芳ヶ平湿地群

47
（よしがだいらしっちぐん）
2015年5月／中間湿原、淡水池沼、強酸性火口湖、河川／群馬県／887ha／
中之条町 http://www.town.nakanojo.gunma.jp/
草津町 http://www.town.kusatsu.gunma.jp/
■中之条町芳ヶ平湿地群公式サイト
http://www.town.nakanojo.gunma.jp/˜info/2-kikakuseisaku/
ramsar/index.html
■（一社）中之条町観光協会
http://www.nakanojo-kanko.jp/

もっと
よく知ろう

48

肥前鹿島干潟（ひぜんかしまひがた）

2015年5月／干潟／佐賀県／57ha／
http://www.city.saga-kashima.lg.jp/
http：//www.city.saga-kashima.lg.jp/main/9198.html

ラムサール条約にかかわるリンク集

●条約本文日本語：環境省HP
http://www.biodic.go.jp/biolaw/law̲f.html
●ラムサール条約スイス事務局
（英語）
http://www.ramsar.org/
●環境省ラムサール条約と条約湿地HP
http://www.env.go.jp/nature/ramsar/conv/index.html
●外務省 ラムサール条約
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/rmsl.html
●ラムサール条約湿地情報サービス
（英語）
https://rsis.ramsar.org/

インターネットのホームページでも調べられます。

ラムサール条約 市町村会議

http://www.ramsarsite.jp/

検索

発 行
ラムサール条約登録湿地関係市町村会議
事務局（平成26〜28年度） 〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
名古屋市環境局環境企画部環境活動推進課
TEL：052-972-2662 FAX：052-972-4134
メールアドレス a2662@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

再生紙を使用しています。

2016年
2月

●ラムサール条約の目的

1

水の流れと生命を
イメージした
ラムサールマーク

ラムサール条約は、湿地の「保全」と「賢明な利用（かしこく使うこと。
英語でワイズユースといいます。）」を目指しています。
ラムサール条約の正式名称は、
「特に水鳥の生息
地として国際的に重要な湿地に関する条約」とい
います。
1971年に、この条約が結ばれたイランの町の名
前をとって、
「ラムサール条約」と呼ばれています。
渡り鳥や魚など、いろいろな生き物がすめるよ
うな、湿地を守るための条約です。
環境に関係する国際的な条約としては、もっとも
古いものです。

湿地は、私たちのくらしを洪
水から守ってくれたり、飲み水に
なったり、動物や植物のすみか
になります。人や生き物にとって
大切な湿地も、私たちの使い方
しだいでは、容易にこわれてしま
います。
ラムサール条約は、この大切
な湿地を、世界中の国が協力し、
守っていくことを
目指しています。

保

全

私たちは、昔から湿地を使っ
てくらしてきました。
漁をしたり、遊んだり、勉強し
たり、いろいろな使い方をしてき
ました。
これからも、ずっと湿地を使
っていくためには、湿地をこわす
ような使い方はできません。
湿地をこわさず使っていくこ
とを「賢明な利用」
といいます。

賢明な利用

（ワイズユース）

交流・能力養成学習・参加・普及啓発

●国際的に重要な湿地って？
国際的に重要である
と認められた理由は、
右の表の基準をみたし
ているからです。
あなたの市や町や村
の湿地はどの基準をみ
たしているか調べてみ
ましょう。

ラムサール条約湿地の国際的選定基準
Ａ）代表的、希少または固有な湿地タイプを含む湿地
基準1 特定の生物地理区を代表するタイプの湿地、または希少なタイプの湿地
Ｂ）生物多様性の保全のために国際的に重要な湿地
基準2 絶滅のおそれのある種や生態学的群集を支えている湿地
基準3 生物地理区の生物多様性の維持に重要な動植物種の個体群を支えている湿地
基準4 動植物の生活環の重要な段階を支える、または悪条件下の避難場所となる湿地
基準5 定期的に2万羽以上の水鳥を支える湿地
基準6 水鳥の一種（亜種）の個体群の1％以上を定期的に支えている湿地
基準7 固有な魚類の亜種、種、科の相当割合を維持し、生物多様性に貢献する湿地
基準8 魚類の食物源、産卵・生息場、漁業資源の回遊経路として重要な湿地
基準9 動植物種（鳥類以外）の地域個体群の1％以上を定期的に支えている湿地

日本では、次の条件をみたす湿地を登録しています
１
２
３

1

湿地が人や動物や植物に役に立っていることや、湿地をかしこく使
う考えは、まだ十分に人々に伝わっているとはいえません。そこで、湿
地を守るには、湿地を使う人、周りに住んでいる人など、みんなで話
し合うこと、学びあうこと、伝えることが大切です。

ラムサール条約の基準1〜9に該当すること
国の法律（自然公園法、鳥獣保護管理法、種の保存法等）により、自然環境の
保全が図られること
地元自治体（住民）の賛同が得られること

●ラムサール条約登録湿地関係市町村会議について
湿地は、
もともとそこに住んでいる人々のくらしを支えてきました。
ラムサール条約が目指している湿地の
「保全」
や
「賢明な利用」
をするには、
そこに
住んでいる人々や市や町や村の協力が必要です。
湿地を守るため、ラムサール条約湿地がある地域の
市町村が集まってできたのが「ラムサール条約登録湿
地関係市町村会議」
です。
地域の情報を交換したり、お互いの活動に協力し
て、
湿地を保全しています。
2

2

3

●湿地とは、何だろう

●ラムサール条約締約国会議とは

ひとことで言えば、水のあるところです。ラムサール条約では、人工的な
ものか、自然のものか、水が流れているか、たまっているか、真水（淡水）か
塩水かも関係ないのです。
具体的には、サンゴ礁、マングローブ林、干潟、湿原、河川、湖沼、水田、ダ
ム湖などがあります。
湿地の種類を①塩水から淡水 ②内陸 ③人工のものに大きくわけ、整理
すると下の表になります。
湿地の種類(大別)
塩水から淡水
（海岸域・沿岸域）

ラムサール条約に加入した国（=締約国：ていやくこく）が3年ごとに、テ
ーマを決め集まり、世界の各地で開かれる会議です。第12回会議では、
「 Wetlands for our Future.（湿地を大切にしよう 私たちの未来のため
に）」をテーマに開催されました。
各国の湿地の現状、保全の取り組みなどの情報を交換し、今後の計画に
ついて話し合います。会議によって、条約の内容が深まり豊富になってきて
いることがラムサール条約の特徴です。
2015年12月現在、締約国数は169ヵ国で、条約湿地数2,221ヵ所、総面積
約2億1千万ヘクタールが登録されています。

具体例

ラムサール条約締約国会議開催地

藻場、サンゴ礁、マングローブ林、
汽水湖、干潟、塩性湿地 など

ラムサール
スイス事務局

内陸(または淡水)

湿原、河川、湖沼、地下水系、カルスト など

人工

水田、ダム湖、ため池 など

イラン
ラムサール

地下水系
（カルスト鍾乳洞）

湿原

ラムサール条約締約国
ラムサール条約未締約国

湿原

水田

ダム湖
河川

湖沼

塩性湿地

❶

第1回会議 1980年11月
カリアリ（イタリア）

❷

第2回会議 1984年5月
フローニンヘン（オランダ）

❸

第3回会議 1987年5月
レジャイナ（カナダ）

❹

第4回会議 1990年6月
モントルー
（スイス）

❺

第5回会議 1993年6月
釧路（日本）

❻

第6回会議 1996年3月
ブリスベン（オーストラリア）

❼

第7回会議 1999年5月
サン・ホセ（コスタリカ）

❽

第8回会議 2002年11月
バレンシア（スペイン）

❾

第9回会議 2005年11月
カンパラ（ウガンダ）

❿

第10回会議 2008年10-11月
チャンウォン
（韓国）

⓫

第11回会議 2012年
ブカレスト（ルーマニア）

⓬

第12回会議 2015年
プンタ・デル・エステ（ウルグアイ）

⓭

第13回会議 2018年
ドバイ
（アラブ首長国連邦）
※予定

マングローブ林

ため池
汽水湖

藻場

サンゴ礁

干潟
3

4

4

クッチャロ湖

濤沸湖

サロベツ原野

日本は、
釧路湿原をラムサール条約湿地として、
1980年に条約に加入し、
順
次条約湿地を増やしてきました。
2015年6月現在、
日本国内では50ヵ所、
148,002ヘクタールの条約湿地があ
りますが、
これからもさらに増える予定です。

阿寒湖

野付半島・野付湾

雨竜沼湿原
風蓮湖・春国岱

宮島沼
釧路湿原
ウトナイ湖

霧多布湿原

41

ラムサール条約登録湿地関係市町村会議ホームページ

厚岸湖・別寒辺牛湿原

大沼

ラムサール条約湿地に関する情報をわか
りやすく提供するため、本会に加入する市
町村で、ホームページを開設しています。

仏沼

htt p://www. ra m sa rs i te.j p/

国内のラムサール条約
湿地MAP

■内容

大山上池・下池
立山弥陀ヶ原・
大日平

・ラムサール条約登録湿地関係市町村会議について
設立と経緯、会議内容等があります。
ラムサール条約の説明とリンク集があります。

・日本のラムサール条約登録湿地

宍道湖

各市町村から寄せられた湿地の最新情報があります。

・日本の条約湿地の資料
登録湿地に関する資料があります。

円山川下流域・
周辺水田

宮島

42

39

東よか干潟
肥前鹿島干潟 48

38

中池見湿地

化女沼
尾瀬

47

44

奥日光の湿原

46 涸沼

渡良瀬遊水地
43

40

蕪栗沼・周辺水田

片野鴨池

中海

秋吉台地下水系

伊豆沼・内沼

芳ヶ平 佐潟
湿地群

三方五湖

・ラムサール条約とは？

瓢湖

谷津干潟

東海丘陵湧水湿地群
藤前干潟
串本沿岸海域

荒尾干潟
琵琶湖

藺牟田池
くじゅう坊ガツル・
タデ原湿原

屋久島永田浜

5

漫湖
久米島の渓流・湿地
名蔵アンパル

慶良間諸島海域
45 与那覇湾

6

ラムサール条約登録湿地関係市町村
会議に加入する市町村の紹介
●登録順 湿地名（よみがな）
登録年月／湿地のタイプ／所在地／面積（ヘクタール）
関連自治体ホームページアドレス
■：関係施設

クッチャロ湖

3
（くっちゃろこ）
1989年7月／汽水湖、低層湿原／北海道／1,607ha
浜頓別町 http://www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/
■浜頓別クッチャロ湖水鳥観察館

6

厚岸湖・別寒辺牛湿原

（あっけしこ・べかんべうししつげん）
1993年6月／汽水湖、塩性湿地、河川、低層湿原、高層湿原／北海道
／5,277ha
厚岸町 http://www.akkeshi-town.jp/
■厚岸水鳥観察館
http://www.akkeshi-bekanbeushi.com/

釧路湿原

1
（くしろしつげん）
1980年6月／低層湿原、淡水湖、河川／北海道／7,863ha
釧路市 http://www.city.kushiro.lg.jp/
釧路町 http://www.town.kushiro.lg.jp/
標茶町 http://www.town.shibecha.hokkaido.jp/
鶴居村 http://www.vill.tsurui.lg.jp
■釧路国際ウェットランドセンター
http://www.kiwc.net/
■釧路湿原国立公園連絡協議会
http://city.hokkai.or.jp/˜kkr946/
■釧路市湿原展望台
http://www.kushiro-kankou.or.jp/tenboudai/
■環境省釧路湿原野生生物保護センター
http://www.env.go.jp/nature/yasei/guide/yaseiseibutsu.html
■温根内ビジターセンター
■細岡ビジターズラウンジ
■塘路湖エコミュージアムセンター「あるこっと」
■鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ
http://park15.wakwak.com/˜tancho/

ウトナイ湖

4
（うとないこ）
1991年12月／淡水湖、湖岸河川流域の低湿地／北海道／510ha
苫小牧市 http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/
■ウトナイ湖野生鳥獣保護センタ−
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/shizen/shizenhogo/utonai/

琵琶湖

9
（びわこ）
1993年6月／淡水湖、低層湿原／滋賀県／65,984ha
大津市 http://www.city.otsu.lg.jp/
近江八幡市 http://www.city.omihachiman.shiga.jp/
高島市 http://www.city.takashima.shiga.jp/
草津市 http://www.city.kusatsu.shiga.jp/
東近江市 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/
長浜市 http://www.city.nagahama.shiga.jp/
■琵琶湖水鳥・湿地センター http://www.biwa.ne.jp/˜nio/
■新旭水鳥観察センター http://okubiwako.net/mizudori/

谷津干潟

7
（やつひがた）
1993年6月／干潟／千葉県／40ha
習志野市 http://www.city.narashino.lg.jp/
■谷津干潟自然観察センター
http://www.seibu-la.co.jp/yatsuhigata/

佐潟

10
（さかた）
1996年3月／淡水湖／新潟県／76ha
新潟市 https://www.city.niigata.lg.jp/
■佐潟水鳥・湿地センター
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/kankyo/seikatukankyo/
shizenfureai/sakata/center.html

伊豆沼・内沼

2
（いずぬま・うちぬま）
1985年9月／淡水湖／宮城県／559ha
栗原市 http://www.kuriharacity.jp/
登米市 http://www.city.tome.miyagi.jp/
■宮城県伊豆沼・内沼サンクチュアリセンタ−
http://www7.ocn.ne.jp/˜izunuma/
■サンクチュアリセンターつきだて館(昆虫館)
http://www.kuriharacity.jp/index.cfm/12,377,63,html
■登米市伊豆沼・内沼サンクチュアリーセンター
http://www.city.tome.miyagi.jp/kurashi/kankyo/sannku.html

7

霧多布湿原

5
（きりたっぷしつげん）
1993年6月／高層湿原、低層湿原、塩性湿地、汽水湖、河川／
北海道／2,504ha
浜中町 http://www.town-hamanaka.jp/
■霧多布湿原センター
http://kiritappu.mond.jp/center/

片野鴨池

8
（かたのかもいけ）
1993年6月／淡水湖、水田／石川県／10ha
加賀市 http://www.city.kaga.ishikawa.jp/
■加賀市鴨池観察館
http://www.kagashi-ss.co.jp/kamoike/

漫湖

11
（まんこ）
1999年5月／河口干潟、マングローブ林／沖縄県／58ha
豊見城市 http://www.city.tomigusuku.okinawa.jp/
那覇市 http://www.city.naha.okinawa.jp/
■漫湖水鳥・湿地センター
http://www.manko-mizudori.net/

8

宮島沼

12
（みやじまぬま）
2002年11月／淡水湖／北海道／41ha
美唄市 http://www.city.bibai.hokkaido.jp/
■宮島沼水鳥・湿地センター
http://www.city.bibai.hokkaido.jp/miyajimanuma/

藤前干潟

13
（ふじまえひがた）
2002年11月／河口干潟／愛知県／323ha
名古屋市 http://www.city.nagoya.jp/
飛島村 http://www.vill.tobishima.aichi.jp
■稲永ビジターセンター http://chubu.env.go.jp/wildlife/fujimae/index.html
■藤前活動センター http://chubu.env.go.jp/wildlife/fujimae/index.html
■名古屋市野鳥観察館 http://www.inae-bird-watching-place.org/

雨竜沼湿原

14
（うりゅうぬましつげん）
2005年11月／高層湿原／北海道／624ha
雨竜町 http://www.town.uryu.hokkaido.jp/
■雨竜沼自然館

9

サロベツ原野

15
（さろべつげんや）
2005年11月／高層・中間・低層湿原、淡水湖／北海道／2,560ha
幌延町 http://www.town.horonobe.hokkaido.jp/
豊富町 http://www.town.toyotomi.hokkaido.jp/
■幌延ビジターセンター
■サロベツ湿原センター

濤沸湖

16
（とうふつこ）
2005年11月／汽水湖／北海道／900ha
網走市 http://www.city.abashiri.hokkaido.jp/
小清水町 http://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/
■濤沸湖水鳥・湿地センター
http://www.tofutsu-ko.jp/
■小清水原生花園インフォメーションセンター Hana

阿寒湖

17
（あかんこ）
2005年11月／淡水湖／北海道／1,318ha
釧路市 http://www.city.kushiro.lg.jp/
■阿寒湖畔エコミュージアムセンター
http://business4.plala.or.jp/akan-eco/
■マリモ展示観察センター

風蓮湖・春国岱

18
（ふうれんこ・しゅんくにたい）
2005年11月／汽水湖、干潟、藻場、砂州、低層湿原／北海道／6,139ha
根室市 http://www.city.nemuro.hokkaido.jp/dcitynd.nsf
別海町 http://betsukai.jp/
■根室市春国岱原生野鳥公園ネイチャーセンター
http://www.marimo.or.jp/˜nemu̲nc/workn/index.html

野付半島・野付湾

19
（のつけはんとう・のつけわん）
2005年11月／藻場、干潟、塩性湿地、浅海域、低層湿原、砂嘴
／北海道／6,053ha
別海町 http://betsukai.jp/
標津町 http://www.shibetsutown.jp/
■野付半島ネイチャーセンター
http://notsuke.jp

仏沼

20
（ほとけぬま）
2005年11月／低層湿原／青森県／222ha
三沢市 http://www.city.misawa.lg.jp/

21

蕪栗沼・周辺水田

（かぶくりぬま・しゅうへんすいでん）
2005年11月／堰止湖、水田、低層湿原／宮城県／423ha
大崎市 http://www.city.osaki.miyagi.jp/
栗原市 http://www.kuriharacity.jp/
登米市 http://www.city.tome.miyagi.jp/

22

奥日光の湿原（おくにっこうのしつげん）

2005年11月／高層湿原、中間湿原、淡水湖／栃木県／260ha
日光市 http://www.city.nikko.lg.jp/

23

尾瀬（おぜ）

2005年11月／高層湿原、淡水湖／福島県・新潟県・群馬県／8,711ha
檜枝岐村（福島県） http://www.hinoemata.com
魚沼市（新潟県） http://www.city.uonuma.niigata.jp/
片品村（群馬県） http://www.vill.katashina.gunma.jp/
■尾瀬山の鼻ビジターセンター http://www.oze-fnd.or.jp/
■尾瀬沼ビジターセンター http://www.oze-fnd .or.jp/
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三方五湖

27
（なかうみ）
2005年11月／汽水湖／鳥取県・島根県／8,043ha
松江市（島根県） http://www.city.matsue.shimane.jp/
■米子水鳥公園 http://www.yonago-mizutori.com/

串本沿岸海域

28
（あきよしだいちかすいけい）
2005年11月／地下水系、カルスト／山口県／563ha
美祢市 http://www2.city.mine.lg.jp/
■秋吉台科学博物館
http://www.c-able.ne.jp/˜akihaku/amnh/index.html
■秋吉台エコ・ミュージアム
http://www.c-able.ne.jp/˜mitou-14/

宍道湖

29

24
（みかたごこ）
2005年11月／汽水湖／福井県／1,110ha
若狭町 http://www.town.fukui-wakasa.lg.jp/
美浜町 http://www.town.mihama.fukui.jp/
■若狭三方縄文博物館
http://www.town.fukui-wakasa.lg.jp/jomon/
■マリンパーク（福井県海浜自然センター） http://www.fcnc.jp/

25
（くしもとえんがんかいいき）
2005年11月／非サンゴ礁域のサンゴ群集／和歌山県／574ha
串本町 http://www.town.kushimoto.wakayama.jp/
■串本海中公園センター http://www.kushimoto.co.j p/

26
（しんじこ）
2005年11月／汽水湖／島根県／7,652ha
松江市 http://www.city.matsue.shimane.jp/
■島根県立宍道湖自然館
「ゴビウス」
http://www.gobius.jp/
■宍道湖グリーンパーク http://www.green-f.or.jp/
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中海

30
（いむたいけ）
2005年11月／淡水湖、低層湿原／鹿児島県／60ha
薩摩川内市 http://www.city.satsumasendai.lg.jp/
■生態系保存資料館（アクアイム）

秋吉台地下水系

31
（やくしまながたはま）
2005年11月／砂浜海岸／鹿児島県／10ha
屋久島町 http://www.town.yakushima-town.jp/
■屋久島うみがめ館 http://www.umigame-kan.org/

くじゅう坊ガツル・タデ原湿原

32
（けらましょとうかいいき）
2005年11月／サンゴ礁／沖縄県／8,290ha
座間味村 http://www.vill.zamami.okinawa.jp/
渡嘉敷村 http://www.vill.tokashiki.okinawa.jp/

（くじゅうぼうがつる・たでわらしつげん）
2005年11月／中間湿原／大分県／91ha
竹田市 http://www2.city.taketa.oita.jp/
九重町 http://www.town.kokonoe.oita.jp/
■長者原ビジターセンター

藺牟田池

33
（なぐらあんぱる）
2005年11月／河口干潟、マングローブ林／沖縄県／157ha
石垣市 http://www.city.ishigaki.okinawa.jp/
■バンナ公園 渡り鳥観察所

屋久島永田浜

34
（けじょぬま）
2008年10月／ダム湖、淡水湖／宮城県／34ha
大崎市 http://www.city.osaki.miyagi.jp/
■化女沼ダム資料館

慶良間諸島海域

35
（おおやまかみいけ・しもいけ）
2008年10月／淡水湖、ため池／山形県／39ha
鶴岡市 http://www.city.tsuruoka.yamagata.jp/
■鶴岡市自然学習交流館 http://hotoria-tsuruoka.jp/

名蔵アンパル

化女沼

大山上池・下池
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瓢湖

36
（ひょうこ）
2008年10月／貯水池、ため池／新潟県／24ha
阿賀野市 http://www.city.agano.n i i gata.jp/
■白鳥の里(白鳥資料館)

37

久米島の渓流・湿地
（くめじまのけいりゅう・しっち）

2008年10月／渓流、季節的・一時的な小河川／沖縄県／255ha
久米島町 http://www.town.kumejima.okinawa.jp/

39

円山川下流域・周辺水田

42

（まるやまがわかりゅういき・しゅうへんすいでん）
2012年7月／河川、河口域、河川の中洲、水田、人工湿地／
兵庫県／560ha／
豊岡市 http://www.city.toyooka.lg.jp/
■ハチゴロウの戸島湿地 http://wac-s.net（コウノトリ湿地ネット）
■兵庫県立コウノトリの郷公園 http://www.stork.u-hyogo.ac.jp

宮島

40
（みやじま）
2012年7月／砂浜海岸、塩性湿地、河川／広島県／142ha／
廿日市市 http://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/

立山弥陀ヶ原・大日平
（たてやまみだがはら・だいにちだいら）

2012年7月／雪田草原、渓谷、滝／富山県／574ha／
立山町 http://www.town.tateyama.toyama.jp/

43

東海丘陵湧水湿地群

（とうかいきゅうりょうゆうすいしっちぐん）
2012年7月／湧水湿地／愛知県／22.5ha
豊田市 http://www.city.toyota.aichi.jp/
■豊田市自然観察の森
http://www.toyota-kansatsu.com/

与那覇湾

45
（よなはわん）
2012年7月／浅海域、潮下帯域、干潟／沖縄県／704ha／
宮古島市 http://www.city.miyakojima.lg.jp/

涸沼

46
（ひぬま）
2015年5月／汽水湖／茨城県／935ha／
茨城町 http://www.town.ibaraki.lg.jp/

渡良瀬遊水地

44
（わたらせゆうすいち）
2012年7月／低層湿原、人工湿地／茨城県、栃木県、群馬県、
埼玉県／2861ha／
古河市 http://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/
栃木市 http://www.city.tochigi.lg.jp/
小山市 http://www.city.oyama.tochigi.jp/
野木町 http://www.town.nogi.lg.jp/
板倉町 http://www.town.itakura.gunma.jp/
加須市 http://www.city.kazo.lg.jp/
■渡良瀬遊水地湿地資料館
http://watarase.or.jp/museum/
■わたらせ自然館
http://www.town.itakura.gunma.jp/cont/s033000/map/7shisetsu.html
■野木ホフマン館（野木町交流センター）
平成28年5月10日オープン

荒尾干潟

38
（あらおひがた）
2012年7月／干潟／熊本県／754ha
荒尾市 http://www.city.arao.lg.jp/
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大沼

41
（おおぬま）
2012年7月／淡水湖／北海道／1236ha／
七飯町 http://www.town.nanae.hokkaido.jp/
大沼ラムサール協議会 http://onuma-ramsar.jimdo.com/
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