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（案） 

 
 

            
 
 
 
 

NATIONAL REPORT ON THE IMPLEMENTATION  
OF THE RAMSAR CONVENTION ON WETLANDS 

ラムサール条約実施に関する国別報告書 
 

National Reports to be submitted to the 10th Meeting 
 of the Conference of the Contracting Parties,  

Republic of Korea, 28 October – 4 November 2008 
 

2008 年 10 月 28 日～11 月 4 日に韓国で開催される 
第 10 回締約国会議に提出される国別報告書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Please submit the completed National Report, in electronic (Microsoft Word) format, and 
preferably by e-mail, to the Ramsar Secretariat by 31 March 2008. 

 
National Reports should be sent to: Alexia Dufour, Regional Affairs Officer, Ramsar 

Secretariat (dufour@ramsar.org)  
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Introduction & background 
 
1. This Ramsar COP10 National Report Format (NRF) has been approved by the 

Standing Committee for the Ramsar Convention’s Contracting Parties to complete as 
their national reporting to the 10th meeting of the Conference of the Contracting 
Parties of the Convention (Republic of Korea, October/November 2008). 

 
2. Following Standing Committee discussions at its 35th meeting in February 2007, and 

its Decisions SC35-22, -23 and -24, this COP10 National Report Format has been 
significantly revised and simplified in comparison with the National Report Formats 
provided to previous recent COPs. 

 
3. In particular this National Report Format provides a much smaller number (66) of 

implementation “indicator” questions, compared with the much larger suite of 
questions on all aspects of national implementation of the Convention’s Strategic Plan 
2003-2008 included in previous NRFs.  

 
4. The COP10 NRF indicators include, with the agreement of the Standing Committee 

(Decision SC35-24), certain indicators specifically requested to be included by the 
Convention’s Scientific & Technical Review Panel (STRP) and CEPA Oversight Panel, 
in order to facilitate their information gathering and reporting on key aspects of 
scientific, technical and CEPA implementation under the Convention. 

 
5. The 66 indicator questions are grouped under each of the implementation “Strategies” 

approved by the Parties at COP9 (Resolution IX.8) in the Convention’s “A Framework 
for the implementation of the Convention’s Strategic Plan 2003-2008 in the 2006 -
2008 period” (www.ramsar.org/res/key_res_ix_08_e.htm). The indicators have been 
selected so as to provide information on key aspects of the implementation of the 
Convention under each of its Strategies.    

 
6. In addition, for each Strategy the option is provided for a Contracting Party, if it so 

wishes, to supply additional information concerning its implementation under each 
indicator and, more generally, on implementation of other aspects of each Strategy. 

 
The purposes and uses of national reporting to the Conference of the 

Contracting Parties 
 
7. National Reports from Contracting Parties are official documents of the Convention, 

and are made publicly available through their posting on the Convention’s Web site. 
 
8. There are six main purposes for the Convention’s National Reports. These are to: 
 

i) provide data and information on how the Convention is being implemented; 
ii) capture lessons/experience, so as to allow Parties to develop future action;  
iii) identify emerging issues and implementation challenges faced by Parties that 

may require further attention through Convention processes; 
iv) provide a means for Parties to be accountable against their obligations under the 

Convention;  
v) provide each Party with a tool to help it assess and monitor its progress in 

implementation, and plan for its future implementation and priorities; and 
vi) provide an opportunity for Parties to draw attention to their achievements during 

the triennium. 
 
9. In addition, the data and information provided by Parties in their COP10 National 

Reports now have another important purpose, since a number of the indicators in the 
National Reports on Parties’ implementation will provide key sources of information for 
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the analysis and assessment of the “ecological outcome-oriented indicators of 
effectiveness of the implementation of the Convention” currently being further 
developed by the Scientific and Technical Review Panel for Standing Committee and 
COP10 consideration. 

 
10. To facilitate the analysis and onward use of the data and information provided by 

Contracting Parties in their National Reports, once received and verified by the Ramsar 
Secretariat all information is entered and held by the Secretariat in a database, which 
then facilitates extraction and analysis of the information for a number of purposes. 

 
11. The Convention’s National Reports are used in a number of ways. These include: 
 

i) providing the basis for reporting by the Secretariat to each COP on the global 
and regional implementation, and progress in implementation, of the Convention. 
This is provided to Parties at COP as a series of Information Papers including:  

 
• the Report of the Secretary General on the implementation of the 

Convention at the global level (see, e.g., COP9 DOC 5); 
• the Report of the Secretary General pursuant to Article 8.2 (b), (c), and (d) 

concerning the List of Wetlands of International Importance (see, e.g., 
COP9 DOC 6); and 

• the reports providing regional overviews of the implementation of the 
Convention and its Strategic Plan in each Ramsar region (see, e.g., COP9 
DOCs 10-13); 

 
ii) providing information on specific implementation issues in support of the 

provision of advice and decisions by Parties at COP. Examples at CO9 included: 
 

• Resolution IX.15, The status of sites in the Ramsar List of Wetlands of 
International Importance, and  

• Information Papers on Issues and scenarios concerning Ramsar sites or 
parts of sites which cease to meet or never met the Ramsar Criteria (COP9 
DOC 15) and Implementation of the Convention's CEPA Programme for the 
period 2003-2005 (COP9 DOC 25); 

 
iii) providing the source of time-series assessments of progress on specific aspects 

in the implementation of the Convention, included in other Convention products. 
An example is the summary of progress since COP3 (Regina, 1997) in the 
development of National Wetland Policies, included as Table 1 in Ramsar Wise 
Use Handbook 2 (3rd edition, 2007); and 

 
iv) providing information for reporting to the Convention on Biological Diversity 

(CBD) on the national-level implementation of the CBD/Ramsar Joint Work Plan 
and the Ramsar Convention’s lead implementation role for the CBD for wetlands. 

 
The structure of the COP10 National Report Format 

 
12. In line with Standing Committee Decisions SC35-21 and SC35-22, the COP10 National 

Report Format is in three sections. 
 
13. Section 1 provides the Institutional Information about the Administrative Authority and 

National Focal Points for the national implementation of the Convention. 
 
14. Section 2 is a “free-text” section in which to provide a summary of various aspects of 

national implementation progress and recommendations for the future. 
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15. Section 3 provides the 66 implementation indicator questions, grouped under each 
Convention implementation strategy, and with a “free-text” section under each Strategy 
in which the Contracting Party may, if it wishes, add further information on national 
implementation of the Strategy and its indicators. 

 
 
 
 

Guidance for filling in and submitting the COP10 National Report Format 
 

IMPORTANT – READ THIS SECTION OF GUIDANCE BEFORE STARTING TO FILL IN 
THE NATIONAL REPORT FORMAT 

 
16.  All three Sections of the COP10 National Report Format should be filled in, in one of 

the Convention’s official languages (English, French, Spanish). 
 
17. The deadline for submission of the completed National Report Format is 31 March 

2008.  It will not be possible to include information from National Reports received from 
Parties after that date in the analysis and reporting on Convention implementation to 
COP10. 

 
18. All fields with a pale yellow background                           must be filled in.  
 
19. Fields with a pale green background                            are free-text fields in which to 

provide additional information, if the Contracting Party so wishes. Although providing 
information in these fields in the COP10 NRF is optional, Contracting Parties are 
encouraged to provide such additional information wherever possible and relevant, 
since it is the experience of the Secretariat that such explanatory information is very 
valuable in ensuring a full understanding of implementation progress and activity, 
notably in informing the preparation of global and regional implementation reports to 
COP.  

 
20. In order to assist Contracting Parties in their provision of such additional information, 

for a number of indicator questions some particularly helpful types of such information 
are suggested. However, of course, Parties are free to add any other relevant 
information they wish in any of the “Additional implementation information” fields. 

 
21. The Format is created as a “Form” in Microsoft Word. You are only able to move to, 

and between, each of the yellow or green boxes to give your replies and information. 
All other parts of the form are locked.  

 
22. To go to a yellow or green field you wish to fill in, move the cursor over the relevant 

part of the form, and left-click the mouse. The cursor will automatically move to the 
next field available. 

 
23. To move down the sequence of fields to fill in, you can also use the “Tab” key on the 

computer keyboard. 
 
24. For a “free-text” field, you can type in whatever information you wish. If you wish to 

amend any of the text you have put in a green or yellow “free-text” box, it is 
recommended that you cut-and-paste the existing text into a separate file, make the 
amendments, and then cut-and-paste the revised text back into the green box. This is 
because within the “Form” format there is limited facility to make editorial changes 
within the “free-text” box once text has been entered. 
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25. For each of the “Indicator questions” in Section 3, a drop-down menu of answer 
options is provided. These vary between indicators, depending on the question asked 
in the indicator, but are in general of the form: “Yes”, “No”, “Partly”, “In progress”, etc. 

 
26. For each indicator question you can choose only one answer. If you wish to provide 

further information or clarifications concerning your answer, you can provide this in the 
green additional information box below the relevant indicator question. 

 
27.  To select an answer to an indicator question, use the Tab key, or move the cursor over 

the relevant yellow box, and left-click the mouse. The drop-down menu of answer 
options will appear. Left-click the mouse on the answer option you choose, and this will 
appear in the centre of the yellow box. 

 
28.  The NRF is not intended normally to be filled in by one person alone – for many 

indicators it would seem best for the principal compiler to consult with colleagues in the 
same and other agencies within the government who might have fuller knowledge of 
the Party’s overall implementation of the Convention. The principal compiler can save 
the work at any point in the process and return to it subsequently to continue or to 
amend answers previously given. 

 
29.  After each session working on the NRF, remember to save the file! A recommended 

filename structure is: COP10NRF [Country] [date]. 
 
30. After the NRF has been completed, please send the completed National Report to the 

Ramsar Secretariat, preferably by email, to Alexia Dufour, Regional Affairs Officer, 
Ramsar Convention Secretariat, email: dufour@ramsar.org. The Secretariat must 
receive your completed National Report in electronic (Microsoft Word) format. 

 
31. When the completed National Report is submitted by the Party, it must be 

accompanied by a letter or e-mail message in the name of the Administrative 
Authority, confirming that this is that Contracting Party’s official submission of 
its COP10 National Report. 

 
32. If you have any questions or problems concerning filling in the COP10 NRF, please 

contact the Ramsar Secretariat for advice (e-mail as above). 



6 

 

SECTION 1: INSTITUTIONAL INFORMATION 
セクション１： 制度上の情報 

 
 

NAME OF CONTRACTING PARTY:   JAPAN 
締約国名                      日本 

 
DESIGNATED RAMSAR ADMINISTRATIVE AUTHORITY 

指定されたラムサール条約管理当局 
Name of Administrative 
Authority: 
管理当局名 

Wildlife Division, Nature Conservation Bureau, Ministry of the 
Environment  
環境省自然環境局野生生物課 

Head of Administrative 
Authority - name and 
title: 
管理当局長の氏名及び職名 

Kazuaki Hoshino, Director  
課長 星野一昭 

Mailing address: 
住所 

1-2-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8975, Japan           
〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

Telephone/Fax: 
電話/ファックス Tel: +81-3-5521-8284 / Fax: +81-3-3581-7090 

Email: 
電子メール wildlife@env.go.jp 

DESIGNATED NATIONAL FOCAL POINT (DAILY CONTACT IN THE ADMINISTRATIVE 
AUTHORITY) FOR RAMSAR CONVENTION MATTERS 

指定されたラムサール条約の各国担当者（または管理当局の日常的な連絡先） 

Name and title: 
氏名及び職名 

Global Environment Division, International Cooperation Bureau  
Ministry of Foreign Affairs  
外務省国際協力局地球環境課 

Mailing address: 
住所 

2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8919, Japan  
〒100-8919 東京都千代田区霞が関 2-2-1 

Telephone/Fax: 
電話/ファックス Tel: +81-3-5501-8245/ Fax: +81-3-5501-8244 

Email: 
電子メール risa.kasai@ge-Japan.ch  

DESIGNATED NATIONAL FOCAL POINT FOR MATTERS RELATING TO STRP  
(SCIENTIFIC AND TECHNICAL REVIEW PANEL) 

STRP（科学技術検討委員会）に関連する業務の指定された各国担当者 
Name and title of focal 
point: 
担当者の氏名及び職名 

Makoto Komoda, Senior Research Scientist 
研究主幹 菰田 誠      

Name of organisation: 
機関名 

Nature Resource Management, Japan Wildlife Research Center 
財団法人 自然環境研究センター 

Mailing address: 
住所 

SN Iriya Building, 3-10-10 Shitaya, Taito-ku, Tokyo 110-8676, 
Japan 
〒110-8676 東京都台東区下谷 3-10-10 

Telephone/Fax: 
電話/ファックス Tel: +81-3-5824-0955 / Fax: 81-3-5824-0956 

Email: 
電子メール mkomoda@jwrc.or.jp 

DESIGNATED GOVERNMENT NATIONAL FOCAL POINT FOR MATTERS RELATING TO 
THE CEPA PROGRAMME ON COMMUNICATION, EDUCATION AND PUBLIC 

AWARENESS 
CEPA（広報、教育、普及啓発）プログラムに関連する業務の指定された政府担当者 
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Name and title of focal 
point: 
担当者の氏名及び職名 

Naoki Amako, Section Chief 
登録調査係長 尼子 直輝 

Name of organisation: 
機関名 

Wildlife Division, Nature Conservation Bureau, Ministry of the 
Environment  
環境省自然環境局野生生物課 

Mailing address: 
住所 

1-2-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8975, Japan 
〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

Telephone/Fax: 
電話/ファックス Tel: +81-3-5521-8284 / Fax: +81-3-3581-7090 

Email: 
電子メール NAOKI_AMAKO@env.go.jp 

DESIGNATED NON-GOVERNMENT NATIONAL FOCAL POINT FOR MATTERS 
RELATING TO THE CEPA PROGRAMME ON COMMUNICATION, EDUCATION AND 

PUBLIC AWARENESS 
CEPA（広報、教育、普及啓発）プログラムに関連する業務の指定された 

非政府機関担当者 
Name and title: 
氏名及び職名 

Miki Sasaki, Secretary General  
事務局長 佐々木 美貴 

Name of organisation: 
機関名 

Non-Profit Organization   Wetlands International Japan    
特定非営利活動法人 日本国際湿地保全連合 

Mailing address: 
住所 

6F, NCC Ningyocho Building, 3-7-3 Ningyo-cho, Nihonbashi, 
Chuo-ku, Tokyo 103-0013, Japan 
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町３－７－３ 
 NCC 人形町ビル 6F 

Telephone/Fax: 
電話/ファックス Tel: +81-3-5614-2150 / Fax: +81-3-6806-4187 

Email: 
電子メール miki_sasaki@wi-japan.org 
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SECTION 2: GENERAL SUMMARY OF NATIONAL IMPLEMENTATION 
PROGRESS AND CHALLENGES 

セクション２： 国内の実施進行状況およびチャレンジの概要 
 
In your country, in the past triennium (i.e., since COP9 reporting): 
過去３年で（第９回締約国会議報告以降） 
 
 
A. What new steps have been taken to implement the Convention? 

条約を実施するにあたり、新しく実行したことは何ですか？ 
・条約湿地における賢明な利用及びモニタリングの現況を調査した。 
・条約湿地の賢明な利用を促進するため、地元関係者間の連携強化を図るワークショッ

プを開催した。 
・湿地管理担当者を対象とした条約湿地の賢明な利用に関する研修を開催した。 
・モデル地域として選定した条約湿地でモニタリングを実施し、モニタリングに係る現

状及び課題を分析・整理した。 
・毎年東京にて開催されている「エコライフ・フェア」において、2006 年より湿地の

もたらす恵みについて展示している。 
・アジア・太平洋地域渡り性水鳥保全戦略によって進められてきた当該地域の渡り鳥保

全の取り組みをさらに強化するため、2006 年に WSSD タイプ２・パートナーシッ

プ・イニシアティブとして東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナー

シップを立ち上げた。 
 
B. What have been the most successful aspects of implementation of the Convention? 

条約を実施するにあたり、最も成功したことは何ですか？ 
・COP9 において新規に登録した 20 箇所の条約湿地を中心として、自主的な湿地保全・

管理のための取り組みや全国・地方・地元レベルのネットワークの形成・拡大が進ん

だ。 
    ・COP9 でラムサール条約湿地数が倍増したことにより、ラムサール条約の普及が進ん

だ。 
 
C. What have been the greatest difficulties in implementing the Convention? 

条約を実施するにあたり、最も困難だったことは何ですか？ 
・B に記載した成功事例がある一方で、COP9 で新規に登録した条約湿地の中には、新

たな活動を立ち上げることが難しかったところもあった。 
 
D. What proposals and priorities are there for future implementation of the Convention? 

条約の今後の実施のための提案や優先事項にはどんなものがありますか？ 
・2011 年までに 10 箇所の湿地を新規に登録する。 
・湿地の再生を進める。 
・普及啓発を推進する。 
・湿地管理担当者の能力を向上させる。 

 
E. Does the Contracting Party have any recommendations concerning implementation 

assistance from the Ramsar Secretariat? 
条約実施に係るラムサール条約事務局からの援助に関し、締約国からの提言はありますか？ 

       ・条約実施に係る事例研究をしていれば情報を提供してほしい。 
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F. Does the Contracting Party have any recommendations concerning implementation 
assistance from the Convention’s International Organisation Partners (IOPs)? 
条約実施に係るラムサール条約国際機関パートナーからの援助に関し、締約国からの提言は

ありますか？ 
  特にない。 

 
G. How can national implementation of the Ramsar Convention be better linked with 

implementation of other multilateral environmental agreements (MEAs), especially those 
in the “Biodiversity cluster” (Ramsar, Convention on Biological Diversity (CBD), 
Convention on Migratory Species (CMS), CITES, and World Heritage Convention), and 
UNCCD and UNFCCC? 
国内のラムサール条約実施と、多国間環境協定、特に生物多様性関連（ラムサール条約、生

物多様性条約、ボン条約、ワシントン条約、世界遺産条約）、及び砂漠化対処条約、国連気

候変動枠組み条約の実施とを、どのようにうまく組み合わられるでしょうか？ 
・CBD に基づく生物多様性国家戦略において、ラムサール条約履行推進の考え方を記載

し、国家湿地政策として位置づけている。 
・第３次生物多様性国家戦略（2007 年 11 月）に、2011 年までに 10 箇所の湿地を新規

に登録することを記載している。 

 
H. How can Ramsar Convention implementation be better linked with the implementation of 

water policy/strategy and other strategies in the country (e.g., sustainable development, 
energy, extractive industry, poverty reduction, sanitation, food security, biodiversity)? 
ラムサール条約の実施と、国内の水政策（戦略）やその他の戦略（例、持続可能な開発、 
エネルギー、採取産業、貧困削減、衛生、食料の安全保障、生物多様性についての戦略）を 
どのようにうまく組み合わせられるでしょうか？ 

・生物多様性国家戦略において、ラムサール条約履行推進の考え方を記載し、国家湿地

政策として位置づけている。 
・海洋基本計画策定において、沿岸域の保全を重視した施策展開を図ることが提案され

ている。 
 
I. Does the Contracting Party have any other general comments on the implementation of 

the Convention? 
条約の実施について、締約国からその他の一般的なコメントがありますか？ 

          特にない。 
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SECTION 3: INDICATOR QUESTIONS & FURTHER IMPLEMENTATION 

INFORMATION 
セクション３： 指標質問および追加的実施に関する情報 

 
Guidance for filling in this section 
このセクションの記入の仕方 
 
1. For each “indicator question”, please select one answer from the “drop-down” list in the yellow 

box.     
各指標質問には、黄色部分のドロップダウンリストの中から該当する１つを選択する。 

 
2. If you wish to add any additional information on either one or more of the specific indicators for 

each strategy, and/or for other aspects of the national implementation of this strategy, please 
provide this information in the green “free-text” boxes below the indicator questions for each 
Strategy.  
各戦略についての１つまたは複数の指標に関し、追加情報を加えたい場合、あるいは国の当

戦略の実施に関する他の事項については、各戦略の指標質問の下にある緑色の記入欄に情報

を書き入れる。 
 
3. If you wish to amend any of the text you have put in a green “free-text” box, it is recommended 

that you cut-and-paste the existing text into a separate file, make the amendments, and then 
cut-and-paste the revised text back into the green box. 
緑色の記入欄に書き入れた内容を修正したい場合は、別なファイルに「切り取り/貼り付け」

で内容を一時保管し、修正後もう一度「切り取り/貼り付け」で内容を緑色の記入欄に戻すこ

とを推奨する（訳者注：編集機能の制約のため）。 
 
4. So as to assist Contracting Parties in referring to relevant information they provided in their 

National Report to COP9, for each indicator below (where appropriate) a cross-reference is 
provided to the equivalent indicator(s) in the COP9 NRF, shown thus: {x.x.x} 
締約国が第９回締約国会議の国別報告書にて提供した関連情報を参照しやすくするため、

{x.x.x}に前回報告書の該当する指標質問の番号が用意されている。 
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GOAL 1. THE WISE USE OF WETLANDS 
目標１．湿地の賢明な利用 

STRATEGY 1.1: Describe, assess and monitor the extent and condition of wetland resources at relevant 
scales, in order to inform and underpin implementation of the Convention, in particular in the application 
of the wise use principle. 
戦略 1.1 条約の履行、特に賢明な利用原則の適用について情報を提供し、また支援するため、湿地資

源の規模及び状態を適切な地理上の規模で、記述し、評価し、モニタリングする。（日本語訳につい

ての注釈：「wise use」については、ラムサール条約の日本文では「適正な利用」としているが、本

報告書においては国内で一般的に使われている「賢明な利用」とする。） 

Indicator questions: 
指標質問 
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1.1.1 Does your country have a comprehensive National Wetland 
Inventory? {1.1.1} 

   包括的な国内湿地目録がありますか？ 
   (A-Yes はい、B-No いいえ、C-In progress 作成中、D-Planned 計画中) 

A 

1.1.2 Is the wetland inventory data and information maintained and 
made accessible to all stakeholders? {1.1.3; 1.1.6} 
湿地目録のデータと情報が維持され、すべての利害関係者が利用

できるようになっていますか？ 
    (A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-In progress 作成中、 

E-Planned 計画中) 

A 

1.1.3 Does your country have information about the status and trends 
of the ecological character of wetlands (Ramsar sites and/or 
wetlands generally)? {1.2.2} 

           湿地（ラムサール条約湿地および/又は湿地全般）の生態学的特徴

の現状と傾向に関する情報を有していますか？ 
   (A-Yes はい、B-No いいえ、C-for some sites 数カ所は、D-Planned 計画中) 

[if “Yes”, please indicate in Additional implementation information below, from 
where or from whom this information can be accessed] 
「はい」の場合、下記の追加的実施情報に。入手の連絡先、担当者名等を記

入のこと） 

A 

1.1.4 If the answer is “Yes” in 1.1.3, does this information indicate 
that the need to address adverse change in the ecological 
character of wetlands is now greater, the same, or less than in 
the previous triennium, for:  

         上記 1.1.3 で「はい」の場合、この情報は、湿地の生態学的特徴

の劣化に対処する必要性が、前回の３年間（COP8-COP9）より

も、高まっている、同等、低くなっているのいずれを示すもので

すか？ 
      a) Ramsar sites  
                  ラムサール条約湿地  

（A-Greater 高まっている、B-the same 同等、 
C-Less 低くなっている） 

b) wetlands generally 
 湿地全体 
（A-Greater 高まっている、B-the same 同等、C-Less 低くなっている）

B 
 
 
 

B 
 
 
 

        
Additional implementation information: 
追加的実施情報（実施に係る追加情報） 
 
A): on Indicators 1.1.1 – 1.1.4 For each piece of additional information text, please clearly identify to which 
indicator number it refers – e.g. “1.1.3: [.. additional information …]” 
A):   指標質問 1.1.1-1.1.4 について  

各追加情報が、どの指標質問に対応するのか明記する。例（1.1.3 ：(追加情報)） 
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1.1.1：自然環境保全基礎調査による湿地調査報告書、湖沼調査報告書、干潟・藻場・サンゴ

礁調査報告書が相当する。この他、ガンカモ調査報告書、『日本の重要湿地５００』があ

る。 
1.1.3：登録湿地ごとに、地形、地質、動植物相の情報をとりまとめている。入手を希望する

場合は、環境省自然環境局野生生物課まで連絡のこと。 
 
B): on any other aspects of Strategy 1.1 national implementation: 
 B): 戦略 1.1 に関する国内の実施について、その他事項があれば記載する。 
           

 
STRATEGY 1.2: Develop, review, amend when necessary, and implement national or supranational 
policies, legislation, institutions and practices, including impact assessment and valuation, in all 
Contracting Parties, to ensure that the wise use principle of the Convention is being effectively applied, 
where possible specifying the appropriate policy instrument(s) in each Contracting Party which ensures 
wise use of wetlands.  
戦略 1.2  賢明な利用原則が効果をもって確実に適用されるよう、すべての締約国が、影響評価や価値

評価を含む、国家レベルあるいは超国家レベルの政策、法律、制度や実践を策定し、見直し、必要に

応じて修正して、実施する。また、出来うるならば、湿地の賢明な利用を確実なものにするため各締

約国が講じうる適切な政策手段を特定する。 

Indicator questions: 
 指標質問 
 

1.2.1 Is a National Wetland Policy (or equivalent instrument) in 
place? {2.1.1} 

    国内湿地政策（または相当するもの）がある。 
(A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-Planned 計画中 
E-All sites qualifying already designated 条件を満たす湿地を全て指定

済) 
[If “Yes”, please give the title and date of the policy in Additional 
implementation information] 
（「はい」の場合、下記追加的実施情報（実施に係る追加情報）に政

策名と制定日時を記入する。） 

A 

1.2.2 Does the National Wetland Policy (or equivalent 
instrument) incorporate any World Summit on 
Sustainable Development (WSSD) targets and actions? 
{2.1.2} 

   国内湿地政策（または相当するもの）は、WSSD（持続可

能な開発に関する世界首脳会議（ヨハネスブルク・サミッ

ト））目標及び行動を盛り込んでいますか？ 
(A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-Planned 計画中) 

C 

1.2.3 Have wetland issues been incorporated into national 
strategies for sustainable development (including 
National Poverty Reduction Plans called for by the WSSD 
and water resources management and water efficiency 
plans)? {2.1.2} 

           湿地問題は、持続可能な開発のための国家戦略（WSSD に

よって要求された貧困削減計画及び水資源管理、水効率化

計画を含む）に盛り込まれてますか？ 
(A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-Planned 計画中, 
E-Not applicable 該当しない) 

B 
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1.2.4 Has the quantity and quality of water available to, and 
required by, wetlands been assessed?  

    湿地が利用可能な、もしくは必要とする水量及び水質は調

べられていますか？ 
     (A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、 

D-In Progress 作業中、E-Planned 計画中,) 

C 

1.2.5 Are Strategic Environmental Assessment practices 
applied when reviewing policies, programmes and plans 
that may impact upon wetlands? {2.2.2} 

    湿地に影響を与える政策、プログラムや計画を見直す際

に、戦略的環境アセスメント手法を適用していますか？ 
(A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-Planned 計画中) 

D 

     
Additional implementation information: 
追加的実施情報（実施に係る追加情報） 
 
A): on Indicators 1.2.1 – 1.2.5 For each piece of additional information text, please clearly identify to which 
indicator number it refers – e.g. “1.2.3: [.. additional information …]” 
A):  指標質問 1.2.1-1.2.5 について   

各追加情報が、どの指標質問に対応するのか明記する。例（1.2.3：(追加情報)） 
1.2.1：2007 年に策定された第３次生物多様性国家戦略において、湿地保全に関わる理念や目

標、具体的な行動が掲げられている。当該戦略において、WSSD 目標及び行動についても一

部盛り込んでいる。 
1.2.4：釧路湿原において、自然再生事業の一環として、水質・水量に関する調査を実施して

いる。また、漫湖においても、鳥獣保護区における保全事業の一環で水質等を調査してい

る。 
1.2.5：事業の位置・規模等の検討段階における戦略的環境アセスメントの共通的な手続、評

価方法等を示した戦略的環境アセスメント導入ガイドライン（2007 年 3 月）を取りまとめ

た。同ガイドラインでは、評価項目の一つとして「動物・植物・生態系」を掲げるととも

に、考慮すべき地域特性の参考例としてラムサール条約登録湿地等を掲げている。 
現在、同ガイドラインを踏まえて、戦略的環境アセスメントの実施に向けた取組を開始し

たところである。 
 
B): on any other aspects of Strategy 1.2 national implementation: 
B): 戦略 1.2 に関する国内の実施について、その他事項があれば記載する。 
       

 
STRATEGY 1.3: Increase recognition of the significance of wetlands for reasons of water supply, coastal 
protection, flood defence, climate change mitigation, food security, poverty reduction, cultural heritage, 
and scientific research, with a focus on under-represented ecosystem types, through developing and 
disseminating methodology to achieve wise use of wetlands. 
戦略 1.3  十分に代表されていない生態系タイプに焦点を合わせつつ、湿地の賢明な利用を達成するた

めの方法論を開発し普及させることにより、水の供給、沿岸保護、洪水防止、気候変動の影響緩和、

食料安全保障、貧困削減、文化遺産及び科学研究における湿地の重要性に対する認識を高める。 

 
Indicator questions: 
指標質問 



15 

1.3.1 Has an assessment been conducted of the ecosystem 
benefits/services provided by Ramsar sites? {3.3.1} 

   ラムサール条約湿地からもたらされる生態系の恩恵/サービ

スについて評価を行ったか？ 

   (A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、 
D-In Progress 作業中、E-Planned 計画中,) 
[If “Yes” or “Partly”, please indicate in the Additional implementation 
information below, the year of assessment and from where or from 
whom this information can be obtained] 
（もし「はい」あるいは「一部」の場合、下記追加実地情報に 
評価年、当該情報の入手先につき明記すること。） 

A 

1.3.2 Have wise use wetland programmes and/or projects that 
contribute to poverty alleviation objectives and/or food 
and water security plans been implemented? {3.3.4} 

   貧困削減の目的および/あるいは食料と水の安全保障計画に

貢献できるような湿地の賢明な利用のプログラムおよび/あ
るいはプロジェクトが実施されてきましたか？ 

   (A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、 
D-In Progress 作業中、E-Planned 計画中、F-Not Applicable 該当しな

い) 

B 

1.3.3 Has national action been taken to implement the 
Guidelines for Global Action on Peatlands (Resolution 
VIII.17)? {3.2.1} 

   国レベルで「泥炭地に関する地球的行動のためのガイドラ

イン」（決議Ⅷ.17）を実施するための行動を行いました

か？ 
    (A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、 

D-Planned 計画中、E-Not Apprecable 該当しない) 

A 

1.3.4 Has national action been taken to apply the guiding 
principles on cultural values of wetlands (Resolutions 
VIII.19 and IX.21)? {3.3.3} 

   国レベルで「湿地の文化的価値についての基本原則」（決

議Ⅷ.19 およびⅨ.21）を実施するための行動を行ったか？ 
       (A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-Planned 計画中) 

C 

 
Additional implementation information: 
追加的実施情報（実施に係る追加情報） 
 
A): on Indicators 1.3.1 – 1.3.4 For each piece of additional information text, please clearly identify to which 
indicator number it refers – e.g. “1.3.3: [.. additional information …]” 
A):   指標質問 1.3.1-1.3.4 について   

各追加情報が、どの指標質問に対応するのか明記する。例（1.3.3： (追加情報)） 
1.3.1：ラムサール条約湿地の漁業、農業、観光等の利用状況をとりまとめ、ラムサール条約

湿地の賢明な利用の普及啓発を図るパンフレットに掲載した。 
1.3.3：釧路湿原及びサロベツ原野において、泥炭地を保全・再生する自然再生事業を実施し

ている。 
1.3.4 ：「杉沢の沢スギ」、「鳥海山獅子ヶ鼻湿原植物群落及び新山溶岩流末端崖と湧水群」

等の天然記念物や「利根川・渡良瀬川合流域の水場景観」「柳川の水郷景観」等について、

文化的価値の調査及び管理方法の検討等を行う事業の実施に関し、継続的に補助を行ってい

る。また、「大山の千枚田」「稲美のため池群」等の文化的景観について、文化的価値の調

査及び管理方法の検討を行うモデル事業を実施した。さらに、「近江八幡の水郷」「アイヌ
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の伝統と近代開拓による沙流川流域の文化的景観」等を重要文化的景観に選定した。   
 
B): on any other aspects of Strategy 1.3 national implementation: 
B):    戦略 1.3 に関する国内の実施について、その他事項があれば記載する。 
           

 
STRATEGY 1.4: Integrate policies on the conservation and wise use of wetlands in the planning 
activities in all Contracting Parties and in decision-making processes at national, regional, provincial and 
local levels, particularly concerning territorial management, groundwater management, catchment/river 
basin management, coastal and marine zone planning, and responses to climate change, all in the 
context of implementing Integrated Water Resources Management (IWRM). 
戦略 1.4  統合的水資源管理（IWRM）の実施の観点から、特に領土管理、地下水管理、集水域・河川

流域管理、沿岸及び海域計画策定、気候変動対策などに関するすべての締約国の計画策定に、また

国、地域、州および地方レベルでの意思決定過程に、湿地の保全と賢明な利用の政策を組み入れる。 

 
 
Indicator questions: 
指標質問 

1.4.1 Has the Convention’s water-related guidance (see 
Resolution IX.1. Annex C) been used/applied in decision-
making related to water resource planning and 
management? {3.4.2 – r3.4.xiv} 

    ラムサール条約の水関連ガイダンス（決議Ⅸ.1 附属書 C 参

照のこと）は水資源計画および管理に関連する意思決定に

使用/適用されていますか？ 

(A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-Planned 計画中) 

A 

1.4.2 Have CEPA expertise and tools been incorporated into 
catchment/river basin planning and management? 

         CEPA（広報・教育・普及啓発）の専門的知識やツールが集

水域・河川流域計画および管理に盛り込まれていますか？ 
(A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-Planned 計画中) 

A 

1.4.3 Has the Convention’s guidance on wetlands and coastal 
zone management (Annex to Resolution VIII.4) been 
used/applied in Integrated Coastal Zone Management 
(ICZM) planning and decision-making? {3.4.5} 

   湿地と沿岸域管理に関するラムサール条約のガイダンス

（決議Ⅷ.4 の附属書）を、統合的沿岸域管理(ICZM)の計画

立案および意思決定に使用/適用しましたか？ 
(A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、 
D-Planned 計画中、E-Not Apprecable 該当しない) 

D 

1.4.4 Have the implications for wetland conservation and wise 
use of national implementation of the Kyoto Protocol 
been assessed? {3.4.9} 

   京都議定書の国内実施が湿地保全と賢明な利用に与える影

響を評価したか？ 
(A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、 
D-Planned 計画中、E-Not Applicable 該当しない) 

B 

 
Additional implementation information: 
追加的実施情報（実施に係る追加情報） 
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A): on Indicators 1.4.1 – 1.4.4 For each piece of additional information text, please clearly identify to which 
indicator number it refers – e.g. “1.4.3: [.. additional information …]” 
A):   指標質問 1.4.1-1.4.4 について   

各追加情報が、どの指標質問に対応するのか明記する。例（1.4.3 ：(追加情報)） 
1.4.2：釧路湿原を始めとする河川、湿原、干潟等の湿地で実施されているほとんどの自然再

生事業の自然再生計画に環境教育の推進が盛り込まれている。 
1.4.3：2007 年 4 月に策定された海洋基本法において、海洋に関する政策の基本となる事項の

一つとして、自然的社会的条件から見て一体的に施策が講ぜられることが相当と認められる

沿岸の海域及び陸域について、適切な管理のため総合的に必要な措置を講ずることと規定し

ている。同法に基づき、講ずべき施策等を定める海洋基本計画を現在作成している。         
 
B): on any other aspects of Strategy 1.4 national implementation: 
B):  戦略 1.4 に関する国内の実施について、その他事項があれば記載する。 
           

 
STRATEGY 1.5: Identify priority wetlands where restoration or rehabilitation would be beneficial and 
yield long-term environmental, social or economic benefits, and implement the necessary measures to 
recover these sites.  
戦略 1.5 再生と回復をすることが有益であり、環境、社会及び経済面で長期的な利益を生じるような

優先順位の高い湿地を特定し、その再生に必要となる措置を講じる。 
 
Indicator questions: 
指標質問 

1.5.1 Have wetland restoration/rehabilitation programmes or 
projects been implemented? {4.1.2} 

   湿地の再生/回復プログラムまたはプロジェクトが実施され

ましたか？ 
(A-Yes はい、B-No いいえ、C- Planned 計画中) 
[If “Yes”, please identify any major programmes or projects in 
Additional implementation information] 
もし「はい」の場合、下記追加的実施情報（実施に係る追加情報）に

主要なプログラムあるいは 
プロジェクトを特定し書き入れること。 

 

A 

1.5.2 Has the Convention’s guidance on wetland restoration 
(Annex to Resolution VIII.16; Wise Use Handbook 15, 3rd 
edition) been used/applied in designing and implementing 
wetland restoration/rehabilitation programmes or 
projects? {4.1.2} 

   湿地の再生/回復プログラムまたはプロジェクトの実施にお

いて、ラムサール条約湿地再生ガイダンス（決議Ⅷ.16 の附

属書「賢明な利用ハンドブック」第 15 巻 第 3 版）を使用/
適用しましたか？ 

   (A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-Planned 計画中) 

 
C 

 
Additional implementation information: 
追加的実施情報（実施に係る追加情報） 
 
A): on Indicators 1.5.1 – 1.5.2 For each piece of additional information text, please clearly identify to which 
indicator number it refers – e.g. “1.5.2: [.. additional information …]” 
A):   指標質問 1.5.1-1.5.2 について   

各追加情報が、どの指標質問に対応するのか明記する。例（1.5.2： (追加情報)） 
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1.5.1： 釧路湿原、サロベツ原野、蒲生干潟、石西礁湖を含む河川、湿原、干潟、サンゴ礁等

において自然再生事業を実施している。また、串本において、サンゴ群集の保全を行ってい

る。 
1.5.2：釧路湿原を含む河川、湿原、干潟等の湿地で実施されているほとんどの自然再生事業

は、行政・専門家・NPO・地域住民等の多様な主体の参画を得ながら実施されている。 
 
B): on any other aspects of Strategy 1.5 national implementation: 
B):   戦略 1.5 に関する国内の実施について、その他事項があれば記載する。 
           

 
STRATEGY 1.6: Develop guidance and promote protocols and actions to prevent, control or eradicate 
invasive alien species in wetland systems. 
戦略 1.6   湿地系への侵略的外来種の侵入を防止、抑制または根絶するための手引きを作成し、標準的

な手順と行動を促進する。 

 
Indicator questions: 
指標質問 

1.6.1 Have national policies, strategies and management 
responses to threats from invasive species, particularly in 
wetlands, been developed and implemented? {r5.1.ii} 

   特に湿地における侵略的外来種の脅威に対応する国内政

策、戦略、及び管理措置が策定され、実施しましたか？ 

(A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-Planned 計画中) 
 

C 

1.6.2 Have such policies, strategies and management 
responses been carried out in cooperation with the focal 
points of other conventions and international 
organisations/processes? {r5.1.ii} 

   侵略的外来種に関連するそのような政策、戦略及び管理措

置が他の条約及び国際機関/プロセスの担当窓口と協力して

実施されたか？ 
(A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-Planned 計画中) 

C 

 
Additional implementation information: 
追加的実施情報（実施に係る追加情報） 
 
A): on Indicators 1.6.1 – 1.6.2 For each piece of additional information text, please clearly identify to which 
indicator number it refers – e.g. “1.6.2: [.. additional information …]” 
A):   指標質問 1.6.1-1.6.2 について   

各追加情報が、どの指標質問に対応するのか明記する。例（1.6.2 ：(追加情報)） 
1.6.1 ：2004 年６月に制定された「特定外来生物による生態系等に関する被害の防止に係る

法律」に基づき、特に影響の大きい侵略的外来種について、輸入や国内流通の規制を行うと

ともに、国内の野外に存する特定外来生物についてはその制御・駆除を実施している。 
 
B): on any other aspects of Strategy 1.6 national implementation: 
B):   戦略 1.6 に関する国内の実施について、その他事項があれば記載する。 

1.6.1：ラムサール条約湿地では、伊豆沼・内沼、片野鴨池、琵琶湖、くじゅう坊ガツル・タ

デ原湿原及び藺牟田池において、侵略的外来種の駆除を実施している。          

GOAL 2. WETLANDS OF INTERNATIONAL IMPORTANCE 
目標２．国際的に重要な湿地 
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STRATEGY 2.1 Apply the Strategic Framework and guidelines for the future development of the List of 
Wetlands of International Importance (Handbook 7, 2nd edition; Handbook 14, 3rd edition ) 
.戦略 2.1  「国際的に重要な湿地のリストを将来的に拡充するための戦略的枠組み及びガイドライン」

（ラムサール賢明な利用ハンドブック第 7 巻）を適用する。 
Indicator questions: 
指標質問 
 

2.1.1 Have a strategy and priorities been established for any 
further designation of Ramsar sites, using the Strategic 
Framework for the Ramsar List? {10.1.1} 

   ラムサール条約湿地リストのための戦略的枠組みを用い

て、ラムサール条約湿地を増やすための戦略及び優先事項

が確立されたか？ 
(A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-Planned 計画中 
E-All sites qualifying already designated すべての適正湿地を指定済) 

 
[If further Ramsar site designations are planned, please indicate in 
Additional implementation information, the number of sites and 
anticipated year of designation] 
ラムサール条約湿地を増やすことを計画している場合は、下記追加的

実施情報（実施に係る追加情報）に登録するつもりの湿地数および予

定登録年を記入のこと。 

A 

 
Additional implementation information: 
追加的実施情報（実施に係る追加情報） 
 
A): on Indicator 2.1.1 
A):   指標質問 2.1.1.について 

2.1.1：第３次生物多様性国家戦略において、2011 年までに条約湿地を 10 箇所増やすことを

目標として掲げている。 
 
B): on any other aspects of Strategy 2.1 national implementation: 
B):   戦略 2.1 に関する国内の実施について、その他事項があれば記載する。 
           

 
STRATEGY 2.2 Maintain the Ramsar Sites Information Service and constantly update it with the best 
available information, and use the Ramsar Sites Database as a tool for guiding the further designation of 
wetlands for the List of Wetlands of International Importance. 
戦略 2.2  「条約湿地情報サービス」の保守を行い、絶えず最新の情報によって更新する。また、「条

約湿地データベース」を、国際的に重要な湿地リストにさらに湿地を指定する際の指針ツールとして

活用する。 

 
Indicator questions: 
指標質問 

2.2.1 Have all required updates of the Information Sheet on 
Ramsar Wetlands been submitted to the Ramsar 
Secretariat? {10.2.3} 

   ラムサール条約湿地について求められていた情報票の更新

版はすべて条約事務局に提出されましたか？ 
   (A-Yes はい、B-No いいえ) 

B 
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2.2.2 Are the Ramsar Sites Information Service and its 
database used in national implementation of the 
Convention concerning Ramsar site issues?  
 ラムサール条約湿地の課題に関わる条約の国内履行にあた

って、ラムサール条約湿地情報サービスやデータベースを

活用していますか？ 
(A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-Planned 計画中) 

A 

 
Additional implementation information: 
追加的実施情報（実施に係る追加情報） 
 
A): on Indicators 2.2.1 – 2.2.2 For each piece of additional information text, please clearly identify to which 
indicator number it refers – e.g. “2.2.1: [.. additional information …]”  
A):   指標質問 2.2.1-2.2.2 について   

各追加情報が、どの指標質問に対応するのか明記する。例（2.2.1： (追加情報)） 
2.2.1：COP10 までに、更新できていない RIS を更新する予定である。

 
B): on any other aspects of Strategy 2.2 national implementation:  
B):   戦略 2.2 に関する国内の実施について、その他事項があれば記載する。 
           

 
STRATEGY 2.3 Maintain the ecological character of all Ramsar sites. 
戦略 2.3 すべての条約湿地の生態学的特徴を維持する。 
Indicator questions: 
指標質問 
 

2.3.1 Have the measures required to maintain the ecological 
character of all Ramsar sites been defined and applied? 
{11.1.1}   

          総てのラムサール条約湿地の生態学的特徴を維持するため

に必要な方策が明確化され、適用されてきましたか？ 
   (A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-Defined only 明確化の

み、E-Planned 計画中) 

A 

2.3.2 Have management plans/strategies been developed and 
implemented at all Ramsar sites? {11.1.2} 

    総てのラムサール条約湿地で、管理計画および戦略が策定

され実行されましたか？ 
            (A-Yes はい、B-No いいえ、C-Some sites 数カ所、D-Planned 計画

中) 
[ If “Yes” or “Some sites”, please indicate, in Additional implementation 
information below, for how many sites have plans/strategies been 
developed but not implemented; for how many are plans/strategies in 
preparation; and for how many are plans/strategies being reviewed or 
revised] 
(「はい」あるいは「数カ所」の場合、下記追加情報に策定されたが

実施されていない湿地数、および準備段階の計画/戦略数、見直し/修
正された管理計画/戦略数を記入のこと） 

A 
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2.3.3 Have cross-sectoral site management committees been 
established at Ramsar sites? {11.1.5} 

    条約湿地において、部門横断的な湿地管理委員会が設立さ

れましたか？ 
           (A-Yes はい、B-No いいえ、C-Some sites 数カ所、D-Planned 計画

中) 
[If “Yes” or “Some sites”, please name the sites in Additional 
implementation information] 
（「はい」あるいは「数カ所」の場合、下記追加的実施情報（実施に

係る追加情報）に湿地名を記入のこと。） 

C 

2.3.4 Has any assessment of Ramsar site management 
effectiveness been carried out?  

    ラムサール条約湿地管理の有効性につき評価を行ないまし

たか？ 
           (A-Yes はい、B-No いいえ、C- Some sites 数カ所、D-Planned 計画

中) 
[if “Yes” or “Some sites”, please indicate in Additional implementation 
information below the year of assessment and from whom, or from 
where, the information is available]  
（「はい」あるいは「数カ所」の場合、下記追加的実施情報（実施に

係る追加情報）に評価実施年および誰から、もしくはどこからその情

報が入手可能かを記入のこと。） 

A 

 
Additional implementation information: 
追加的実施情報（実施に係る追加情報） 
 
A): on Indicators 2.3.1 – 2.3.4 For each piece of additional information text, please clearly identify to which 
indicator number it refers – e.g. “2.3.3: [.. additional information …]” 
A):   指標質問 2.3.1-3.4 について   

各追加情報が、どの指標質問に対応するのか明記する。例（2.3.3 ：(追加情報)） 
2.3.1：鳥獣保護法や自然公園法をはじめ、国レベルの地域指定制度を適用することにより、

湿地の保全管理を進めている。 
2.3.2 ：わが国では、すべてのラムサール条約湿地が国立・国定公園及び（あるいは）国指定

鳥獣保護区特別保護地区に指定されている。これらの地域では、湿地の保全管理は自然公園

の公園計画あるいは鳥獣保護区の指定計画に基づき行われており、これらの計画は直接的に

条約の「管理計画策定ガイドライン」に基づいて策定されるものではない。ただし、国指定

鳥獣保護区の管理計画の策定に同ガイドラインを活用した事例もあり、計画策定の参考とな

り得る。なお、その他に、関係自治体により、条約湿地に係る保全管理計画が策定されてい

る事例もある。 
2.3.3： 釧路湿原、サロベツ原野及び中海では、地域の多様な主体の参加を得て、自然再生推

進法に基づく自然再生協議会が設立されている。 
また、クッチャロ湖、濤沸湖、風蓮湖・春国岱、仏沼、伊豆沼・内沼、佐潟、片野鴨池、蕪

栗沼、藤前干潟、琵琶湖、くじゅう坊ガツル・タデ原湿原等において、湿地保全のための協

議会や委員会が設置されている。 
2.3.4：2006 年度に、各条約湿地に対して、モニタリング、賢明な利用及び普及啓発の現状

についてアンケート調査を行った。入手を希望する場合は、環境省自然環境局野生生物課ま

で連絡のこと。 
 
B): on any other aspects of Strategy 2.3 national implementation: 
B):   戦略 2.3 に関する国内の実施について、その他事項があれば記載する。 
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STRATEGY 2.4 Monitor the condition of Ramsar sites, notify the Ramsar Secretariat without delay of 
changes affecting Ramsar sites as required by Article 3.2, and apply the Montreux Record and Ramsar 
Advisory Mission as tools to address problems. 
戦略 2.4  条約湿地の状況をモニタリングし、条約第 3 条 2 項に規定されているとおり、条約湿地に影

響を与える変化について遅滞なく条約事務局に通知し、また問題対処の手段として、モントルーレコ

ード並びにラムサール諮問調査団（RAM：Ramsar Advisory Mission）を適用する。 

Indicator questions: 
指標質問 

2.4.1 Are arrangements in place for the Administrative 
Authority to be informed of changes or likely changes in 
the ecological character of Ramsar sites, pursuant to 
Article 3.2? {r11.2.iv} 

   ラムサール条約湿地における生態学的特徴の変化、または

起こりそうな変化を、条約第３条２項に従って管理当局に

通知する手配がなされていますか。 
   (A-Yes はい、B-No いいえ、C-Some sites 数カ所、D-Planned 計画

中) 
[If “Yes” or “Some sites”, please summarise the mechanism(s) 
established in Additional implementation information] 
（「はい」あるいは「数カ所」の場合、下記追加的実施情報（実施に

係る追加情報）に仕組みを要約（記入）のこと。） 

A 

2.4.2 Have all cases of change or likely change in the 
ecological character of Ramsar sites been reported to the 
Ramsar Secretariat, pursuant to Article 3.2,? {11.2.4} 

   ラムサール条約湿地における生態学的特徴の変化、または

起こりそうな変化に関し総て、条約第３条２項に従ってラ

ムサール事務局に報告されていますか？ 
   (A-Yes はい、B-No いいえ、C-Some cases 一部) 

[If “Yes” or “Some sites”, please indicate in Additional implementation 
information below for which Ramsar sites Article 3.2 reports have 
been made by the Administrative Authority to the Secretariat, and for 
which sites such reports of change or likely change have not yet been 
made] 
（「はい」あるいは「数カ所」の場合、下記追加的実施情報に、どの

条約湿地に関し条約第３条２項に従って管理当局から条約事務局に報

告されたか、またどの条約湿地に関し変化または起こりそうな変化の

報告がなされていないのかを明記する。） 

B 

2.4.3 If applicable, have actions been taken to address the 
issues for which Ramsar sites have been listed on the 
Montreux Record? {r11.2.viii} 

   該当する場合に、ラムサール条約湿地がモントルー・レコ

ードに記載される根拠となった問題に対して、対策が講じ

られましたか？ 
(A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-Not applicable 該当しな

い) 
[If “Yes” or “Partly”, please provide in Additional implementation 
information information about the actions taken] 
（「はい」あるいは「一部」の場合、下記追加的実施情報（実施に係

る追加情報）に講じられた方策に関し記入のこと。） 

D 

 
Additional implementation information: 



23 

追加的実施情報（実施に係る追加情報） 
 
A): on Indicators 2.4.1 – 2.4.3 For each piece of additional information text, please clearly identify to which 
indicator number it refers – e.g. “2.4.3: [.. additional information …]” 
A):   指標質問 2.4.1-2.4.3 について   

各追加情報が、どの指標質問に対応するのか明記する。例（2.4.3 ：(追加情報)） 
2.4.1：各湿地を管轄する地方環境事務所が管理当局に連絡する。 
また生物多様性センターが、湖沼、干潟、サンゴ礁等の湿地を対象に含める自然環境保全

基礎調査やモニタリングサイト１０００の結果を管理当局に報告する。 
 
B): on any other aspects of Strategy 2.4 national implementation: 
B):   戦略 2.4 に関する国内の実施について、その他事項があれば記載する。 
 
           

 
STRATEGY 2.5 Promote inventory and integrated management of shared wetlands and hydrological 
basins, including cooperative monitoring and management of shared wetland-dependent species. 
戦略 2.5  隣国と共有する湿地に依存する生物種のモニタリングと管理のための協力を含め、国境をま

たぐ湿地と集水域の目録及び統合的管理を促進する。 

Indicator questions: 
指標質問 
 

2.5.1 Have all transboundary/shared wetland systems been 
identified? {12.1.1} 

   すべての複数国にまたがる湿地又は各国が共有する湿地は

特定されましたか？ 
(A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-Not applicable 該当しな

い) 

D 

2.5.2 Is effective cooperative management in place for shared 
wetland systems (including regional site and waterbird 
flyway networks)? {12.1.2; 12.2.2} 

   各国が共有する湿地（地域湿地ネットワークや水鳥フライ

ウェイネットワークを含む）は、効果的に共同管理されて

いるか？ 
(A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-Planned 計画中、 
E-Not applicable 該当しない) 
[If “Yes” or “Partly”, please indicate in Additional implementation 
information below for which wetland systems such management is in 
place] 
「はい」あるいは「一部」の場合、下記追加的実施情報（実施に係る

追加情報）にどの湿地にそのような管理が行われているのか明記す

る。） 

D 

 
Additional implementation information: 
追加的実施情報（実施に係る追加情報） 
 
A): on Indicators 2.5.1 – 2.5.2 For each piece of additional information text, please clearly identify to which 
indicator number it refers – e.g. “2.5.1: [.. additional information …]” 
A):   指標質問 2.5.1-2.5.2 について   

各追加情報が、どの指標質問に対応するのか明記する。例（2.5.1：(追加情報)） 
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2.5.2：東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップにおいて、水鳥及びその

生息地である湿地の保全のための共同事業を検討している。 
 
B): on any other aspects of Strategy 2.5 national implementation: 
B):   戦略 2.5 に関する国内の実施について、その他事項があれば記載する。 
           

 
STRATEGY 2.6 Support existing regional arrangements under the Convention and promote additional 
arrangements. 
戦略 2.6  条約のもとにある現行の地域協定を支持し、さらなる協定を促進する。 
 
Indicator questions: 
指標質問 
 

2.6.1 Has the Contracting Party been involved in the 
development of a regional initiative under the framework 
of the Convention? {12.3.2} 

   締約国は条約の枠組みの下、地域的取組の策定に取り組み

ましか？ 
           (A-Yes はい、B-No いいえ、C--Planned 計画中) 

[If “Yes” or “Planned”, please indicate in Additional implementation 
information below the name(s) and collaborating countries of each 
regional initiative] 
「はい」あるいは「計画中」の場合、下記追加的実施情報（実施に係

る追加情報）に各地域取組の名称と協力国名を記入のこと。） 

A 

Additional implementation information: 
追加的実施情報（実施に係る追加情報） 
A): on Indicator 2.6.1 
A):   指標質問 2.6.1.について 

2.6.1：アジア・太平洋地域渡り性水鳥保全戦略によって進められてきた当該地域の渡り鳥保

全の取り組みをさらに強化するため、WSSDタイプ２・パートナーシップ（各国政府、国際

機関、NGO等が自主的に参加する取組）として東アジア・オーストラリア地域フライウェ

イ・パートナーシップを立ち上げた。協力国は、豪州、インドネシア、日本、ミャンマー、

フィリピン、韓国、米国、ロシア、シンガポール、カンボジアである。 
 
B): on any other aspects of Strategy 2.6 national implementation: 
B):   戦略 2.6 に関する国内の実施について、その他事項があれば記載する。 
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GOAL 3. INTERNATIONAL COOPERATION 
目標３．国際的な協力 

STRATEGY 3.1 Collaboration with other institutions: Work as partners with international and regional 
multilateral environmental agreements (MEAs) and other agencies. 

戦略 3.1  他の組織との協調：国際的、地域的な多国間環境協定（MEA）やその他の機関とパートナー

として協働する。 

 
Indicator questions: 
指標質問 
 

3.1.1 Are mechanisms in place at the national level for 
collaboration between the Ramsar Administrative 
Authority and the focal points of other multilateral 
environmental agreements (MEAs)? {13.1.1} 

   ラムサール条約担当政府機関と他の多数国間環境協定

(MEAs)の担当窓口との連携のための国レベルの仕組みがあ

りますか？ 

 (A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-Planned 計画中) 

B 

3.1.2 Are the national focal points of other MEAs invited to 
participate in the National Ramsar/Wetland Committee? 
{r13.1.iii} 

   多国間環境協定の国の担当窓口は、国内のラムサール条約/
湿地委員会に参加を要請されましたか？ 
 (A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-Planned 計画中、 
E-Not applicable 該当しない) 

 

B 

3.1.3 [For African Contracting Parties only] Has the Contracting 
Party participated in the implementation of the wetland 
programme under NEPAD? {13.1.6} 

   (アフリカの締約国のみ回答）締約国はアフリカ開発のため

の新パートナーシップ（NEPAD）に基づく湿地プログラム

の実施に関与しましたか？ 
(A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-Planned 計画中、 
E-Not applicable 該当しない) 

 

E 

 
Additional implementation information: 
追加的実施情報（実施に係る追加情報） 
 
A): on Indicators 3.1.1 – 3.1.3 For each piece of additional information text, please clearly identify to which 
indicator number it refers – e.g. “3.1.3: [.. additional information …]” 
A):   指標質問 3.1.1-3.1.3 について   

各追加情報が、どの指標質問に対応するのか明記する。例（3.1.3： (追加情報)） 
3.1.3：わが国は、アフリカ開発会議（TICAD）プロセスにおいて、多くの点で TICAD と理

念を共有する NEPAD への支援にコミットしている。 
 
B): on any other aspects of Strategy 3.1 national implementation: 
B):   戦略 3.1 に関する国内の実施について、その他事項があれば記載する。 
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わが国では、ラムサール条約と関連する各種条約との間の連携・調整のための省庁間の仕組

みは有していないが、外交当局である外務省地球環境課において、多数国間環境条約を一括

して所掌しているほか、他の多数国間環境協定（MEAs）の担当部局へ適宜情報を提供し、

必要に応じて協議、調整を行っている。 
また、生物多様性条約に基づく生物多様性国家戦略に関する省庁間連絡会議が設置され、生

物多様性保全に係る連携・調整が図られている。 
 

STRATEGY 3.2 Sharing of expertise and information: Promote the sharing of expertise and information. 

戦略 3.2  専門知識と情報の共有：専門知識と情報の共有を促進する。 

Indicator questions:  
指標質問 
 

3.2.1 Have networks, including twinning arrangements, been 
established, nationally or internationally, for knowledge 
sharing and training for wetlands that share common 
features? {14.1.3} 

    知識の共有および研修のため、共通の特徴を持つ湿地の国

内および国際的な姉妹湿地提携を含めたネットワークを確

立しましたか？ 
   (A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-Planned 計画中) 

[If “Yes” or “Partly”, please indicate in Additional implementation 
information below the networks and wetlands involved]  
「はい」あるいは「一部」の場合、下記追加的実施情報（実施に係る

追加情報）に該当するネットワークや湿地を明記すること。） 

A 

3.2.2 Has information about the country’s wetlands and/or 
Ramsar sites and their status been made publicly 
available (e.g., through publications or a Web site)? 
{14.1.1} 

   国内の湿地あるいはラムサール条約湿地とそれらの状況に

関する情報は一般に公開されていますか？（例、出版物あ

るいはウェブサイト上で）  
   (A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-Planned 計画中)  

A 

 
Additional implementation information: 
追加的実施情報（実施に係る追加情報） 
 
A): on Indicators 3.2.1-3.2.2 
A):   指標質問 3.2.1-3.2.2.について 
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3.2.1：  
・ラムサール条約湿地が存在する市町村で構成される「ラムサール条約登録湿地関係市町村

会議」において管理の事例を報告し、情報交換を行っている。 
・アジア・太平洋地域渡り性水鳥保全戦略のもと構築され、東アジア・オーストラリア地域

フライウェイ・パートナーシップに基づくネットワークに移行した、シギ・チドリ類、ツル

類、ガンカモ類の重要生息地ネットワークの拡大に努めるとともに、ネットワーク活動の一

部として、情報交換や研修を実施している。 
・地球規模サンゴ礁モニタリングネットワーク(GCRMN) 
・釧路湿原、厚岸湖・別寒辺牛湿原、霧多布湿原とオーストラリアのハンター河口湿地、谷

津干潟を持つ習志野市とブーンドル湿地をもつオーストラリアのブリズベン市、藤前干潟を

持つ名古屋市と 100 以上の湿地をもつオーストラリアのジロング市の湿地提携。 
3.2.2： 
・国内の湿地情報については『日本の重要湿地５００』として、自然環境局自然環境計画課

及び生物多様性センターが運営する情報システム『インターネット自然研究所』において、

英語版を含め一般公開している。また、湿地に関する情報を含む自然環境保全基礎調査の結

果については『生物多様性情報システム（J-IBIS）』において一般公開している。ラムサー

ル条約湿地の情報についてはパンフレット及び環境省のウェブサイト上で一般公開してい

る。 
・釧路湿原を始めとする河川、湿原、干潟等の湿地で実施されている自然再生事業の情報は

パンフレットに掲載され公開されている。また、ほとんどの事業は、ウェブサイト上でも情

報を公開している。 
 
B): on any other aspects of Strategy 3.2 national implementation: 
B):   戦略 3.1 に関する国内の実施について、その他事項があれば記載する。 
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GOAL 4. IMPLEMENTATION CAPACITY 
目標４．実行能力 

STRATEGY 4.1 Local communities, indigenous people, and cultural values: Encourage active and 
informed participation of local communities and indigenous people, including women and youth, in the 
conservation and wise use of wetlands, including in relation to understanding the dynamics of cultural 
values.  

戦略 4.1   地域住民、先住民、及び文化的価値：地域住民や先住民、特に女性や青少年が、文化的価値

のダイナミックスに関する理解も含め、充分な情報の提供を受けた上で、湿地の保全と賢明な利用に

積極的に参加することを奨励する。 

Indicator questions: 
指標質問 

4.1.1 Has resource information been compiled on local 
communities’ and indigenous people’s participation in 
wetland management? {6.1.5} 

   地域住民および先住民族の参加に関する資源情報が整理さ

れていますか？ 
   (A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-Planned 計画中)  

A 

4.1.2 Have traditional knowledge and management practices in 
relation to wetlands been documented and their 
application encouraged? {6.1.2} 

   湿地に関連する伝統的知見及び管理手法を文書化し、適用

を奨励しましたか？ 
   (A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-Planned 計画中)  

A 

4.1.3 Does the Contracting Party promote public participation in 
decision-making (with respect to wetlands), especially 
with local stakeholder involvement in the selection of new 
Ramsar sites and in Ramsar site management? {6.1.4} 

   締約国は、一般市民に意思決定（湿地に関するもの）への

参加、特に地域の利害関係者が新しい条約湿地の決定や、

条約湿地の管理に係ることを奨励していますか？ 
   (A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-Planned 計画中)  

A 

4.1.4 Have educational and training activities been developed 
concerning cultural aspects of wetlands? {r6.1.vii} 

   湿地の文化的側面に関連した教育や研修活動が進められま

したか？ 
   (A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-Planned 計画中)  

C 

4.1.5 Have cultural values of wetlands been included in the 
management planning of Ramsar sites and other 
wetlands? {r.6.1.vi} 

    湿地の文化的価値は、ラムサール条約湿地およびその他の

湿地の管理計画に含まれていますか？ 
   (A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-Planned 計画中)  

[if “Yes” or “Partly”, please indicate, if known, how many Ramsar sites 
and their names in Additional implementation information below] 
「はい」あるいは「一部」の場合は、判明していれば、下記追加情報

に条約湿地数および名称を明記する。） 

C 
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Additional implementation information: 
追加的実施情報（実施に係る追加情報） 
 
A): on Indicators 4.1.1 – 4.1.5 For each piece of additional information text, please clearly identify to which 
indicator number it refers – e.g. “4.1.3: [.. additional information …]” 
A):   指標質問 4.1.1-4.1.5 について   

各追加情報が、どの指標質問に対応するのか明記する。例（4.1.5： (追加情報)） 
 

4.1.1：釧路湿原を始めとする河川、湿地、干潟等で実施されている自然再生事業では、地域

住民等が自然再生協議会へ参加するための基礎情報として、自然再生事業の概要や課題等に

ついて整理・公表している。 
4.1.2： 
・天然記念物杉沢の沢スギは，材や落葉・落枝を利用することにより維持されてきた湿地林

であるが，かつての利用が行われなくなったこと等により，林相の変化等が起こっている。

かつての森林景観維持の観点から，地域住民等の参加による調査を実施し，かつての管理方

法を復活させるような管理計画をまとめる事業について補助を行った。 
・重要文化的景観「アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の文化的景観」では、地域に

おける伝統的な生活の場として河川等の水場が重要であることを明らかにし、祭等の生活や

放牧等の生業を営むことによって湿地の良好な管理を図るよう、保存計画策定事業について

補助を行った。 
・釧路湿原を始めとする河川、湿地、干潟等で実施されている自然再生事業の自然再生計画

に、地域住民等と連携した管理手法を定めている。 
4.1.2 & 4.1.5 ： 
・片野鴨池（ラムサール条約湿地）周辺では、300 年以上に渡り夏は周辺の水田の灌漑用水

池として利用し、冬は水田に水を溜めてガンカモ類の生息環境を創出し、伝統的な投げ網猟

の猟場として利用・維持してきた。ラムサール条約登録（1993 年）以降、伝統的な水管理手

法の有効性が認識されるとともに、関係者の連絡協議会が設置され、管理や保全活動が進め

られている。 
・琵琶湖（ラムサール条約湿地）では、昔から伝統的な手法によるアユやニゴロブナ漁が行

われ、湿地の賢明な利用が進められてきた。また湖畔のヨシは過去に伝統的な建築材等とし

て利用されてきており、景観保全上重要であることから、ヨシ群落保全条例等により保全措

置が講じられている。 
・野付半島・野付湾では、浅い湾内に生育しているアマモを傷つけないよう、スクリューを

使わない打瀬船（白い三角形の帆をあげた船）による独特のホッカイシマエビ漁が 100 年以

上続けられている。 
4.1.3：  
・湿地を含む生態系を保全するため、鳥獣保護区や自然公園等の保護地域を設定し、当該地

域の管理計画を策定する場合には、国の関係行政機関、地方自治体、主な利害関係者等との

調整を行うほか、一般市民等の意見を広く聴取している。 
・釧路湿原を始めとする河川、湿地、干潟等で実施されている自然再生事業では、行政・専

門家・NPO・地域住民等の多様な主体の参画のもと自然再生協議会を設置し、全体構想及び

実施計画を策定している。 
・仏沼（ラムサール条約湿地）では、関係する行政機関・団体や住民が役割を分担し、協働

しながら仏沼の保全と活用を推進することを目的に「三沢市仏沼保全協議会」を設立した。

ラムサール条約湿地である仏沼を次世代に引き継ぎ、今後も持続可能な活用を続けていくた

め「仏沼保全活用に関する基本指針」を定め、仏沼の生態系保全と活用を推進することとし

ている。 
・条約湿地を含む保護地域の適切な管理を推進するため、ラムサール条約湿地「尾瀬」を含

む尾瀬国立公園などでは、地域の多様な関係者との協働・連携に向けた取組を行っている。 
・河川整備計画等を作成する際には、関係住民等を交えた流域委員会を設置し検討を行って

いる。 
・ラムサール条約湿地の賢明な利用を推進するため、地域の利害関係者を対象としたワーク
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ショップ等を開催しているほか、普及啓発のためのパンフレットを配布し、利害関係者の湿

地保全管理への参画を奨励している。 
4.1.4： 
・釧路湿原を始めとする河川、湿地、干潟等で実施されているほとんどの自然再生事業にお

いて、市民団体等と連携して環境教育等を実施している。 
・名蔵アンパル登録一周年記念観察会において、アンパルに関する民謡の紹介・合唱、現地

観察が実施された。 
・「近江八幡の水郷」の文化的景観保存計画が、学校教育や生涯学習の場で教材として保存

計画が活用されている。保存計画の中では、湿地の文化的価値について記述されている。 
・国土交通大学校での河川環境研修は、湿地の文化的価値に関する内容を盛り込んでいる。 
4.1.5： 
・天然記念物として指定されている湿地の保存管理計画及び重要文化的景観として選定され

ている湿地の保存計画には、文化財としての価値について記述されている。 
・釧路川水系河川整備計画（原案）では、釧路湿原を含む河川の管理及び湿原の文化的価値

について位置付けている。 
・石西礁湖自然再生マスタープラン、石西礁湖自然再生全体構想において湿地の文化的価値

が言及されている。 
 
B): on any other aspects of Strategy 4.1 national implementation: 
B):   戦略 4.1 に関する国内の実施について、その他事項があれば記載する。 
           

 
STRATEGY 4.2 Promote the involvement of the private sector in the conservation and wise use of 
wetlands. 
戦略 4.2  民間部門が湿地の保全と賢明な利用に参画するよう働きかける。 
Indicator questions: 
指標質問 
 

4.2.1 Is the private sector encouraged to apply the wise use 
principle in activities and investments concerning 
wetlands? {7.1.1} 

   民間部門に対し湿地に関する活動と投資において賢明な利

用原則を適用することを奨励しましたか？ 
   (A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-Planned 計画中) 

C 

4.2.2 Have private-sector “Friends of Wetlands” fora or similar 
mechanisms  been established? {7.1.4} 

   民間部門により「湿地懇談会」またはそれに相当するメカ

ニズムが設立されましたか？ 
   (A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-Planned 計画中) 

[If “Yes” or “Partly”, please indicate in Additional implementation 
information below the private sector companies involved] 
「はい」あるいは「一部」の場合、下記追加情報に係わった民間会社

を明記すること。 

C 

 
Additional implementation information: 
追加的実施情報（実施に係る追加情報） 
 
A): on Indicators 4.2.1 – 4.2.2 For each piece of additional information text, please clearly identify to which 
indicator number it refers – e.g. “4.2.2: [.. additional information …]” 
A):   指標質問 4.2.1-4.2.2 について   

各追加情報が、どの指標質問に対応するのか明記する。例（4.2.2 ：(追加情報)） 
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4.2.1：民間部門を含む幅広い主体に対し、ラムサール条約の概念と湿地の賢明な利用につい

ての普及啓発を促すため、各種シンポジウムの開催及び主な条約湿地における水鳥湿地セン

ターを中心とした情報発信を進めた。新しいラムサール条約湿地への登録を前提とした保護

区の設定等に際して、利害関係者としての民間部門の理解を得ている。 
4.2.2：国際サンゴ礁年推進委員会が設立されており、例えば、富士ゼロックス株式会社、三

菱商事株式会社、リゾートトラスト株式会社等が関わっている。 
 
B): on any other aspects of Strategy 4.2 national implementation: 
B):   戦略 4.2 に関する国内の実施について、その他事項があれば記載する。 
           

 
STRATEGY 4.3 Promote measures which encourage the application of the wise use principle. 
 戦略 4.3  賢明な利用原則を適用するための奨励措置を促進する。 

 
Indicator questions: 
指標質問 

4.3.1 Have actions been taken to promote incentive measures 
which encourage the conservation and wise use of 
wetlands? {8.1.1} 

   湿地の保全と賢明な利用を促進する奨励措置がとられまし

たか？ 
   (A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-Planned 計画中) 

C 

4.3.2 Have actions been taken to remove perverse incentive 
measures which discourage conservation and wise use 
of wetlands? {8.1.1} 

   湿地の保全と賢明な利用の妨げとなる措置を除去する方策

が講じられましたか？ 
   (A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-Planned 計画中) 
 

B 

 
Additional implementation information: 
追加的実施情報（実施に係る追加情報） 
 
A): on Indicators 4.3.1 – 4.3.2 For each piece of additional information text, please clearly identify to which 
indicator number it refers – e.g. “4.3.2: [.. additional information …]” 
A):   指標質問 4.3.1-4.3.2 について   

各追加情報が、どの指標質問に対応するのか明記する。例（4.3.2 ：(追加情報)） 
4.3.1： 
・藤前干潟（ラムサール条約湿地）において、その隣接地域で鳥類被害対策に関する連絡協

議会を発足し、ヒドリガモによる農作物食害防除対策を実施し、水鳥と農業の共存に取り組

んでいる。 
・渡り鳥の越冬環境に配慮した水田農業を行い、その水田で収穫された米に「渡り鳥と共生

する田でとれた米」として販売する事例や、このような取組みに対し支援措置が講じられて

いる事例がある。 
 
B): on any other aspects of Strategy 4.3 national implementation: 
B):   戦略 4.3 に関する国内の実施について、その他事項があれば記載する。 
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STRATEGY 4.4 Support, and assist in implementing at all levels, the Convention’s Communication, 
Education, and Public Awareness Programme (Resolution VIII.31) for promoting the conservation and 
wise use of wetlands through public participation and communication, education, and public awareness 
(CEPA). 
戦略 4.4 一般市民の参加と広報、教育、普及啓発（CEPA）を通じ、湿地の保全と賢明な利用を促進

するための広報・教育・普及啓発プログラム（決議Ⅷ.31）を支持し、このプログラムのあらゆるレベ

ルでの実施を支援する。 

Indicator questions: 
指標質問 
 

4.4.1 Has a mechanism for planning and implementing wetland 
CEPA (National Ramsar/Wetland Committee or other 
mechanism) been established with both CEPA 
Government and NGO National Focal Point (NFP) 
involvement? {r9.iii.ii} 

   政府とＮＧＯの双方の CEPA フォーカルポイントが関与す

る、湿地に関する CEPA の計画と実行のためのメカニズム

(国のラムサール条約湿地委員会あるいはその他のメカニズ

ム)が設立されましたか？ 
 (A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-Planned 計画中) 

 
[If “Yes” or “Partly”, please describe in Additional implementation 
information below the mechanism] 
「はい」あるいは「一部」の場合、下記追加的実施情報（実施に係る

追加情報）にメカニズムを 
詳しく述べること。 

B 

4.4.2 Has a National Action Plan (or plans at the subnational, 
catchment or local level) for wetland CEPA been 
developed? {r.9.iii.iii} 

   湿地の CEPA のための国内行動計画（あるいは地方、集水

域又は地元レベルの計画）が策定されましたか？ 
(A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-Planned 計画中) 
[Even if a National Action Plan has not yet been developed, if broad 
CEPA objectives for national CEPA actions have been established 
please indicate this in the Additional implementation information 
section for Strategy 4.4] 
もし、国内の行動計画が策定されていないとしても、国の CEPA 行動

のための広範な CEPA の目的が設立された場合には、戦略 4.4 の追加

的実施情報欄に明示すること。 

C 

4.4.3 Have actions been taken to communicate and share 
information cross-sectorally on wetland issues amongst 
relevant ministries, departments and agencies? {r9.iii.v} 

   関係省庁間で、湿地問題についての部門をまたがる知見の

伝達と情報共有に関して、活動が行われたか？ 
(A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-Planned 計画中) 

A 
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4.4.4 Have national campaigns, programmes, and projects 
been carried out to raise community awareness of the 
ecosystem benefits/services provided by wetlands? {r9.vi.i}

   湿地によりもたらされる生態系の恩恵/サービスに関し、地

域住民の間での普及啓発を進めるために国レベルのキャン

ペーン、プログラムまたは事業が実行されたか？ 
 (A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-Planned 計画中) 

 
[If:  
a) support has been provided for the delivery of these and other CEPA 
activities by other organisations; and/or  
b) these have included awareness-raising for social, economic and/or 
cultural values,  
please indicate this in the Additional implementation information 
section for Strategy 4.4 below] 

もし、 
a) CEPA の上記あるいは別の活動のために、他の機関から

サポートが行われた、 または、 
b) 社会、経済、及び/又は文化的価値の普及啓発が含まれ

た    
場合には、戦略 4.4 の追加的実施情報欄に明記すること。 

A 

4.4.5 Have World Wetlands Day activities in the country, either 
government and NGO-led or both, been carried out? 
{r9.vi.ii} 

   国内の世界湿地の日に関する活動が、政府主導、NGO ベー

ス、あるいは双方により実施されましたか？ 
(A-Yes はい、B-No いいえ、C-Planned 計画中) 

 

A 

4.4.6 Have education centres been established at Ramsar sites 
and other wetlands? {r9.viii.i} 

   ラムサール条約湿地や他の湿地に教育センターが設立され

ましたか？ 
(A-Yes はい、B-No いいえ、C-Some sites 数カ所、D-Planned 計画中)

 
[If any such centres are part of the Wetland Link International (WLI) 
Programme of the Wildfowl & Wetland Trust, UK, please indicate this 
in the Additional implementation information section for Strategy 4.4 
below] 
もし、そのセンターがイギリスの水鳥湿地トラストの湿地リンクイン

ターナショナル (WLI)プログラムの１員である場合、下記戦略 4.4 の

追加的実施情報欄に明記すること。 

A 

 
Additional implementation information: 
追加的実施情報（実施に係る追加情報） 
 
A): on Indicators 4.4.1 – 4.4.6 For each piece of additional information text, please clearly identify to which 
indicator number it refers – e.g. “4.4.3: [.. additional information …]” 
A):   指標質問 4.4.1-4.4.6 について   

各追加情報が、どの指標質問に対応するのか明記する。例（4.4.3： (追加情報)） 
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4.4.2： 
・2007 年に策定された第三次生物多様性国家戦略において、湿地も含めた生物多様性の保全

に関する「普及広報と国民的参画の推進」の具体的な方策を明記した。 
・地元レベルのものとしては、釧路湿原自然再生協議会再生普及小委員会で作成された「釧

路湿原自然再生普及行動計画」、上サロベツ自然再生協議会で作成された「上サロベツ自然

再生普及行動計画」、「石西礁湖自然再生マスタープラン」、「石西礁湖自然再生全体構

想」が相当する。 
4.4.4： 
・湿地の恵みについて普及啓発資料を作成し、各自治体に配布した。 
・釧路湿原において、釧路湿原自然再生シンポジウム、現地見学会等を実施した。 
・年に一度東京にて開催されている「エコライフ・フェア」において、湿地のもたらす恵み

について展示している。 
4.4.5：条約事務局が作成した世界湿地の日に関するポスター等の資料を関係省庁、自治体、

NGO 等に送付した。2005 年には、琵琶湖（ラムサール条約湿地）において「世界湿地の

日」にちなんだ観察会が実施されているほか、シンポジウム開催等各地で NGO の取組が行

われた。 
4.4.6：条約湿地では、クッチャロ湖、宮島沼、厚岸湖・別寒辺牛湿原、琵琶湖、佐潟、藤前

干潟、漫湖等に教育施設が設置されている。このうち、宮島沼水鳥・湿地センターは 2007
年 3 月に開所したもの。 

 
B): on any other aspects of Strategy 4.4 national implementation: 
B):   戦略 4.4 に関する国内の実施について、その他事項があれば記載する。 
           

 
STRATEGY 4.5 Promote international assistance to support the conservation and wise use of wetlands, 
while ensuring that environmental safeguards and assessments are an integral component of all 
development projects that affect wetlands, including foreign and domestic investments. 
戦略 4.5 国内外の投資によるものを含み、湿地に影響を与えるすべての開発計画において、環境保護

措置と影響評価が不可分の要素として確実に盛り込まれるようにする一方で、湿地の保全と賢明な利

用を支援するための国際協力を促進する。 

Indicator questions: 
指標質問 
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 4.5.1 [For Contracting Parties with development assistance 
agencies only] Has funding support been provided from 
the development assistance agency for wetland 
conservation and management in other countries? {15.1.1}

   （開発援助機関を持つ締約国に対して） 
   他国の湿地保全と管理のために、開発援助機関により資金

援助を行っていますか？ 
(A-Yes はい、B-No いいえ、C-Some countries 数カ国、 
D-Not applicable 該当せず) 

 
[If “Yes” or “Some countries”, please indicate in Additional 
implementation the countries supported since COP9] 
「はい」あるいは「数カ国」の場合、第９回締約国会議以降 
援助を行った国を、追加実施に明記すること。 

C 

4.5.2 [For Contracting Parties in receipt of development 
assistance only] Has funding support been mobilized 
from development assistance agencies specifically for in-
country wetland conservation and management? {15.1.8} 

   （開発援助を受けた締約国に対して） 
   特に国内の湿地の保全と管理のために、開発援助機関から

の資金援助が分配されましたか？ 
(A-Yes はい、B-No いいえ、C-Some agencies 数カ所（援助機関）、

D-Not applicable 該当せず) 
 

[If “Yes” or “Some countries”, please indicate in Additional 
implementation the agencies from which support has been received 
since COP9] 
「はい」あるいは「数カ国」の場合、追加実行に第９回締約国会議以

降受けたサポートを明記すること。 

D 

 
Additional implementation information: 
追加的実施情報（実施に係る追加情報） 
 
A): on Indicators 4.5.1 – 4.5.2 For each piece of additional information text, please clearly identify to which 
indicator number it refers – e.g. “4.5.2: [.. additional information …]” 
A):   指標質問 4.5.1-4.5.2 について   

各追加情報が、どの指標質問に対応するのか明記する。例（4.5.2：追加情報)） 
4.5.1：わが国は、湿地の保全を含む環境関連分野での協力を重視しており、ラムサール条約

関連案件として、2005 年度から 2008 年度において技術協力をインドネシア、ミャンマー、

ブラジル、イラン、マレーシアに対して、草の根・人間の安全保障無償資金協力をフィリピ

ン、ベトナムに対して実施した。また、わが国はラムサール条約小規模無償基金への追加的

な自主貢献を実施している。わが国としては、途上国におけるキャパシティー・ビルディン

グ等を目的とした小規模無償基金の重要性を認識しており、今後とも本件拠出を実施できる

ように努めていく。同基金より援助を行った国名：ネパール(2006 年度) 
 
B): on any other aspects of Strategy 4.5 national implementation: 
B):   戦略 4.5 に関する国内の実施について、その他事項があれば記載する。 
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STRATEGY 4.6 Provide the financial resources required for the Convention’s governance, mechanisms 
and programmes to achieve the expectations of the Conference of the Contracting Parties. 
戦略 4.6  締約国会議からの要請に応えるため、条約の管理、各種の取組、またプログラムに必要な資

金を提供する。 

Indicator questions: 
指標質問 
 

4.6.1 {16.1.1} 
a) For the last triennium have Ramsar contributions been paid 

in full and in a timely manner (by 31 March of calendar 
year)? 

 過去３年間においてラムサール拠出金が、全額かつ適時に支払

われましたか？（暦で３月３１日までで） 
  (A-Yes はい、B-No いいえ) 

A 

b) If “No” in 4.6.1 a), please clarify what plan is in place to ensure future prompt 
payment: 

 4.6.1.の a)で「いいえ」の場合、今後の速やかな支払いを確約するための計画を明

記すること。 
           

 
4.6.2 {16.1.2} 
a) Has any additional financial support been provided through 

voluntary contributions to the Ramsar Small Grants Fund 
or other non-core funded Convention activity? 

       ラムサール小規模基金あるいはその他の非基本資金条約の

活動に対して任意の拠出金を通じて、追加の資金援助が行

われましたか？ 
(A-Yes はい、B-No いいえ) 

A 

b) If yes, please state the amounts: 
     「はい」の場合、金額を記入すること。 
2006 度：ネパール案件（Sustainable Wetland Management for Wildlife and People at 
Jagdishpur Reservoir, Central Nepal）に 3.2 万米ドル供与 
2005 年度：締約国会議に参加するアジアの途上国渡航費用途に 2.0 万米ドル供与 

 
 
Additional implementation information: 
追加的実施情報（実施に係る追加情報） 
 
A): on Indicators 4.6.1 – 4.6.2 For each piece of additional information text, please clearly identify to which 
indicator number it refers – e.g. “4.6.2: [.. additional information …]” 
A):   指標質問 4.6.1-4.6.2 について   

各追加情報が、どの指標質問に対応するのか明記する。例（4.6.2：(追加情報)） 
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B): on any other aspects of Strategy 4.6 national implementation: 
B):   戦略 4.6 に関する国内の実施について、その他事項があれば記載する。 
           

 
STRATEGY 4.7 Ensure that the Conference of the Contracting Parties, Standing Committee, Scientific 
and Technical Review Panel, and Ramsar Secretariat are operating at a high level of efficiency and 
effectiveness to support implementation of this Framework. 
 戦略 4.7   締約国、常設委員会、STRP、および条約事務局が、この戦略計画実施を支援して、極めて

効率的、効果的に機能するよう図る。 

 
Indicator questions: 
指標質問 
 

4.7.1 Has the Contracting Party used its previous Ramsar 
National Reports in monitoring its implementation of the 
Convention?  

    締約国は、条約の実施のモニタリングを行う際に前回のラ

ムサール国別報告書を利用したか？ 
   (A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-Planned 計画中) 

[If “Yes” or “Partly”, please indicate in Additional implementation 
information how the Reports have been used for monitoring] 
「はい」あるいは「一部」の場合、追加的実施情報（実施に係る追加

情報）に、報告書をモニタリングにどのように利用したのか記載す

る。 

A 

 
Additional implementation information: 
追加的実施情報（実施に係る追加情報） 
 
A): on Indicator 4.7.1 
A):   指標質問 4.7.1.について 

4.7.1：ラムサール条約関係省庁連絡会議において、条約の履行状況を報告した。 
 
B): on any other aspects of Strategy 4.7 national implementation: 
B):   戦略 4.7 に関する国内の実施について、その他事項があれば記載する。 
           

 
STRATEGY 4.8 Develop the capacity within, and promote cooperation among, institutions in Contracting 
Parties to achieve conservation and wise use of wetlands.  

戦略 4.8  湿地の保全と賢明な利用を実現するために、締約国の機関内部の能力の向上を図り、締約国

内の機関相互の協力を促進する。 

 
Indicator questions: 
指標質問 
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4.8.1 Has a review of national institutions responsible for the 
conservation and wise use of wetlands been completed? 
{18.1.1} 

    湿地の保護と賢明な利用に責任を有する国内機関の見直し

を行ったか？ 
    (A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-In progress 進行中、 

E-Planned 計画中) 
[If “Yes” or “Partly”, please indicate in Additional implementation 
information if this has led to proposals for, or implemenation of, any 
changes in institutional responsibilities] 
「はい」あるいは「一部」の場合、もし責任を有する国内機関の変更

の提案あるいは変更の実行に結びつくなら、追加実行情報に明記す

る。 

B 

4.8.2 Is a National Ramsar/Wetlands cross-sectoral Committee 
(or equivalent body) in place and operational? {18.1.2} 

   国内のラムサール条約／湿地の部門横断的な協議会（ある

いは同等の母体）が設置及び運営されているか？ 
           (A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-Planned 計画中)  

[If “Yes”, please summarise in Additional implementation information 
its membership and frequency of meetings] 
「はい」の場合、下記追加的実施情報（実施に係る追加情報）に会合

および会合の開催頻度を明記する。 

A 

 
Additional implementation information: 
追加的実施情報（実施に係る追加情報） 
 
A): on Indicators 4.8.1 – 4.8.2 For each piece of additional information text, please clearly identify to which 
indicator number it refers – e.g. “4.8.2: [.. additional information …]” 
A):   指標質問 4.8.1-4.8.2 について   

各追加情報が、どの指標質問に対応するのか明記する。例（4.8.2：(追加情報)） 
4.8.2: 関係省庁、自治体（県及び市町村）及びNGOの代表により構成されるラムサール推進

国内連絡会議を必要に応じて開催し、情報交換等を実施している。 
 
B): on any other aspects of Strategy 4.8 national implementation: 
B):   戦略 4.8 に関する国内の実施について、その他事項があれば記載する。 
           

 
STRATEGY 4.9 Maximize the benefits of working with the Convention’s International Organization 
Partners (IOPs*) and others. 
戦略 4.9   条約の IOP やその他の機関との協働による恩恵を最大限活用する。 
Indicator question: 
指標質問 
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4.9.1 Has your country received assistance from one or more 
of the Convention’s IOPs* in its implementation of the 
Convention? 

    条約の実施に際して、国内の１つあるいは複数の条約の国

際機関パートナーの援助を受けましたか？ 
           (A-Yes はい、B-No いいえ、C-Planned 計画中)  

[If “Yes”, please provide in Additional implementation information the 
name(s) of the IOP(s) and the type of assistance provided] 
「はい」の場合、追加的実施情報（実施に係る追加情報）に国際機関

パートナーの名称および援助の種類を明記する。 

A 

4.9.2 Has your country provided assistance to one or more of 
the Convention’s IOPs*? 

    １つ以上の条約の国際機関パートナーに援助を用意してい

ますか？ 
            (A-Yes はい、B-No いいえ、C-Planned 計画中) 

[If “Yes”, please provide in Additional implementation information the 
name(s) of the IOP(s) and the type of assistance provided] 
「はい」の場合、追加的実施情報（実施に係る追加情報）に国際機関

パートナーの名称および援助の種類を明記する。 

A 

* The IOPs are: BirdLife International, International Water Management Institute (IWMI), Wetlands International, The 
World Conservation Union (IUCN), and WWF International. 
＊国際機関パートナーとは： バードライフ・インターナショナル、国際水管理研究所(IWMI)、 

国際湿地保全連合(WI)、国際自然保護連合(IUCN)、および世界自然保護基金 

 
Additional implementation information: 
追加的実施情報（実施に係る追加情報） 
 
A): on Indicators 4.9.1-4.9.2 
A):   指標質問 4.9.1-4.9.2 について 

4.9.1： 
・国際湿地保全連合によるアジア水鳥センサスの実施及びその情報提供により、基準６の水

鳥個体群の個体数の１％及び水鳥個体数の変動の把握が可能となっている。 
・環境省が 2008 年 6 月ベトナム・ハノイで共催予定の第四回アジア湿地シンポジウムに

IUCN ベトナムの支援を受けている。 
4.9.2： 
・我が国は 1995 年に国際湿地保全連合に加入しており、毎年メンバーシップ分担金を支払

っている。 
・我が国は 1995 年 6 月に国家会員として IUCN に加盟しており、毎年会員費（membership 
fee）を拠出している。 

 
B): on any other aspects of Strategy 4.9 national implementation: 
B):   戦略 4.9 に関する国内の実施について、その他事項があれば記載する。 
           

 
STRATEGY 4.10 Identify the training needs of institutions and individuals concerned with the 
conservation and wise use of wetlands, particularly in developing countries and countries in transition, 
and implement appropriate responses. 
 戦略 4.10  特に開発途上国や経済移行国などにおいて、湿地の保全と賢明な利用に関わる機関や個人

にとって必要な研修の内容を特定し、適切な対応を行う。 
Indicator questions: 
指標質問 
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4.10.1 Has your country provided support to, or participated in, 

the development of regional (i.e., covering more than one 
country) wetland training and research centres? 

    地域（１ヵ国より多くの国をカバーするもの）の湿地研

修・リサーチセンターの設置に支援、又は参加しました

か？ 
   (A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-Planned 計画中)  

[If “Yes”, please indicate in Additional implementation information the 
name(s) of the centre(s)] 
「はい」の場合、追加的実施情報（実施に係る追加情報）にセンター

の名称を記入すること。 

B 

4.10.2 Has an assessment of national and local training needs 
for the implementation of the Convention, including in the 
use of the Wise Use Handbooks, been made? {20.1.2} 

   賢明な利用ハンドブックの使用を含めた、条約の実施に関

する国及び地方における研修の必要性についてアセスメン

トを行いましたか？ 
   (A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-In progress 進行中、 

E-Planned 計画中) 
 

B 

4.10.3 Have opportunities for wetland site manager training in 
the country been provided? {20.1.6} 

   国内での湿地管理者研修の機会を提供していますか？ 
(A-Yes はい、B-No いいえ、C-Partly 一部、D-Planned 計画中) 

A 

     
 
Additional implementation information: 
追加的実施情報（実施に係る追加情報） 
 
A): on Indicators 4.10.1 – 4.10.3 For each piece of additional information text, please clearly identify to 
which indicator number it refers – e.g. “4.10.3: [.. additional information …]” 
A):   指標質問 4.10.1-4.10.3 について   

各追加情報が、どの指標質問に対応するのか明記する。例（4.10.3：(追加情報)） 
4.10.3 ： 

・国際協力機構の研修プログラムを通じ、途上国からの研修者を対象とした湿地保全及び賢

明な利用、珊瑚礁の保全、マングローブの保全に関する各種研修コースを日本国内（釧路国

際ウェットランドセンター（KIWC）等）及び途上国にて実施している。 
・生物多様性条約やラムサール条約等の国際環境協定について、途上国の環境問題担当者の

理解を深め、各国の環境行政の進展に資することを目的として、日本の財政支援により国連

訓練調査研究所（UNITAR）が北海道釧路で実施している。 
・この他、国内ラムサール湿地管理者を対象にしたワークショップ、東アジア・オーストラ

リア地域フライウェイ・パートナーシップに基づく国内ネットワークサイトに対する研修を

開催している。 
 
B): on any other aspects of Strategy 4.10 national implementation: 
B):   戦略 4.10 に関する国内の実施について、その他事項があれば記載する。 
           

 
 


