（愛知県海部建設事務所）
　　　・藤前干潟の施設看板設置検討の説明

8月 第28回運営委員会開催
　　　・庄内川左岸堤防改修工事について説明（国交省庄内川河川事務所）
　　　・日光川水閘門改築事業について説明（愛知県海部建設事務所）
　　　・南陽海岸堤防補修工事について説明（愛知県尾張建設事務所）

9月 臨時協議会開催
　　　・庄内川左岸堤防改修工事について、稲永ヨシ原を含む部分の改修方法の協議

10月 第29回運営委員会開催
藤前干潟ふれあいデー2009開催（藤前干潟ふれ
あいデー実行委員会）

　　　・南陽海岸堤防補修工事について、スリットの生物調査に関する説明（愛知県尾張建設事務所）
　　　・庄内川左岸堤防改修工事について、工法を協議（国交省庄内川河川事務所）

11月 第30回運営委員会開催
　　　・日光川水閘門改築事業について説明（愛知県海部建設事務所）
　　　・庄内川左岸堤防改修工事について工事予定の説明（国交省庄内川河川事務所）
　　　・南陽海岸堤防補修工事について、スリットの生物調査の報告等（愛知県尾張建設事務所）
　　　・名古屋・ジロング湿地提携人的交流事業の派遣について、３名推薦
　　　・鳥インフルエンザと藤前干潟での調査について説明

2010年 1月 第31回運営委員会開催
　　　・日光川水閘門改築事業について、調査等の説明（愛知県海部建設事務所）
　　　・庄内川左岸堤防改修工事について、進捗の説明（国交省庄内川河川事務所）
　　　・南陽海岸堤防補修工事について、工事計画の説明（愛知県尾張建設事務所）
　　　・南陽海岸堤防補修工事について、堤防波返しの生き物の移動穴の提案
　　　・稲永ヨシ原のカワザンショウ類生息分布調査の報告
　　　・名古屋・ジロング湿地提携人的交流事業について説明

平成22年度 4月 第32回運営委員会開催
　　　・日光川水閘門改築事業について、進捗の説明（愛知県海部建設事務所）
　　　・南陽海岸堤防補修工事について説明と、工事案の協議（愛知県尾張建設事務所）
　　　・庄内川左岸堤防改修工事について、進捗の説明（国交省庄内川河川事務所）

6月 第33回運営委員会開催
　　　・日光川水閘門改築事業について、進捗の説明（愛知県海部建設事務所）
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　　　・南陽海岸堤防補修工事について、環境調査結果の報告等（愛知県尾張建設事務所）
　　　・庄内川左岸堤防改修工事について、進捗の説明（国交省庄内川河川事務所）
　　　・藤前干潟クリーン大作戦2010春について報告
　　　・コアジサシの営巣地について

7月 第34回運営委員会開催
　　　・日光川水閘門改築事業について、進捗の説明（愛知県海部建設事務所）
　　　・南陽海岸堤防補修工事について、工法の協議（愛知県尾張建設事務所）
　　　・平成22年度藤前干潟生物調査について
　　　・コアジサシの営巣地について

9月 第35回運営委員会開催
　　　・日光川水閘門改築事業について、進捗等の説明（愛知県海部建設事務所）
　　　・南陽海岸堤防補修工事について、協議結果の報告等（愛知県尾張建設事務所）
　　　・庄内川左岸堤防改修工事について、報告及び工法の協議（国交省庄内川河川事務所）
　　　・藤前干潟における底生生物調査について

10月 生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）
藤前干潟ふれあいデー2010開催（藤前干潟ふれ
あいデー実行委員会）

11月 第36回運営委員会開催
　　　・南陽海岸堤防補修工事について、環境調査結果の報告・カニ穴の協議（愛知県尾張建設事務所）
　　　・庄内川左岸堤防改修工事について、調査結果の報告（国交省庄内川河川事務所）
　　　・国指定藤前干潟鳥獣保護区内における不法投棄ごみの撤去について

2011年 1月 第37回運営委員会開催
　　　・高病原性鳥インフルエンザ対応について
　　　・シジミ漁について
　　　・ステッカー「この先海です」について
　　　・日光川水閘門改築事業について、環境調査結果の報告（愛知県海部建設事務所）
　　　・南陽海岸堤防補修工事について、調査結果の報告・土盛りに関する協議（愛知県尾張建設事務所）

3月 第38回運営委員会開催
　　　・日光川水閘門改築事業について、進捗・調査等の説明（愛知県海部建設事務所）
　　　・南陽海岸堤防補修工事について進捗等の報告（愛知県尾張建設事務所）
　　　・平成22年度藤前干潟生物調査について
　　　・永徳スリップ周辺での鳥類への餌やりについて協議

平成23年度 5月 第39回運営委員会開催
　　　・日光川水閘門改築事業について進捗等の説明（愛知県海部建設事務所）
　　　・南陽海岸堤防補修工事について進捗等の報告（愛知県尾張建設事務所）
　　　・庄内川左岸堤防改修工事について説明（国交省庄内川河川事務所）
　　　・平成22年度藤前干潟生物調査について報告

7月 第40回運営委員会開催
　　　・日光川水閘門改築事業について進捗等の説明（愛知県海部建設事務所）
　　　・離岸堤防へのコアジサシ営巣地の誘致について
　　　・南陽海岸堤防補修工事について進捗等の説明（愛知県尾張建設事務所）
　　　・南陽海岸堤防壁面へ絵を施してはどうかの提案
　　　・南陽工場南にある車の撤去を要望
　　　・庄内川左岸堤防改修工事について説明（国交省庄内川河川事務所）
　　　・導流堤への釣り人の立ち入りについて
　　　・永徳スリップ周辺での鳥類への餌やりについて協議・提案

9月 第41回運営委員会開催
　　　・日光川水閘門改築事業について進捗等の説明（愛知県海部建設事務所）
　　　・平成23年度名古屋・ジロング湿地提携人的交流事業について説明
　　　・餌やり禁止看板について
　　　・藤前干潟協議会の体感学習ルールの改定、稲永ヨシ原の体感学習ルールの策定

10月
藤前干潟ふれあいデー2011開催（藤前干潟ふれ
あいデー実行委員会）

11月 第42回運営委員会開催
　　　・日光川水閘門改築事業について説明（愛知県海部建設事務所）
　　　・南陽海岸堤防補修工事について、工事の進捗の説明
　　　・餌やり禁止看板の設置について報告
　　　・外来植物「スパルティナ・アルテルニフロラ」の注意喚起
　　　・干潟での体感学習ルール文書の改定について
　　　・クリーン大作戦の実施報告
　　　・コアジサシの営巣地について

2012年 1月 第43回運営委員会開催
　　　・日光川水閘門改築事業について進捗等の説明（愛知県海部建設事務所）
　　　・南陽海岸堤防補修工事について進捗等の説明（愛知県尾張建設事務所）
　　　・庄内川堤防耐震補強工事について（国交省庄内川河川事務所）
　　　・シジミ漁について

3月 第44回運営委員会開催
　　　・日光川水閘門改築事業について進捗等の説明（愛知県海部建設事務所）
　　　・南陽海岸堤防補修工事について進捗等の説明（愛知県尾張建設事務所）
　　　・庄内川堤防耐震補強工事について工法の説明（国交省庄内川河川事務所）

平成24年度 5月 第45回運営委員会開催
　　　・東海丘陵湧水湿地群がラムサール条約登録候補地に決定したことの報告
　　　・日光川水閘門改築事業について進捗等の説明（愛知県海部建設事務所）
　　　・庄内川堤防耐震補強工事について（国交省庄内川河川事務所）
　　　・平成23年度名古屋・ジロング湿地提携人的交流事業の報告
　　　・飛島干潟（西二区干潟）の埋め立て計画の有無に関する確認
　　　・飛島干潟（西二区干潟）の銃猟規制について
　　　・南陽海岸堤防の土盛りについて

7月 第46回運営委員会開催
　　　・日光川水閘門改築事業について進捗等の説明（愛知県海部建設事務所）
　　　・南陽海岸堤防補修工事について進捗等の説明（愛知県尾張建設事務所）
　　　・港湾計画の改定について
　　　・藤前干潟ふれあいデー2012について
　　　・コアジサシの営巣地について
　　　・南陽海岸堤防の土盛りについて
　　　・答志島奈佐の浜清掃について

9月 第47回運営委員会開催
　　　・日光川水閘門改築事業について進捗等の説明（愛知県海部建設事務所）
　　　・南陽海岸堤防補修工事に関する質問
　　　・「ESDのためのKODOMOラムサール」企画概要について（ラムサールセンター）
　　　・藤前干潟ふれあいデー2012について
　　　・藤前干潟クリーン大作戦について
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　　　・国指定藤前干潟鳥獣保護区の更新について
　　　・野鳥の餌となる生き物の捕獲規制について

11月 国指定鳥獣保護区の存続期間を更新
藤前干潟ふれあいデー2012開催（藤前干潟ふれ
あいデー実行委員会）
ラムサール条約登録10周年記念事業（藤前干潟
ふれあいデー実行委員会）

12月 第48回運営委員会
　　　・日光川水閘門改築事業について進捗等の説明（愛知県海部建設事務所）
　　　・南陽海岸堤防補修工事について進捗等の説明（愛知県尾張建設事務所）
　　　・南陽海岸堤防の土盛りに関する感謝状について
　　　・藤前干潟ふれあいデー2012の実施報告

2013年 1月 第49回運営委員会
　　　・日光川水閘門改築事業について進捗等の説明（愛知県海部建設事務所）
　　　・南陽海岸堤防補修工事について進捗等の説明（愛知県尾張建設事務所）
　　　・南陽海岸堤防階段の手摺り設置の提案
　　　・藤前干潟に係る普及啓発について
　　　・次年度の藤前干潟協議会の方向性について

平成25年度 4月 第50回運営委員会
　　　・日光川水閘門改築事業について進捗等の説明（愛知県海部建設事務所）
　　　・藤前干潟に関する普及啓発活動（結果）について
　　　・藤前干潟における釣り大会ついて
　　　・今までの藤前干潟協議会の議事等をまとめた資料について
　　　・平成24年度の稲永ビジターセンター及び藤前活動センターの利用状況報告
　　　・平成24年度に藤前干潟で実施した調査の報告
　　　・カワウの被害について

7月 環境修復部会
　　　・庄内川左岸宝神下水処理上前のヨシ原再生について協議

8月 第52回運営委員会
　　　・日光川水閘門改築事業について進捗等の説明（愛知県海部建設事務所）
　　　・修復部会の実施報告
　　　・宝神地区工事箇所におけるヨシ原再生状況について（庄内川河川事務所）
　　　・稲永ヨシ原の干潟体験学習に関するルールについて
　　　・藤前干潟鳥獣保護区におけるレジャー船舶航行について

10月 第53回運営委員会
　　　・日光川水閘門改築事業について進捗等の説明（愛知県海部建設事務所）
　　　・宝神地区工事箇所におけるヨシ原再生状況について（庄内川河川事務所）
　　　・「藤前干潟ふれあいデー2013」の結果について
　　　・平成25年度豪・ジロング市への派遣参加者の推薦について
　　　・藤前堤防東階段のカニトンネルについて

12月 第54回運営委員会
　　　・日光川水閘門改築事業について進捗等の説明（愛知県海部建設事務所）
　　　・宝神地区工事箇所におけるヨシ原再生状況について（庄内川河川事務所）
　　　・藤前干潟鳥獣保護区における小型船舶の航行について
　　　・ラムサール条約登録10周年記念事業の実施報告

2014年 1月 第55回運営委員会
　　　・日光川水閘門改築事業について進捗等の説明（愛知県海部建設事務所）

平成26年度 4月 第56回運営委員会
　　　・日光川水閘門改築事業について進捗等の説明（愛知県海部建設事務所）
　　　・庄内川打出地区しゅんせつ工事について（庄内川河川事務所）
　　　・ラムサール条約登録湿地関係市町村会議会長市について
　　　・平成25年度豪・ジロング市への派遣について
　　　・藤前干潟ふれあい事業について
　　　・平成25年度の稲永ビジターセンター及び藤前活動センターの利用状況報告
　　　・平成25年度に藤前干潟で実施した調査の報告

6月 第57回運営委員会
　　　・日光川水閘門改築事業について進捗等の説明（愛知県海部建設事務所）
　　　・宝神地区工事箇所におけるヨシ原再生状況について（庄内川河川事務所）
　　　・イオンモール名古屋茶屋店における藤前干潟の普及啓発について

8月 第58回運営委員会
　　　・日光川水閘門改築事業について進捗等の説明（愛知県海部建設事務所）
　　　・宝神地区工事箇所におけるヨシ原再生状況について（庄内川河川事務所）
　　　・コアジサシの保全について

10月 第59回運営委員会
　　　・日光川水閘門改築事業について進捗等の説明（愛知県海部建設事務所）
　　　・宝神地区工事箇所におけるヨシ原再生状況について（庄内川河川事務所）
　　　・コアジサシの保全について

12月 第60回運営委員会
      ・日光川水閘門改築工事について（海部建設事務所）
      ・宝神地区工事箇所におけるヨシ原再生状況について（庄内川河川事務所）
      ・庄内川左岸の護岸補修工事について（名古屋港管理組合）
      ・日光川の旧閘門と新閘門を対照とした、市民への環境学習利用（石黒鐐三氏）
      ・名古屋市環境局からの報告等
          ①ラムサール条約登録湿地関係市町村会議への協力のお礼
          ②藤前干潟ふれあい事業についての報告
          ③豪・ジロング派遣事業報告書の完成について
      ・藤前干潟の不法投棄ごみ撤去の実施報告
      ・（施設の）より良い運営のためには、どのような運営体制がよいか
      ・協議会議事録のとりまとめについて

2015年 1月 第61回運営委員会
      ・日光川水閘門改築工事について（海部建設事務所）
      ・空見スラッジリサイクルセンターの整備について（名古屋市上下水道局）
      ・宝神地区工事箇所における漂着物の撤去作業報告（庄内川河川事務所）
      ・藤前干潟ふれあい事業について
      ・藤前干潟の社会見学用リーフレット作成について

平成27年度 4月 第62回運営委員会
      ・日光川水閘門改築工事について（海部建設事務所）
      ・庄内川左岸の護岸補修工事について（名古屋港管理組合）
      ・宝神地区工事箇所におけるヨシ原再生状況について（庄内川河川事務所）
      ・名古屋市環境局からの報告等
          ①藤前干潟ふれあい事業について
          ②ラムサール条約登録湿地関係市町村会議について
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          ③豪・ジロング市派遣について
      ・コアジサシについて
          ①空見スラッジリサイクルセンター見学会の実施報告（名古屋自然保護官事務所及び名古屋市上下水道局）
          ②その他報告事項（名古屋港管理組合等）
      ・平成26年度藤前干潟の普及啓発に関する中部地方環境事務所の取組（名古屋自然保護官事務所）

6月 第63回運営委員会
      ・宝神地区工事箇所におけるヨシ原再生状況について（庄内川河川事務所）
      ・コアジサシについて
          ①明徳地区コアジサシの営巣について（庄内川河川事務所）
          ②稲永ふ頭埋立て予定地について（坂野氏）
          ③空見スラッジリサイクルセンターにおけるコアジサシ営巣地創出に関して（日本野鳥の会愛知県支部）

7月 第1回コアジサシワーキング開催
8月 第64回運営委員会

      ・ラムサール条約登録関係市町村会議の報告（名古屋市環境局環境活動推進課）
　　　・第１回コアジサシワーキングの報告（庄内川河川事務所、名古屋港管理組合、名古屋市上下水道局、名古屋自然保護官事務所）

10月 第65回運営委員会
　　　・日光川水閘門改築工事について（海部建設事務所）
　　　・新川の地震・津波対策について（尾張建設事務所）
　　　・庄内川河口部河道掘削に係る環境影響モニタリング調査の計画作成及び
　　　　コアジサシ営巣地創出箇所の検討について（庄内川河川事務所）
　　　・宝神地区工事箇所におけるヨシ原再生状況について（庄内川河川事務所）
　　　・藤前干潟ヨシ肥料化について（藤前干潟クリーン大作戦実行委員会・（有）東海
　　　　バイオ）
　　　・「平成27年度豪・ジロング市との湿地提携に基づく人的交流事業」参加NPO等
　　　　の推薦について（名古屋市環境局環境活動推進課）

11月 第2回コアジサシワーキング開催
12月 第66回運営委員会

　　・日光川水閘門改築工事について（海部建設事務所）
　　・新川の地震・津波対策の工事について（尾張建設事務所）
　　・第二回コアジサシワーキング報告（名古屋自然保護官事務所）
　　・庄内川河口部河道掘削に係る環境影響モニタリング調査の計画作成及び
　　　コアジサシ営巣地創出箇所の検討について（庄内川河川事務所）
　　・宝神地区工事箇所におけるヨシ原再生状況について（庄内川河川事務所）
　　・藤前干潟ヨシ肥料化の経過報告（藤前干潟クリーン大作戦実行委員会）
　　・「平成27年度豪・ジロング市との湿地提携に基づく人的交流事業」について（名古
　　　屋市環境局環境活動推進課）
　　・他湿地等におけるプレジャーボート・釣り等対策の事例について（名古屋自然保
　　　護官事務所）

12月 第3回コアジサシワーキング開催
１月 第4回コアジサシワーキング開催
２月 第67回運営委員会

　　・日光川水閘門改築工事について(海部建設事務所）
　　・新川の地震・津波対策の工事について(尾張建設事務所）
　　・第３回 及び 第４回コアジサシワーキングの報告(名古屋自然保護官事務所）
　　・庄内川河口部河道掘削に係るコアジサシ営巣地創出について(庄内川河川事務
　　　所）
　　・庄内川河口部河道掘削に係る環境影響モニタリング調査の計画作成について(庄
　　　内川河川事務所）
　　・宝神地区工事箇所におけるヨシ原再生状況について(庄内川河川事務所）
　　・藤前干潟の窪地について(坂野一博氏）
　　・藤前干潟ヨシ肥料化 及び 第５回ごみと水を考える集いの報告(藤前干潟クリーン
　　　大作戦実行委員会）
　　・「平成27年度 豪・ジロング市との湿地提携に基づく人的交流事業」同行者につい
　　　て(名古屋市環境局環境活動推進課）
　　・稲永ビジターセンター西側 及び 南陽海岸堤防階段の看板改修について(名古屋
　　　自然保護官事務所）

5


