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海の再生にむけた取組 
Vol.16 2006.11.29 

 

国、地方公共団体、市民などが一体となって大都市圏の海の再生を行う取組が都市再生プ

ロジェクトに位置づけられた。東京湾では平成１５年度から、大阪湾では平成１６年度から、

それぞれ１０年の行動計画を策定し、これに基づき一丸となって取組をしている。 

平成１８年２月２日に「伊勢湾再生推進会議」が設置・開催され、いよいよ東京湾、大阪

湾、伊勢湾の三大湾における海の再生への取組がそろい踏みした。 

 

１．はじめに 
都市近郊の内湾域では、生活排水、肥料

の溶出、山林の荒廃などにより海水が富栄

養化する一方、埋立等による干潟・浅場等

の減少やヘドロ堆積による底生生物の生息

環境にふさわしい場所の減少などにより海

水浄化能力が低下してきた。これらを要因

として赤潮の頻繁な発生やヘドロの更なる

堆積などが生じ、魚の住めない海、ゴカイ

やナマコのような底生生物が生息できない

分厚いヘドロに覆われた海底が増加し、ま

すます海水浄化機能の低下を招く「負のス

パイラル」に陥っていた。このため、行政

機関においても海を再生する取組の必要性

が認識され、各種の取組が始まった。 

このような動きの中、平成１３年１２月

の第三次決定で「豊かでうるおいのある質

の高い都市生活を実現するため、大都市圏

の既成市街地において、自然環境を保全・

創出・再生することにより水と緑のネット

ワークを構築し、生態系の回復、ヒートア

イランド現象の緩和、自然とのふれあいの

場の拡大等を図る」ことを目的とした都市

再生プロジェクト「大都市圏における都市

環境インフラの再生」において「水循環系

の再生」の一つとして「海の再生」を位置

づけた。 

その際、施策の展開においては、行政機

関のみならず、NPO、市民、企業等の多様な

主体の参加・連携の下に推進することが重

要であるとされた。 

これを受け、平成１４年２月に先ず東京

湾再生推進会議が、平成１５年７月に大阪

湾再生推進会議が設置され、それぞれの地

域で取組が行われているが、これら先行地

域を参考としつつ、平成１８年２月に伊勢

湾でも推進会議が設置され、三大湾におい

て関係者が相互に連携をとって取組を推進

する体制が整えられた。 

 

２．広域・長期的な取組の必要性 

海の再生のような環境対策は、最短でも

１０年以上の視野で捉える必要があると言

われており、活動の効果が発現するには年

月を要する。このため、長期的な展望・目

標を立て、息の長い取り組みが必要となる。

湾内の波浪や潮流などの海象条件、生物の

生息分布や産卵・成長に伴う移動などの生

態系については、個々の海域ではなく湾全

体で捉えなければならず、更に陸域からの

汚濁負荷等の観点から集水域全体での対策

も必要である。このため、沿岸域だけでは

なく内陸まで含めた地域全体が参加する広

域的な取組が重要となる。（図１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 陸域からの汚濁負荷削減策 

 

古くは公害問題に始まり、有害物質の除

去のようなマイナスをゼロにする取組だけ

でなく、更に生物生息環境を再生する取組

が広く行われるようになってきており、公

共事業、市民活動それぞれに取組が行われ

てきている。このような中、各地で水質改
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善への様々な取組も行われ海域環境は横ば

い、あるいはわずかに改善しつつある。大

きな自然に対し、個々の組織、地域での個

別の取組には限界があるため、より多様な

主体が連携した広域的な取組も各地で少し

ずつ始まっている。 

このため、各湾における再生推進会議で

は、先ずは参加者全員に共通する長期にわ

たって揺るぎのない包括的目標を設定する

こととし、これに基づき参加者それぞれの

行動計画や実施方針を定めるとともに随時

見直しを行っていく体系としている。具体

的には毎年のフォローアップと、３年後と

６年後の２回の中間評価を行うこととして

いる。フォローアップに際しては、毎年の

気候状況や景気動向等により変動すること

も踏まえ、長期トレンドと年々の変動を混

同することなく分けて考えつつ、必要に応

じた見直しを行っていくこととしている。 

このように三大湾において海の再生への

取組が進められるなか、大きな取組として

の一体感を出そうと、平成１７年７月には

「全国海の再生プロジェクト」のロゴマー

ク（図２）を策定し、三大湾に限定せず全

国の海の再生への取組に利用されている。 

 

 
 

 図２ 全国海の再生プロジェクトの 

ロゴマーク 

 

３．東京湾再生への取組 

東京湾においては平成１４年２月、内閣

官房、国土交通省（海上保安庁を含む）、農

林水産省（林野庁、水産庁を含む）、環境省、

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜

市、川崎市、千葉市、さいたま市からなる

東京湾再生推進会議が設置された。会議で

は、幹事会を設け、その下に陸域対策分科

会、海域対策分科会、モニタリング分科会

の三つの分科会を設けている。各分科会は、

相互に連携を図りつつ、陸域からの流入負

荷の低減、海域での生物育成環境の保全や

創造、環境変化の把握のそれぞれの観点で

活動を行っている。具体的な事業としては、

下水道等処理施設の整備・高度化などによ

る水質総量規制の推進、海底汚泥の浚渫・

覆砂、浅場造成等による自然浄化能力の回

復に取り組むとともに、継続的に水質等の

モニタリングを続けており、ここ数年、概

ね横ばいか緩やかな改善傾向が観測されて

いる。（詳細については中間評価においてと

りまとめ予定。） 

今年は「東京湾再生のための行動計画」

（平成１５年３月とりまとめ）から３年経

過後の中間評価の年となっており、年度末

までの公表を目標に現在分析とりまとめを

行っている。 

 

 
 図３ 東京湾再生のアピールポイント 

 

推進会議では、東京湾域に住み、暮らす

全員が東京湾の環境問題を意識し、日頃か

ら環境改善のための地道な努力を積み重ね

ることが重要であると認識し、会議を構成

する行政機関それぞれの事業推進による環

境対策だけでなく、広く一般に向けての東

京湾の環境に関する啓発活動にも力を入れ

ている。 

推進会議の活動では、海水実験施設等を

活用した海草や魚と触れ合う体験学習や海

岸清掃活動、シンポジウム等、市民が東京

湾への造詣を深める助けとなるイベントを

開催するとともに、施策による改善効果に
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ついて身近に市民が体感・実感できる形で

施策の効果が端的に評価できる場所として

７カ所の「アピールポイント」（図３）を設

定し、例えばお台場海浜公園等における都

民や行政等の多様な主体の協働による清掃

活動など人々に海の環境を認識してもらう

活動や、海面の清掃船による清掃活動、排

水の高度処理などに取り組んでいる。 

イベントに参加した市民の感想には、地

元に住んでいてもなかなか海岸付近に来る

機会がないので有意義だったというものも

あり、魚に触ったりヘドロに触ったりする

体験で、改めて地元の海への興味を深めら

れていた。 

環境の変化は非常にゆっくりしているた

め、継続的に訪れてもなかなか変化は感じ

られるものではなく、むしろ将来の変化を

感じるため、１０年単位の記憶として、ぜ

ひ現在の状況を記憶しておきたい。 

 

３．大阪湾再生への取組 

大阪湾では、東京湾の取組を参考とし、

国（内閣官房、国土交通省、農林水産省、

経済産業省、環境省）と大阪湾集水域の府

県政令指定都市（図４ 滋賀県、京都府、

大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、京都

市、大阪市、堺市、神戸市）、（財）大阪湾

ベイエリア開発推進機構からなる大阪湾再

生推進会議を設置し、平成１６年３月に基

本計画を策定した。 

 

 

    図４ 大阪湾の集水域 

大阪湾再生推進会議では、関係各者が集

中的、横断的に連携し、東京湾同様に水質

総量規制の推進、浄化機能の回復に資する

事業などの実施と継続的なモニタリングに

取り組んでいる。 

大阪湾再生への協働体制としては、関係

行政機関だけでなく、市民による取組との

協働に重点を置き積極的な連携を図ってい

る。例えば、NPO や地元小学校などの取り

組みを行政機関が積極的に支援しており、

現地におけるアマモ移植や昆布養殖の実証

実験、生物観察などの体験学習において多

様な主体の連携が活発に行われている。シ

ンポジウムや講演会も開催されているが、

実際に現地で自ら海水に触れ実作業を行う

体験学習は五感に直接訴えかけることから、

大阪湾の「環境」に触れられたという実感

が強く感じられるため好評であり、市民参

加型の実証実験を多数開催している。（図

５)  

また、河川上流域における取り組みとし

て、漁業者が森林組合や森林ボランティア

とともに「魚庭(なにわ)の森づくり協議会」

を設立し、水源地の森林の手入れや森林再

生のアピールを海辺で行うなどの環境保全

に取り組んでいる。大阪府では、放置され

た人工林や竹林などを広葉樹化する森づく

りに事業者が参画するためのアドプトフォ

レスト制度を設けており、水源地の森の広

葉樹化は水の流れ込む海を豊かにすること

から、海の再生の一環としてもアピールに

取り組んでいる。 

これら海の再生への取組は、地元マスコ

ミでもしばしば取り上げられ、これにより

更に興味を持った人々が取り組みの輪に加

わるといった好循環も生じている。 

昨年度は更に、大阪湾再生のシンボルマ

ークを作成し、より一体感を強めるととも

に、内外に地域一体的な取組であることを

積極的にアピールしてきた。 

湾の水質に関しては、関係機関による定

常的な観測の他に、年に１回、水質が悪化

する夏季に、国、地方公共団体、研究機関

等が連携して「大阪湾再生」水質一斉調査

を実施している。これについても、平成１

７年８月には、土木学会の共同研究グルー

プや臨海部に立地する企業、海辺で活動を
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行っている市民団体とも協働をすすめる取

組を始めるなど、取組の輪が広がっている。 

また、NPO 法人釣り文化協会の市民を巻

き込んだ取組では、魚釣り公園での巡回指

導やヒアリング調査、みなとの環境シンポ

ジウムなどを開催している。昨年度は、釣

り人による環境モニタリング社会実験を実

施し、モニタリングシステム構築に向けた

検討を行っている。今年度はより多くの市

民が環境モニタリングに参加できるよう、

簡易な水質調査キットの開発や情報発信体

制を整えていくこととしており、この取組

は今年度の全国都市再生モデル調査の一つ

に選定されている。 

 

 

   図５ 昆布養殖実証実験 

 

４．伊勢湾再生への取組 

平成１８年２月２日に国、県、政令指定

市による第一回伊勢湾再生推進会議が開催

され、伊勢湾再生の推進のための基本方針

として、「水･物質循環の回復」と「多様な

生態系の回復」、「生活空間での憩い・安ら

ぎ空間の拡充」の三つの視点が確認された。

（ここでいう「伊勢湾」には三河湾を含む。） 

今後、東京湾、大阪湾での先行的取り組

みを参考としつつ、伊勢湾の特徴に合わせ

た展開を図っていくこととしており、会議

としての具体的な取組はこれから始まると

ころであるが、伊勢湾の特徴と今までの取

組について以下に紹介する。 

 

(1)伊勢湾の特徴 

伊勢湾（図６）は、海岸線延長約 700km、

水域面積約 2,300km2 の規模を持つ我が国

最大の内湾で、東京湾、大阪湾に比べて平

均水深が浅く、-10m 以浅面積は最も広い。 

伊勢湾湾口部には大小の島々が存在し、

かつ、湾内の海底地形が中央域で盆状であ

ることから、外海水との水交換が悪く、汚

濁物質が蓄積しやすい閉鎖性水域である。 

伊勢湾は他の閉鎖性水域よりも広い流域

面積（16,191km2）を有し、河川流量も 200

億 m3/年（うち、三河湾 20 億 m3/年）と東

京湾の 86 億 m3/年、大阪湾の 87 億 m3/年と

比較して多い。 

人口密集地である北部の海岸は、ほとん

どが人工海岸で占められているが、南部に

は半自然海岸や自然海岸が残されている。 

赤潮等の発生については、1980 年代と比

較すると改善されているものの、近年は横

ばい傾向にあることから、より多くの者が

連携した環境改善への取り組みが必要と考

えられる。 

陸域に目を向けると、ゼロメートル地帯

が広がっており、全国の 33%（全国 1,190 km2

のうち 395 km2）を濃尾平野が占めている。 

 

 

  図６ 伊勢湾の海域と流域 

 

(2)今までの取り組み 

伊勢湾では、東海三県一市（岐阜県、愛

知県、三重県、名古屋市）からなる「伊勢

湾総合対策協議会」においてとりまとめら

れた「伊勢湾の総合的な利用と保全に係る

指針」が平成１１年８月の東海三県一市知

事市長会議において合意され、関係地方公

共団体それぞれが自立的、自発的な取組を
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岐阜県
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行ってきた。 

他方、国土交通省中部地方整備局では、

それまでの検討内容をとりまとめた「伊勢

湾環境創造基本構想」を平成１６年３月に

策定した。 

これらの取組をもとに、先行する東京湾、

大阪湾における取組を参考としつつ、地域

が一体となって取り組むための体制つくり

が進められ、環境をテーマに開催された

「愛・地球博」の閉幕後の平成１８年２月

２日に関係する行政機関が一堂に会した

「伊勢湾再生推進会議」が正式に発足した。 

 

(3)伊勢湾再生推進会議 

1)基本方針 

第一回伊勢湾再生推進会議では、行動計

画を策定するに当たっての「伊勢湾再生推

進基本方針」が了承された。今後１年程度

をかけ、行動計画を策定していく。 

伊勢湾再生推進基本方針の概要は以下の

とおりである。 

 

◆水環境の回復 

・公共下水道等生活排水処理施設の整備と

高度処理対策、工場・事業場に対する排

水規制、雨天時などに水田や畑、路面等

が雨に洗われる際の高濃度の汚濁物質に

よる汚濁負荷への対策など水質総量規制

の着実な推進による汚濁負荷量の削減や、

陸域の雨水かん養の強化（森林や農用地

の保全・整備）、未利用水の活用を行うこ

と等による健全な水循環系の構築、良好

な緑地･親水空間の拡充を図る。 

・厚いヘドロに覆われた海底は、ヘドロに

含まれる汚染物質が海中へ溶出したり、

バクテリアがヘドロに含まれる有機物を

分解する際に海中の酸素を消費してしま

うため、ゴカイやナマコなどの底生生物

が生息できない状況になっている。この

ため、浚渫などで得られたきれいな砂を

ヘドロの状況にあわせて 50cm～1m の厚

さで撒き、ヘドロ層と海水を遮断するこ

とで底生生物が生息できる海底を復元す

る覆砂事業の実施などにより、水質浄化

機能を持つ場の修復・再生等を行い、赤

潮や貧酸素水塊の発生を軽減する。 

◆多様な生態系の回復 

・過去の埋立により失われた干潟等に代わ

り人工干潟や浅場を造成するなど多様な

生物の生息する場の修復や再生を行い、

健全な生態系と漁業生産の回復を図る。 

◆水辺の憩い・安らぎ空間としての整備 

・地域の自然や歴史的・文化的資源の保全

に配慮して、地域住民が海辺に親しめる

水際線の延長、緑地の拡充、良好な景観

形成を図り、憩い・安らぎ空間としての

海辺を整備する。 

・伊勢湾地域は日本最大のゼロメートル地

帯をかかえ、伊勢湾台風後には急ピッチ

で高潮防護施設が整備された。これらは

コンクリートの護岸や堤防など無機質な

ものが多い。これら施設の老朽化に伴う

更新や東南海地震等への耐震性の確保に

あわせ、環境や景観への配慮など、それ

ぞれの立地条件に適した整備を図る。 

 

伊勢湾の海水は何日で入れ替わる？ 

 

伊勢湾と外海との海水の交換速度に

は諸説あり、１ヶ月から１年と説による

差が極めて大きく、また、水温や塩分濃

度による比重差から、河川からの流入水

だけが早く湾の外に出て行くような現

象も言われており、まだ未解明な部分が

多い。 

通説では海水の交換速度は、三大湾で

は東京湾、伊勢湾、大阪湾の順で、大阪

湾が最も遅いと言われている。いずれに

せよ、海などの自然環境を汚すのは一瞬

だが、元に戻すには大変な時間を要す

る。 

 

2)今後の予定 

伊勢湾再生推進会議では、平成１９年度

初めに先行例と同様に目標期間を１０年と

した「伊勢湾再生行動計画（仮称）」を策定

し、これに基づき伊勢湾再生に向けた取組

を推進していくこととしている。 

行動計画には、行政が取り組む対策事業、

多様な主体の連携、総合的なモニタリング

によるデータの共有が重要な柱として位置

づけられる予定であるが、伊勢湾域の特徴

である流域面積（陸域）の広さを踏まえた

広域的な検討が行われている。 
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これら伊勢湾再生に向けての取組は、取

組の輪を地域に暮らす住民や企業など様々

な人や組織に広げることが重要であり、他

地域での取組の良いところを相互に取り入

れつつ発展的な内容としていくことを目指

している。 

６．おわりに 

 長年にわたり汚れ、生態系を縮小させて

きた都会の海を再生するには非常に長い期

間を要する。また、一旦海に流れ込んでし

まった水を浄化することは極めて困難であ

り、各家庭や河川上流部などで対処するの

が極めて効果的である。 

 このため、行政による浄化事業だけでな

く、地域が一丸となって取り組む必要があ

る。それぞれの地域で、行政のみならず市

民組織や NPO、地元企業など多様な主体が

連携協働することで、バランスの取れた地

域密着型の取組が定着し、すばらしい海が

取り戻されるよう、さらに息の長い取組を

続けていきたい。 
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Tel:03-5510-2151 
Fax:03-3591-0022 
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