令和２年８月５日の底層（海底面上１ ｍ）の平均溶存酸素量（DO）

令和２年度東京湾
環境一斉調査結果
■東京湾環境一斉調査とは？
東京湾環境一斉調査は、東京湾の環境に興味や関
心を抱いてもらうことを目的として、水質調査、生
物調査、環境啓発活動等を行っており、毎年多くの
方々にご参加いただいております。結果は下記ホー
ムページにて公表していますので、是非ご覧くださ
い。
■調査報告書の入手方法
東京湾環境一斉調査HPから
ダウンロードできます。
検索ワード：東京湾環境一斉調査
■調査データの入手方法
東京湾環境情報センターHPの
「実データのダウンロード」から
ダウンロードできます。

■溶存酸素量（DO）とは？【単位：㎎/L】
水中に溶けている酸素量のことで、有機物による水質汚濁の
指標の一つとして用いられます。溶存酸素量が3.0 mg/Lを切る
と魚類を含めた多くの底生生物は生息できなくなり、生物多様
性が低下します。

水質調査の基準日（8月5日）は、東京湾周辺の各観
測所で平均気温は28℃程度となり、暑い中での調査と
なりました。日中の風速はおよそ5 m/sで南風が吹い
ていました。天気は晴れとなり、多くの参加機関が予
定通り調査を実施することができました。

花見川第二終末処理場
35.56(万㎥/日)

江戸川第二終末処理場
46.40(万㎥/日)
花見川終末処理場
36.98(万㎥/日)

芝浦水再生センター本系、東系
計85.00(万㎥/日)

千葉市中央浄化センター
11.41(万㎥/日)

令和2年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、一般公募は中止し、
昨年度の生物調査参加機関に対し、自主的に実施した干潟調査及びその他の調査の
データ提供をお願いしました。東京湾内の干潟を調査する「干潟調査」の報告が１
件、東京湾・流域河川の干潟以外を調査する「その他の調査」の報告が９件ありま
した。「干潟調査」では９綱49種の生物の確認されました。
「その他の調査」の実施地点

B

森ヶ崎水再生センター西、東
計154.00(万㎥/日)

鶴見川

Q.写真のヤドカリ・カニの名前は？
答えは裏面！

■水質調査

■調査時の気象・海象

有明水再生センター
12.00(万㎥/日)

津田沼浄化センター
7.42(万㎥/日)

西浦下水処理場
8.10(万㎥/日)

■生物調査

A

令和２年度の水質調査は、８月５日（水）を基準
日とし、基準日を中心に海域及び陸域（河川）におい
て水質調査を実施しました。調査には、企業や市民団
体、大学、国及び地方自治体等、162機関が参加しま
した。調査地点数は海域が559地点、陸域が430地点
で、合計989地点でした。
【実施項目】
海域：水温、塩分、溶存酸素量（DO）、化学的酸素
要求量（COD）、透明度
陸域：水温、流量、溶存酸素量（DO）、化学的酸素
要求量（COD）、透視度
【結果概要】
溶存酸素量（DO）に関する調査では、今年も東京
湾奥部の底層において、およそ3.0 mg/Lを下回る値
が広域にわたり検出されました。

砂町水再生センター
65.80(万㎥/日)

高瀬下水処理場
15.30(万㎥/日)

葛西水再生センター
51.00(万㎥/日)

入江崎水処理センター
31.86(万㎥/日)

千葉市南部浄化センター
26.52(万㎥/日)

北部第二水再生センター
19.06(万㎥/日)
神奈川水再生センター
28.07(万㎥/日)

C

松ヶ島終末処理場
5.32(万㎥/日)

中部水再生センター
9.09(万㎥/日)

袖ヶ浦終末処理場
2.16(万㎥/日)

南部水再生センター
19.42(万㎥/日)
出典：海洋状況表示システム （https://www.msil.go.jp）国土地理院(GSI)

■運河調査
水質調査の基準日（8月5日）に観測された運河水質の結果です。透明度は概ね
0.9-1.3 ｍといずれも赤潮判定基準1.5 ｍ以下でした。隅田川河口部の影響を受
け、運河での上層の化学的酸素要求量（ＣＯＤ：有機物量の指標）が8 mg/Lを越
える地点が4地点ありました。下層の溶存酸素は3-6 mg/Ｌであり貧酸素状態には
なっていませんでしたが、最も低い日の出桟橋では本年も硫化水素臭が確認され、
他にも微硫化水素臭のする地点がありました。

金沢水再生センター
22.19(万㎥/日)

木更津下水処理場
3.30(万㎥/日)

君津富津終末処理場
4.36(万㎥/日)

【多摩川河口

干潟調査結果】

刺胞動物門（鉢虫綱、ヒドロ虫綱、花虫綱）

追浜浄化センター
1.35(万㎥/日)
下町浄化センター
10.70(万㎥/日)
上町浄化センター
3.09(万㎥/日)

環形動物門（多毛綱）
軟体動物門（腹足綱、二枚貝綱）
節足動物門（顎脚綱、軟甲綱）
脊索動物門（軟骨魚綱、硬骨魚綱）

【凡例】
：東京湾環境一斉調査観測点
：下水処理施設※
※数字は、下水処理能力 (万㎥/日)

東京湾環境一斉調査時の
運河水質調査結果より、
運河を美しくする会とりまとめ

東部浄化センター
0.85(万㎥/日)

：河川
：干潟

【水質調査データ提供機関】＜企業＞AGC株式会社 AGC横浜テクニカルセンター、DEXTE-K、ENEOS株式会社 川崎製油所、ENEOS株式会社 根岸製油所、ＪＦＥ鋼板株式会社 東日本製造所、JFEスチール株式会社 東日本製鉄所（京浜地区）、ＪＦＥスチール株式会社 東日本製鉄所（千葉地区）、JNC石油化学株式会社 市原製造所、旭化成株式会社 製造統括本部 川崎製造所、味の素株式会社 川崎事業所、五十嵐冷蔵株式会社（運河を美しくする会）、板橋化学株式会社、出光興産株式会社、出光興産株式会社 千葉事業所、宇部興産株式会社 千葉石油化学工場、宇部マテリアルズ株式会社 千葉工場、
株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン、株式会社シーライン東京（運河を美しくする会）、株式会社セルコ（調布市玉川自然情報館）、株式会社東芝（運河を美しくする会）、株式会社日立製作所 中央研究所、株式会社むつみ、株式会社横浜八景島、株式会社ＮＵＣ 川崎工業所、株式会社東芝 横浜事業所、株式会社日本触媒 川崎製造所 浮島工場、株式会社日本触媒 川崎製造所 千鳥工場、株式会社ロッテ 浦和工場、川崎天然ガス発電株式会社、キッコーマン株式会社 野田工場製造部第１部、キッコーマン株式会社 野田工場製造部第２部、キッコーマン株式会社 野田工場製造部第３部、
麒麟麦酒株式会社 横浜工場、京葉ユーティリティ株式会社、コアレックス三栄株式会社 東京工場、合同酒精株式会社、昭和電工株式会社 川崎事業所、昭和電工株式会社 秩父事業所、昭和電工株式会社 横浜事業所、新東日本製糖株式会社、住友化学株式会社 千葉工場 袖ケ浦地区、住友重機械工業株式会社、セントラル硝子株式会社 川崎工場、太平洋製糖株式会社、ダイワ化成株式会社 大宮工場、宝酒造株式会社 松戸工場、千葉明治牛乳株式会社、寺田倉庫株式会社（運河を美しくする会）、デンカ株式会社 千葉工場、電源開発株式会社 磯子火力発電所、東亜建設工業株式会社、東亞合成株式会社 川崎工場、
東亞合成株式会社 横浜工場、東亜石油株式会社、東京ガス株式会社 扇島LNG基地、東京ガス株式会社 袖ケ浦LNG基地、東京ガス株式会社 根岸LNG基地、東京ガス株式会社（運河を美しくする会）、東京倉庫運輸株式会社（運河を美しくする会）、東芝エネルギーシステムズ株式会社 浜川崎工場、東洋水産株式会社 埼玉工場、流山キッコーマン株式会社、日油株式会社 川崎事業所、日産自動車株式会社 本牧専用埠頭、日産自動車株式会社 横浜工場、日本製紙クレシア株式会社 東京工場、日本製鉄株式会社 技術開発本部、日本製鉄株式会社 東日本製鉄所君津地区、日本ゼオン株式会社 川崎工場、
日本通運株式会社、日本乳化剤株式会社 川崎工場、日本冶金工業株式会社 川崎製造所、日立金属株式会社 熊谷事業所、不二ライトメタル株式会社 東日本事業部、北海製罐株式会社 岩槻工場、三井化学株式会社 市原工場、三菱ケミカル株式会社 鶴見工場、ムラタ計測器サービス株式会社、森永乳業株式会社 東京工場、森永乳業株式会社 東京多摩工場、雪印メグミルク株式会社 野田工場 ＜市民団体等＞NPO法人 ヴォース・ニッポン、NPO法人 ふるさと東京を考える実行委員会、川はともだち ＜教育・研究機関＞神奈川県 水産技術センター、公益財団法人 日本海事科学振興財団 船の科学館、
国立研究開発法人 国立環境研究所、千葉県 水産総合研究センター、東京海洋大学 ＜地方公共団体＞川崎市 上下水道局、さいたま市 建設局、袖ヶ浦市 都市建設部、千葉市 中央浄化センター、千葉市 南部浄化センター、東京都 下水道局流域下水道本部、八王子市 水再生施設課、町田市 下水道部、横浜市 環境創造局環境管理課、横浜市 環境創造局下水水質課、板橋区、市川市 生活環境保全部、市川市 水と緑の部、浦安市、江戸川区 、大田区、春日部市、加須市、神奈川県 大気水質課、神川町 渡瀬浄化センター、川口市、川越市、川崎市 環境局、北区、熊谷市、江東区、越谷市、埼玉県 荒川右岸下水道事務所、
埼玉県 荒川左岸南部下水道事務所、埼玉県 荒川左岸北部下水道事務所、埼玉県 環境部、埼玉県 中川下水道事務所、さいたま市 環境局、坂戸、鶴ヶ島下水道組合、品川区、草加市、袖ケ浦市 環境経済部、秩父市、千葉県 印旛沼下水道事務所、千葉県 江戸川下水道事務所、千葉県 環境生活部、千葉市 環境規制課、中央区、東京都 環境局自然環境部、東京都 下水道局計画調整部、所沢市、習志野市、習志野市 企業局、西東京市、八王子市 水環境整備課、東松山市 市野川浄化センター、東松山市 高坂浄化センター、日高市、船橋市、町田市 環境資源部、松戸市 金ケ作終末処理場、松戸市 環境部、三浦市、
港区、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合、横須賀市 環境政策図、横須賀市 上下水道局、横浜市 環境創造局水・土壌環境課、横浜市 港湾局 ＜国＞海上保安庁海洋情報部、海上保安庁第三管区海上保安本部、関東地方整備局 江戸川河川事務所、関東地方整備局 荒川下流河川事務所、関東地方整備局 荒川上流河川事務所、関東地方整備局 京浜河川事務所、関東地方整備局 千葉港湾事務所、関東地方整備局 横浜港湾空港技術調査事務所 ＜その他＞一般社団法人 埼玉県環境計量協議会
【生物調査データ提供機関】株式会社横浜八景島、NPO法人 21世紀水倶楽部、NPO法人 海辺つくり研究会、大田区環境マイスターの会、高島水際線公園愛護会、東京湾シギチドリ一斉調査グループ、東京湾生物情報とりまとめおせっ会、ハマの海を想う会、江戸前ハゼ復活プロジェクト、東京湾再生官民連携フォーラム モニタリングPT、板橋区、東京都 環境局自然環境部
【環境啓発活動等イベント実施機関】DEXTE-K、NPO法人 海辺つくり研究会、東京湾大感謝祭実行委員会

東京湾環境マップ

2020年東京湾岸ヤドカリ・
カニ類生息アンケート調査

東京湾大感謝祭2020

～東京湾の再生に取り組む人々の今～
いままでの実施日と調査機関・地点数
平成20年7月2日：47機関、605地点
平成21年8月5日：148機関、749 地点
平成22年8月4日：131機関、750地点
平成23年8月3日：139機関、820地点
平成24年8月1日：154機関、903地点
平成25年8月7日：174機関、799地点
平成26年9月3日：167機関、689地点
平成27年8月及び9月：荒天のため中止
平成28年8月3日：156機関、608地点
平成29年8月2日：176機関、1039地点
平成30年8月1日：204機関、649地点
令和元年8月7日：211機関、1091地点
令和2年8月5日 ：177機関、989地点

令和２年（2020年）10月1日～25日にかけて、オンライン東京湾大感謝祭
2020が開催されました。

2020年は、コロナ感染防止のため市民参加による生物調査が困難でした。このなかで
も、湾岸の自然観察・環境学習に関わる施設や団体ではスタッフを中心とした生物調査
が行われていました。これらの施設や団体に、身近な生物で子供達にも関心の高いヤド
カリとカニ類について、アンケート調査により2020年の湾岸での生息情報提供をお願い
し、その回答から湾岸での2020年の分布状態について整理しました。13施設団体から計
30地点の情報をいただきましたが、今回は14の水域ごとに再集計しました。
江戸川放水路

新浜湖 ● ●
●●
● ● 谷津干潟
●●
三番瀬
●●
● ● 浦安市境川

葛西臨海・海浜公園
お台場
●●

大井ふ頭中央海浜公園
●●

● ●● 城南島海浜公園
東京港野鳥公園

● ●多摩川河口

東京湾の再生のための官民の協働体制

令和元年から参加機関数の数え方を変更しました！
以前：水質・生物・イベントの重複を除く
以後：水質・生物・イベントの重複を含む

● 横浜港
● ● 小櫃川河口干潟
● 海の公園

コメツキガニ

ユビナガホンヤドカリ

東京湾環境一斉調査と
本マップについて
主催は、東京湾大感謝祭実行委員会。共催は、国土交通省関東地方整備局、
横浜市、東京湾再生官民連携フォーラム、（一財）みなと総合研究財団、東
京湾の環境をよくするために行動する会、横浜港ボート天国推進連絡協議会。
特別協力として、環境省、特別後援として一般社団法人セイラーズフォーザ
シー日本支局が参画しました。

新浜湖

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

江戸川放水路
○
● 谷津干潟

○
●●

葛西臨海・海浜公園
お台場

●

三番瀬

●○ 浦安市境川

大井ふ頭中央海浜公園 ○

○● 城南島海浜公園
東京港野鳥公園

○多摩川河口

● 横浜港
●● 小櫃川河口干潟
●● 海の公園

東京湾に流入する主な河川の状況
東京湾環境一斉調査 調査結果より

令和3年（2021年）3月
Vol.15

スナガニ

テナガツノヤドカリ

テナガツノヤドカリ●とスナガニ●の生息場所

本マップは、本調査に参加された方々から提供いただいたデータをもとに、下記団体が連携して計
画立案、編集発行するものです。本年度は「東京湾の再生に取り組む人々の今」をテーマに、コロナ
禍で活動が制限される中、東京湾の環境に関わる人々の活動に焦点をあててとりまとめました。東京
湾の環境に興味をもつ方々に広くご活用いただければ幸いです。

トークショーも含め、全10のプログラムを実施し、来場者数としては、
ユーザー数：13,603名/25日間、ページビュー数：54,024PV/25日間でした。

ヤドカリ類7種、カニ類44種の出現報告があり、湾岸には多種のヤドカリやカニ類の生
息が認められました。10以上の水域で報告されたのはユビナガホンヤドカリ、マメコブ
シガニ、イシガニ、アシハラガニ、イソガニ、タカノケフサイソガニ、コメツキガニで
した。またこれまで湾口部に生息が限られていたテナガツノヤドカリ
とスナガニが2020年では湾奥に分布を広げていました。
（東京湾生物情報とりまとめおせっ会）

東京湾の底質調査結果

令和元年度（令和２年３月）開催を予定していた第９回東京湾再生推進会議が新型コ
ロナウイルス感染症の影響により、令和２年度（令和２年６月）に書面での開催となり
ました。本会議では「東京湾再生のための行動計画（第二期）」（平成24年～令和４
年）の策定から７年が経過したため、東京湾再生官民連携フォーラム指標活用PTと連携
し、東京湾再生に資する施策や取組について評価を実施し、第２回中間
評価を取りまとめました。
<https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KANKYO/TB_Renaissance/RenaissanceProject/Evaluation.htm>

東京湾の再生のための官民の協働体制
東京湾再生推進会議

東京湾再生官民連携フォーラム

○都市再生プロジェクト第三次決定（平成13年
12月）に基づき、平成14年２月に設置。
○平成25年５月に「東京湾再生のための行動計
画（第二期）」を策定。

○多様な主体の参画による議論の活性化・多様
化を図るため、平成25年11月に設立。
○フォーラムでは、東京湾再生に係る課題や科
学的知見や取組に関する情報を共有。

底生生物調査結果による評価：
平成11 年に、七都県市首脳会議環境
問題対策委員会水質改善専門部会（現在
は九都県市首脳会議）が策定した「東京
湾における底生生物等による底質評価
法」に基づき、東京湾の底質環境の評価
を行いました。
調査地点及び調査日毎に、①底生生物
の出現種類数、②出現種類数に占める甲
殻類の比率、③底質の強熱減量、④底生
生物の優占種について、得点化し、それ
らの合計点により下表 に示す評価区分に
より底質環境を評価しています。

【メンバー】
○学識者、企業、NPO団体、行政関係者など
登録会員数 個人会員317名、団体会員128団体
（令和２年３月現在）
【プロジェクトチーム】
９つのプロジェクトチームが活動中（令和２年３月現在）

東京湾再生官民連携フォーラム
企画運営委員会
東京湾大感謝祭PT

東京湾再生のための行動計画の指標の活用PT

評 点
（合計）

生きもの生息場づくりPT
東京湾環境モニタリングの推進PT

採泥の様子

環境は概ね良好に保全されているが、夏季に底層水の溶
環境保全度Ⅲ 10～13 存酸素が減少するなど生息環境が一時的に悪化する場合
もみられる。
底層の有機汚染が進んでおり、貧酸素水域になる場合が
ある。底生動物は汚濁に耐える種が優占する。

環境保全度Ⅰ

3～5

一時的には無酸素水域になり、底質の多くは黒色のヘド
ロ状である。底生動物は、汚濁に耐える種が中心で種類、
個体数ともに少ない。

環境保全度0

0～2

溶存酸素はほとんどなく、生物は生息していない。底質
は黒色でヘドロ状である。

採取した泥

底生生物による評価結果
（総地点数：19、春秋冬の結果／夏の結果）
評価結果（湾中央、羽田沖、平潟湾沖）：
環境保全度Ⅲを示したのは7 地点、環境保全度０を示したのは5 地点でした。
測定した季節全てにおいて環境保全度がⅢ以上であった地点は、東京都の三枚洲、
St.31（多摩川河口）、森ヶ崎の鼻、多摩川河口干潟、横浜市の富岡沖の5 地点と
なっています。これ以外の調査地点は、いずれかの季節が環境保全度Ⅱ以下の海
域であり、現在の東京湾の底質環境はあまり良好でないことが示されました。

東京湾での海水浴復活の方策検討PT
東京湾

・

２．系の動態解析（SDM)：
インプットとアウトプットを定
式化・定量化し、シナリオ解析
をします

３.SNAにより、直接の利害関係者だけ
でなく、政策決定者や支援者など必要
な人々とのネットワークを構築します

３．社会・生態系ネットワーク
解析（SNA)：
社会変革が環境変化に影響す
る機構の解析、そのベースとな
る社会ネットワーク（ステーク
ホルダーネットワーク）のあり
方を探ります

東京湾

流域の評価例

４.社会変革のシステムとしての
COAST-Cardの確立を目指します

2つのプロジェクトサイト
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東京湾浅瀬再生実験PT

竹芝干潟の造成
一般社団法人竹芝エリアマネジメント（以下「竹芝エリアマネジメ
ント」）と東日本旅客鉄道株式会社（以下「JR東日本」）は竹芝地区
の利便性・魅力向上に向けた取組みの一環として、竹芝エリアマネジ
メントが「WATERS takeshiba」の前面の汐留川の占用許可を受け、
JR 東日本が船着場・干潟の整備を行っています。

Sekisei lagoon
Taiwan

Okinawa

Location of
Ishigaki Is. and
Sekisei Lagoon
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Ishigaki Is.

新たに整備された「竹芝干潟」においては、環
境再生・環境学習の取組みを2020年7月18日より
開始しています。竹芝干潟では、定期的な環境調
査の他、近隣の東京都立芝商業高等学校の干潟部
による干潟観察、月に一回干潟オープンデーの他、
干潟マイスター講座などを開催しています。
竹芝干潟には、干潟としての砂場の他、海岸植
生、ウッドデッキ、俯瞰できる桟橋、石積みなど
が配置され、多様な活動が可能となる工夫がなさ
れています。

施設内の竹芝干潟の看板

整備後の継続的な調査により、既に、干潟面に
は、ハゼ類やエビ・カニのい集が見られ、ゴカイ
も定着を始めています。8月期の調査時には、水
中のプランクトンの中に二枚貝の幼生もみられま
した。今後の展開が注目されます。
竹芝干潟の紹介サイト→
「ミズベリング竹芝」
へもこちらから、

Futtu

0 10 20
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東京湾の窓PT

～最新の政策提案～
〇東京湾パブリック・アクセス方策政策提案
市民が公共の資源や財産にアクセスすること。フォーラムでは、生活の場から海へ気軽に近
づくことを パブリック・アクセスと呼んでいます。
〇東京湾の窓施設のネットワーク推進に関する提案
東京湾の環境と魅力を紹介する東京湾関連施設のことを、フォーラムでは東京湾の窓施設と
呼んでいます。

野村英明（東京湾海洋環境研究会，事務局長）

造成された竹芝干潟の全景

Laguna de Bay, 2013
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東京湾再生官民連携フォーラムからの政策提案については、
国土交通省のプレス発表をご参照ください。
<http://www.mlit.go.jp/report/press/port06_hh_000182.html>

２.科学者によるSDMの検
討で、見るべき範囲、指
標などが拡充されます

er
Riv
Edo

政策提案

１．レポートカード（RC)：
メリーランド大学で開発された
生態系の健全性評価 (health
report cards）システムを流域版
に発展させます

東京湾

環境が良く保全されている。多様な底生生物が生息して
おり、底質は砂質で、好気的である。

6～9

知識の共有という点でテーマのいくつかに共通するのが海洋教育です。2016
年、安倍首相（当時）から2025年までに全ての市町村で海洋教育の実践を目指
すとあったものの実質的な動きはありませんでしたが、文科省は海洋科学の10
年を受けて前向きです。学校で新たに海洋教育に取り組むのはハードルが高いで
すが、東京湾の周りにはそれを支えられる施設や市民活動があります。東京湾の
再生活動は、過去を学び、持続可能な開発とは何かを考え、行き過ぎた開発を見
つめ直すという環境学的視点で目標14の実現にむけた発信となります。科学者
と市民、一緒になって海の環境を保全し未来に繋げる活動は国連海洋科学の10
年に貢献できます。

１.限られた参加者で、湾内の環境
をRCで判定していた状況から

COAST Cards 提案の3つの骨子
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江戸前ブランドPT

小櫃川

要

環境保全度Ⅱ

海洋科学の10年のテーマは、上記の七つです。目標の達成には政策立案者の
みならず、科学的理解を基盤としてみんなで取り組まないと難しく、そのために
は社会全体が科学的知識を共有する必要があります。ところが知識が共有され課
題解決に効果的に活用されているとは言い難い現状です。

COSAT Cardの概要

rB

モニタリング 連携
分科会

摘

国連海洋科学の10年のテーマ
汚染汚濁のない美しい海,
海洋生態系が調査され守られている健全で回復力のある海,
社会の理解が進んで実態が予測可能な海,
安全な海,
持続的に食料供給できる海,
データ，情報，技術に誰でも触れられる透明性のある海,
人を元気にする魅力的な海

35 00’ N

Kannonzaki
Kenzaki

Bay

海域対策
分科会

ベルモント・フォーラム国際共同研究：
ベルモント・フォーラムとは、地球の環境変動に関する研究への支援を行う世界
各国の研究支援機関および国際的な科学組織のグループです。
当該フォーラムの共同研究活動として、2020年より、4ヵ年の計画で、
「持続可能な社会の実現と社会変革のための沿岸海洋の評価（ COAST
Card ）」が米国、日本、ノルウェー、フィリピン、インドにより実施
されており、東京湾もその事例研究のサイトとなっています。

Oute
r

推進会議へ
政策提案

総会

COAST Cardプロジェクト

底質環境評価の凡例と区分表
環境評価区分

環境保全度Ⅳ 14以上

東京湾再生推進会議

報告団体：浦安三番瀬を大切にする会、浦安市三番瀬環境観察館、浦安水辺の会、江戸川区子ども未来館、大田区環境マイスターの会、
行徳野鳥観察舎友の会、行徳生物多様性フィールドミュージアム、生態教育センター、多摩川干潟ネットワーク、東京港水中生物研究会、
東邦大学東京湾生態系研究センター、ふなばし三番瀬環境学習館、谷津干潟自然観察センター
協力：東京湾再生官民連携フォーラムモニタリングPT・東京湾の窓PT、東京湾を良くするために行動する会、東邦大学東京湾生態系研究センター

30゜N

東京湾再生推進会議

【メンバー】
○関係省庁
内閣府地方創生推進室、国土交通省、海上保安庁、環境省、
農林水産省、林野庁、水産庁
○地方自治体
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

詳細な調査結果については、一斉調査の報告書に
記載されています。ご参照ください。

トークショーの動画、オンライン展示、動画コーナーなど
を含め多くのコンテンツがオンライン東京湾大感謝祭2020
のサイトでご覧いただけます（https://tokyobayfes.jp/）。

25゜N

東京湾再生推進会議モニタリング分科会
九都県市首脳会議環境問題対策委員会水質改善専門部会
東京湾岸自治体環境保全会議
東京湾再生官民連携フォーラム（東京湾環境モニタリングの推進プロジェクトチーム）
特別協力：東京湾生物情報とりまとめおせっ会

陸域対策
分科会

2017年、国連で「私たちの海，私たちの未来：持続可能な開発目標14の達成
に向けた連携」をテーマとする会議が行われ、その目標を推進する行動要請に沿
って、「海洋科学の10年」が決議されました。SDGsの目標14は「持続可能な開
発のために、海洋および海洋資源を保護し、持続可能な方法での使用」であり、
日本語訳では「海の豊かさを守ろう」とされています。豊かさ＝水産と考えがち
ですが、この目標は水産のような環境依存型の産業に偏らず、生物多様性や水圏
生態系の保全がなければ人間生存を可能にする持続的な海洋の利活用はないとい
うのが本意です。

ユビナガホンヤドカリ●とコメツキガニ●の生息場所

東京湾の環境再生は、「海」だけでは
なく、東京湾へ注ぎ込む「川」にも深い
関係があります。私たちは、このことを
一人でも多くの皆さんに知っていただき、
東京湾の環境に対する興味や関心を抱い
てもらうことを目的として、平成20年度
から東京湾環境一斉調査を行っています。
毎年度決められた日に、海（東京湾）と
陸（河川等）で、市民の方や企業、研究
機関、行政機関等に協力をいただき一斉
に水質や生き物の調査を行う活動は、今
年度で13年目を迎えました。これまでの
調査で得られた貴重なデータは、東京湾
の環境改善に活用されています。

幹事会

SDGsとその目標14を
推進する『海洋科学の10年』

Iriomote Is.
Suzaki

139 40’ E

平成13 年度から令和元年度の底質環境評価区分の変化
九都県市首脳会議環境問題対策委員会水質改善専門部会

Sekisei Lagoon

140 05’ E

研究体制：東工大、海洋大、防大、JAMSTEC
水産研究・教育機構、海辺研他
協力：東京湾再生官民連携フォーラム

研究体制：東工大、海洋大、海辺研他
協力：石西礁湖自然再生協議会

（表面のヤドカリ・カニクイズの答え）Ａ スナガニ Ｂ ユビナガホンヤドカリ Ｃ テナガツノヤドカリ

本マップについてのお問い合わせ
編集事務局：海上保安庁海洋情報部東京湾担当
〒100-8932 東京都千代田区霞が関3-1-1 TEL: 03-3595-3635
協働事務局：東京湾再生官民連携フォーラム 東京湾環境モニタリングの推進プロジェクトチーム
海辺つくり研究会 古川 恵太(PT長) Email: keita@meic.jp Web: umibeken.blue.coocan.jp/
発行：国土技術政策総合研究所 沿岸海洋・防災研究部海洋環境研究室
〒239-0826 神奈川県横須賀市長瀬3-1-1 Web: www.ysk.nilim.go.jp/kakubu/engan/kaiyou/intro-ra.html

