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■ 私は有明海の研究者ではありません。ただし、
瀬戸内海での経験が長いので有明海を瀬戸内海と
対比的にみることはできるかもしれません。

■ 有明海との関わり
・「第３者委員会」委員（農林水産省有明海ノリ不作等対策関係

調査検討委員会）
・「行政対応特別研究」（有明海の海洋環境の変化が生物生産に及

ぼす影響の解明）専門委員会・評価委員会委員
・ 沿岸海洋研究会、沿岸環境関連学会連絡協議会（「沿環連」）、

日本地理学会などの有明海関連シンポジウムなどへの招聘
・「有明海・八代海再生フォローアップ調査」検討委員会（環境省）

委員、新たなノリ色落ち対策技術開発事業検討委員（水産庁）
・「有明海生態系回復方策」検討委員会（環境省）委員など
・ 「有明海における環境変化の解明と予測プロジェクト」キックオフ

シンポジウム（主催：佐賀大学低平地沿岸海域研究センター）
２０１０年７月１０日、アバンセ・ホールにて講演、松田 治

「有明海問題のとらえ方：海洋科学の視点と統合的沿岸域管理の立場」＊

はじめに
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■ 海洋科学の視点
有明海はどうなっているか？（現状把握）
有明海はどのように変わってきたか？（歴史的変化）
変動のメカニズムはどのようなものか？（変動機構）
なぜ変動が起きたのか？（原因・理由）
変動はどのような影響をもたらすか？（影響評価・予測）

■ 統合的沿岸域管理の立場（新たな政策課題）今回重要
有明海はどうあるべきか？（将来像）
有明海をどんな海にしたいか？（地域の希望）
そのための可能なアプローチは何か？（実現の手段）
技術的・政策的解決策はどのようなものか？（選択肢の提示）

有明海問題のとらえ方（Kick off シンポ再掲）
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アウトライン

 瀬戸内海はどのような海か？

 環境・生態系はどのように変わったか？

 関連法制と施策の変遷

 現状と課題

 全瀬戸内海的な組織と取組み

 Satoumi（里海）の海外発信と国際化

 目指すべき将来像と再生の道筋
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豊かな瀬戸内海のイメージ①： 700-800年前

草戸千軒遺跡（中世の港町）の魚介類：
「体長１ｍ以上のタイの骨の出土

は珍しくない。」

広島県立歴史博物館復元展示

よく食べられたもの：タイ、スズキ、イワシ、アサリ、
シジミ、アワビ、ナマコ （常設市があった）
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豊かな瀬戸内海のイメージ②： 約100年前
景観と環境：

 外国人による絶賛例: 明治40年(1907年)

フェルディナンド・フォン・リヒトホーフェン（独）：Silk Roadの命名者

「大小無数の島嶼・・・広い区域に亘る優美な景色で、これ以上の

ものは世界の何処にもないであろう。・・・幸福と繁栄の象徴があ

る。・・・すでに天国が出来上がっているのだ。」（豊穣の里海）

この状態が今後も永続するよう

祈りたい。この最大の敵は、文明

とこれまで知らなかった欲望の

出現である。

（海老原訳「支那旅行日記」）
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瀬戸内海はどんな海か？

瀬戸内海は、およそ700の島々と7,230kmにも
及ぶ長い海岸線を有している。東西およそ
450km、南北15～55km、面積23,203㎢、平均
水深38m、容積8,815億㎥とされている。

狭い「瀬戸」と広い「灘」、
「湾」が連なる内海
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瀬戸内海はどんな海か？

■人口 瀬戸内海関係地域に約3,000万人（全国の約25％）

■産業 関係13府県の総生産は国内総生産の約25％

■動植物 約3,400種類の動物（うち、魚類は約430種類）

約800種類の植物 ※稲葉明彦『瀬戸内海の環境』による

スナメリ アビ ナメクジウオ
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瀬戸内海はどんな海か？

■瀬戸内海国立公園
我が国最初の国立公園として、昭和９年３月に雲仙や霧島とともに指定。
面積は約67,000ha（陸域のみ）。多島部や瀬戸とともに内海多島海を
眺める展望地点を含む。
利用者数は約4,000万人（H19）。 ※富士箱根伊豆国立公園に次ぎ２番目の多さ

宮島

■水浴場
環境省が平成18年に選定した「快水浴場百選」に
17か所が選ばれている（うち３か所は特選） 。
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瀬戸内海は
どんな海か？

海洋表層の
クロロフィルa
濃度
2004年10月14日

瀬戸内海は
一次生産力の
高い海の代表格
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有害赤潮による養殖ハマチの
大量斃死

「瀕死の海」と呼ばれた頃
ヤコウチュウ赤潮の発生状況
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瀬戸内海環境保全特別措置法（臨時：1973、恒久化1978）

１ 瀬戸内海の環境の保全に関する計画
２ 水質浄化施策
(1)  瀬戸内海地域における特定施設の設置及び変更に関

する許可制度
(2)  化学的酸素要求量（ＣＯＤ）に係る総量規制
(3) 富栄養化被害防止のための指定物質に係る削減指導

３ 自然海浜等の保全対策
４ 埋立に係る特別の配慮
５ 下水道、廃棄物処理施設の整備促進
６ 瀬戸内海の水質浄化のための大規模事業計画の策定
７ 海難等による油の排出防止に係る措置
８ 赤潮発生機構の解明等の技術開発等の促進
９ 赤潮・油等による漁業被害者の救済
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赤潮発生件数の推移（瀬戸内海）

出典：『瀬戸内海の赤潮』（水産庁瀬戸内海漁業調整事務所）
瀬戸内海における赤潮の発生状況 14



閉鎖性海域の環境基準達成率
（特に大阪湾を除く瀬戸内海に注目）
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 第13条 埋立てについての特別の配慮

埋立てが工場の新規立地の前提となること及び埋立てそのものによる環境に対する悪
影響を考慮

瀬戸内海における公有水面埋立ての免許又は承認に当たって､ 免許権者である関係
府県知事等は瀬戸内海の特殊性に十分配慮。

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

各
年
面
積

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

累
積
面
積

瀬戸内海環境保全特別措置法の要点

法施行を契機として、埋立ては大幅に減少したが・・・ 16



大阪湾奥部における埋立状況失われた浅場・
藻場・干潟と
オープンアクセス

生物生息環境
としての藻場：
産卵場、生育場、
餌場、避難場など

藻場：“海のゆりかご” 17



瀬戸内海の生態系
800種の植物と3400種の動物

（１） 1960年代中頃より
海岸生物の種数・個体数急減
多様性の低下

（２） 1990年代中頃からやや回復
傾向、しかし1960年代当初に遠く
およばない現状

（湯浅一郎）

多様性と生物生産の低下

生息環境の悪化

種
類
の
推
移

１９６０ １９９０
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瀬戸内海の漁業生産の変遷
（養殖を含まない）

 昭和60年（1985年）頃をピークに20年間で漁獲量が半減

 特に貝類の減少が著しい

瀬戸内海における漁獲量の推移
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藻場や干潟が失われたことの意味

・藻場や干潟、海浜のもつ機能が失われた。

・沿岸性魚介類の多くが利用する産卵場、稚魚

期・幼期の成育場としての機能が失われた。

・生産・分解・水質浄化などの物質循環機能が
失われた。

・その結果、生物生息環境・生態系・水産資源な
どに深刻な影響が生じた。

・藻場・干潟など浅場再生の必要性が高まった。
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関係法令や制度の変遷① （－2000年：20世紀）
1967  公害対策基本法
1970  水質汚濁防止法
1973  瀬戸内海環境保全臨時措置法
1978  瀬戸内海環境保全特別措置法（恒久化）
1992  地球サミット(SD) アジェンダ21
1993  環境基本法（循環・共生・参加・国際）
1993  生物多様性条約会議、1994国連海洋法条約発効
1997  河川法の大改正（＋環境、住民参加）
1999  海岸法の改正（＋環境、住民参加）
2000 瀬戸内海環境保全基本計画

（創造的施策の導入）
2000  港湾法の改正（＋環境、地域の参加）
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関係法令や制度の変遷②（2001－：21世紀）
2001  水産基本法（水産資源の持続的利用）
2001  漁港漁場整備法の制定
2001 新・生物多様性国家戦略
2001 自然再生推進法
2002  有明海・八代海再生特別措置法
2007  海洋基本法（沿岸域の総合的管理）
2007 21世紀環境立国戦略（里海）
2007 第3次生物多様性国家戦略（里海）
2008 海洋基本計画（里海）
2008 生物多様性基本法
2009 海岸漂着物処理推進法
2010 生物多様性国家戦略2010（基本法に基づく）
2011  海洋生物多様性保全戦略
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瀬戸内海環境管理の大きな流れ
（「瀬戸内法」の約40年）

環境施策 公害対策（規制行政）
↓

環境保全 passive conservation
↓

自然再生、豊かな海を取り戻す
active conservation

社会経済体制 高度成長期
大量生産・大量消費・大量廃棄

↓
持続的循環型社会（流域管理・森川海の連携
「里海づくり」 、沿岸域の総合的管理）
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新たな環境保全・創造施策のイメージ（原図は環境庁、１９９７）

水質

（良）

（劣）

（劣） 水質以外の自然環境の質 （良）
（自然景観・生物生育環境・水辺のふれあい等）

高度成長期
以前

現状

Ｓ４０年代
後半

瀬戸内法
の効果

新たな施策の
必要性

瀬戸内海・創造的施策の導入→自然再生、里海へ
（全国に先駆けた施策）
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「瀬戸内法」と有明海・八代海
再生特別措置法の違い

 瀬戸内法（１９７３）

 公害対策の時代

 環境省（庁）系の法律

 目的は環境保全中心
 限定目的

 有明再生法（２００２）

 自然再生の時代

 省庁連合的（総務，文部科
学，農林水産，経済産業，
国土交通，環境省）

 目的は環境再生と漁業

振興の二本立て
 瀬戸内法より総合的・包括的

海洋基本法（２００７）および海洋基本計画（２００８）では「沿岸域の総合的管理」が
重要なテーマとなっており、内閣総理大臣を本部長とする総合海洋政策本部体制
ができている。 25



瀬戸内海の現状と課題①：環境と生態系

極端な汚染問題は沈静化し水質も改善傾向。
ただし、生態系、生物多様性と生物資源は劣化
（「豊かな海」・「美しい海」の喪失）

 赤潮の発生

 貧酸素水塊の発生

 底生生物生息環境の悪化

 生物再生産環境の消滅と資源水準の低下

 「物質循環の円滑さ」（海の健康）の劣化

 「生態系の安定性」（海の健康）の劣化
26



瀬戸内海の現状と課題②：法制と施策

生態系や生物多様性、水産資源などに関係する

基本法的な「方向性を示す」制度は、最近になって
急速に整った。ただし、取り組みは緒についたばか
りで、具体的な施策は未整備。いかにして実体化
するかが課題（里海はアプローチの一つ）

 水産基本法（２００１）

 自然再生推進法（２００２）

 海洋基本法（２００７）

 生物多様性基本法（２００８）
27



環 境 省
瀬戸内海環境保全知事・市長会議

（事務局：兵庫県） 昭和46年発足

【構成員：13府県、7政令市、13中核市】
・瀬戸内海の環境保全及び快適な生活環境

創造のための基本施策の推進
・国に対する建議及び政策提言

建議・提言

情報
提供

研究委託
支援

(社)瀬戸内海環境保全協会
昭和51年設立

【会員：13府県、7政令市、13中核市、
10漁連、7衛生団体】

・瀬戸内海環境保全思想の普及・啓蒙
・瀬戸内海環境保全事業活動への

指導助成
・瀬戸内海に関する調査・研究
・瀬戸内海に関する情報の収集・提供

瀬戸内海研究会議
平成4年設立

【会員：158名、21団体】
・瀬戸内海の環境保全の適正

な利用のあり方についての
研究、提言

・研究フォーラム、ワークショッ
プの定期開催

・エメックス会議を通じた交流

事務局支援

・政策提言
・成果の提供

・指導
・委託事業

指導・
助言

協力
情報提供

参画
支援

漁業・衛生団体
瀬戸内海

関係府県市

参画

参画
支援

大学・研究機関等

参画
支援

企業等

参画
支援

(財)国際エメックスセンター
平成12年設立

・閉鎖性海域に関する情報の収集
及び提供、調査研究、研修の実
施、活動の支援、国際機関等の
活動に対する協力と連携、国際
会議の開催等による国際交流の
推進

外 務 省

連携
協力

・支援
・指導

・支援
・指導

情報提供
・支援

情報提供
・支援

情報
提供

情報提供
・支援

・支援
・指導

～

～

瀬戸内海における関係機関と連携

瀬戸協
２０１１
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Introduction to International EMECS Activities
Environmental  Management of  Enclosed Coastal Seas

1. International EMECS Conference

2. PEMSEA related activities
International EMECS Center is a non-state
partner of PEMSEA
( Partnership in Environmental Management 
of Sea of East Asia ) 

3. Other activities
Publications
JICA-EMECS training course

29



EMECS Conference

2nd November 10-13,1993 
Baltimore, Maryland, U.S.

3rd August 11-14, 1997
Stockholm, Sweden

4th November 9-12, 1999 
Antalya, Turkey

5th November 19-22, 2001 
Kobe / Awaji, Japan

8th October 27 - 30, 2008

Shanghai, China

7th May 9-12, 2006 
Caen, France

6th November 18-21, 2003 
Bangkok, Thailand

１ｓｔ August 3-6, 1990 
Kobe, Japan

9th August 28-31, 2011
Baltimore, Maryland, U.S.

10th November Turkey 2013
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http://www.conference.ifas.ufl.edu/emecs9/index.html

9th EMECS (2011) in Baltimore, USASatoumi Sessionも開催された 31



EMECS 10 – MEDCOAST 11 
JOINT CONFERENCE

30 Oct – 03 November 2013
Grand Yazici Club Turban Hotel, Marmaris, 

Turkey
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Sato-Umi in EAS-Congress 2009＊

（東アジア海域会議2009と里海）
PEMSEAとEMECSの連携

(Partnership in Environmental Management for the Seas of 
East Asia：東アジア海域環境管理パートナーシップ)

14カ国＋NSP (Non-State Partner)

Sato-Umi Workshop: 
Co-organized by

PEMSEA(ICM) and
EMECS(Sato-Umi)
“Sato-Umi in the ICM frame”

*会議には約1600人（ 43ヶ国、
36国際機関）が参加

*opening speech
34



EAS-Congress 2009 におけるSato-Umi Workshop 

（フィリピン、マニラ、2009年11月24日）

生物生息環境の保全と再生への地域固有のアプローチ：
里海の経験と類似の地域主導型の取り組み

議長 ：松田 治
共同議長 ：

柳 哲雄 （九州大学）
アン・マクドナルド（UNU）

参加者：約 100名

第1部: 里海の概念と日本の実践
考え方と日本における事例研究報告

第2部: アジア諸国における里海類似の地域固有の取り組み
７つの事例研究報告

第3部：総合討論 議論は白熱した 報告書刊行 154pp (2010) 35



EAS Congress 2012 was held
in Changwon City,  RO Korea
9-13 July, 2012

Changwon Exhibition Convention
Center (CECO)

36



Publications on
EMECS
Conference
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生物多様性条約（CBD）
COP10が契機となり、
CBD事務局から
Technical Seriesの一冊
として
“Ecosystem Approachの
ための Satoumi “が出版
された（２０１１）。

38



Capacity Building:
JICA-EMECS training course for
overseas participants

Course Title:  
The Integrated Water Management of Coastal 
Seas / Bays and Catchment Areas*

39



瀬戸内海の環境保全（資料集）について
瀬戸内海の環境保全（資料集）は、瀬戸内海に関する概況、産
業、埋め立て、水質や底質の環境、赤潮や油汚染事故の発生
等、幅広いデータを掲載し、昭和５３年度から毎年出版されてき
た。データ以外にも参考となる資料や法律なども掲載している。
この資料集は、瀬戸内海研究会議の会員（科学者）や瀬戸内海
を研究されている方達に幅広く引用されている資料集である。

昭和53年度版 昭和54年度版 平成21年度版 平成22年度版 40



豊かな里海としての再生

 これまでの水質の保全を中心とした環境保全施策だけでは、豊かな瀬
戸内海を取り戻すことが不十分であることから、生物多様性の確保と
水産資源の回復のための環境保全施策を強化するとともに、藻場・干
潟等の浅場の再生などの環境再生施策を進める。

生物多様性の確保と水産資源の回復

美しい里海としての再生
美しい自然とふれあう機会の提供

 美しい瀬戸内海の良好な景観を保全し、回復するため、美しい自然の再
生を進めるとともに、住民の自然と親しむ機会の提供を通じて、瀬戸内
海の環境の保全及び再生のための諸活動の促進を図る。

瀬戸内海環境保全知事・市長会議による
再生方策及び法整備の検討（2004～）

41



瀬戸内海研究会議
からの提案（２００７）

地域共生
と

環境共生

「きれいな海」から
「豊かな海」へ：
それが里海だ !

新たな視点：
海だけがきれいに
なればいのか？

42



Satoyama-Satoumi SGA
SGA: Sub-Global Assessment

ＳＧＡ：世界各地で環境と 生物多様性の現状と長
期的な対策を明らかにする国連主導のミレニアム生態
系評価 (MA:2001-2005)の地域版。国連大学が中心に

なり里山里海をテーマにして日本では初めて実施。

日本全国の里山里海のなかで、「里海としての瀬戸内海」

が対象海域として採択され、西日本クラスターの中で

サブクラスターの位置づけとなった。

６分冊のクラスターレポートは2010年10月に出版され、

英文総集編は国連大学から、和文の総集編は朝倉

書店から２０１２年に出版された。
43



「里山・里海ＳＧＡ」のサイトとクラスター

瀬戸内海

サブクラスターとしての瀬戸内海

44



Japan Satoyama Satoumi
Assessment (JSSA)

日本の里山・里海評価
クラスター・レポート

里海としての瀬戸内海 170 pp.

国連大学高等研究所 (2010)

約５０年間の変化と要因、対策と将来

里海は「日本発、瀬戸内海育ち」
ともいわれる

45



(United Nations University Press, 2012) 46



JST「里海創生」プロジェクトの場合の連携体制
47



人と海との共生関係の中で、
健全で恵み豊かな環境が維持され、

生物生産性と生物多様性が同時に高い
住民生活に密着した沿岸海域

（持続的な保全型利用・利用しながらの保全）
里山と一体化した里海

ほどほどの栄養レベルと赤潮や貧酸素水塊が発生
しない多様な生物生息環境の回復・創生（貧栄養で
は生産性が低く、富栄養では多様性が低下する）

里海のイメージ：「きれいな海」から「豊かな海」へ

48



「里海」は一般社会の中
で市民権を得つつある。

里海関係の出版物も
多くなった。

瀬戸内海は「里海」の
主要な発信地。

（右）毎日新聞の社説に
取り上げられた「里海」

49



毎日新聞「里海特集」
2008年6月30日

50



里海を支援する国レベルの制度整備

１．「海洋基本法」の制定（2007.4.27公布、7.20施行）

沿岸環境の保全、沿岸域総合的管理、生物多様性の保全

「海洋基本計画」の策定（2008.3.閣議決定）：里海

２．２１世紀環境立国戦略の策定

（2007.6.1 閣議決定）： “豊饒の「里海」の創生”

３．第３次生物多様性国家戦略の策定（2007.11.27閣議決定)

第3章 沿岸域：豊かな海の恵みと里海

農林水産省生物多様性戦略（2007.7.6決定）：

里海・海洋の保全、森・川・海を通じた生物多様性の保全

４．自然公園法の改正（2009海域保護施策の充実、生態系回復）

５．生物多様性国家戦略2010

生物多様性基本法（2008）に基づく初戦略

沿岸域＜目指す方向＞：人と海のつながりと豊かな生物相を
取り戻す。沿岸・海洋：里海・海洋における漁業：藻場・干潟な
どの保全の推進

51



（農林水産省, 2007） 52



期待される効果

陸域と沿岸域の一体性について国民の理解を深めるとともに、人間と海との共生を推進し、人間の手で
管理がなされることにより生産性が高く豊かな生態系を持つ「里海」の創生を推進する。

②モデル海域での現地調査
・物質循環の調査（水質、生物調査）

・普及啓発を兼ねた市民参加型のモ
ニタリングや植林活動等の実施

課題 生物生息環境の悪化（干潟・藻場の喪失、赤潮や貧酸素水塊の発生）

原因 物質循環の低下（漁業の衰退） 海の環境に対する国民の無関心

①モデル海域の選定
・選定基準の策定

・モデル海域の公募、選定（ＮＰＯ、
自治体からの提案）

③里海づくりマニュアルの作成
・現地調査結果より作成
・他の地域での取り組みの促進

④シンポジウムの開催、広報等の実施

⑤アジアへ「里海」の概念を情報発信

地域活性化 アジアへの日本の貢献

生物多様性の保全 水産資源の確保

沿岸域の環境保全

モニタリングサイト1000などとの連携

健全な生態系

沿岸漁業
の維持

浅海域の再生

市民とのふれあいの場の確保

食卓

適度な栄養
塩供給

下水

植物プランクトン窒素・リン 有機汚濁物質

地場の水産
物の消費

アマモ刈り

肥料として利用適切な森林管理

保水力の向上による降雨時の負荷低減

栄養塩の流れ 動物プランクトン

里海創生支援事業（平成２０～２２年度）

（環境省）(（環境省） 53



里海ネットによる情報発信

環境省HPにて平成22(2010)年7月から公開
http://www.env.go.jp/water/heisa/satoumi/index.html

里海とは？

里海づくりを目指して

里海と人とのふれあい

里海と物質循環

里海と生態系

里海づくりの７つのタイプ

実践事例の紹介

里海づくりのマナー

里海づくりの方法

ダウンロード さらに詳しく里海Ｑ＆Ａ

54



里海づくりの手引書（２０１１）
里海づくりの手引書の主な内容

・里海の考え方など基本的な情報
・里海づくりを始める際の事前準備
・里海創生計画の策定
・活動の評価・見直し

55



地域の

海域の物質循環健全化計画策定事業 (平成22～24年度）
～海域ヘルシープラン策定モデル事業～

・海域の類型化

・推進すべき活動、施設整備、調査研究、

技術開発等の施策整理

モデル地域における対策検討

栄養塩類管理方策検討

生物生産力と多様性の高い海域の構築

栄養塩類の循環バランスを回復ある
いは向上させるための具体的な行
動計画の確立

海域・地下水等の水質改善、水質汚濁の未然防止

ヘルシープラン

現況 ： 栄養塩類バランスの劣化による赤潮や海苔の色落ちなどの障害

①モデル地域の物質循環量把握
・栄養塩類の発生負荷量調査

・地域吸収量、蓄積、流出状況調査

・海藻、藻類等吸収源の増殖と回収試験

・バイオマス利用促進について検討

②物質収支モデルの構築
・地域の栄養塩類循環状況を再現

・栄養塩類循環に及ぼす

要因の抽出

③影響評価手法の開発
・円滑な栄養塩類循環のための診断、

評価手法の検討

・効果的な対策案の検討

適切な栄養塩
循環の形成

播磨灘北東部海域
三河湾
気仙沼湾・三津湾

（環境省）
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かつて日本各地で海と陸をつなぐ地域の循環があった

57



・人間生活により陸から海へ
排出される栄養塩（窒素やリ
ン）が富栄養化をもたらす

 海の生態系が、栄養塩をも
とに水生生物へと再資源化

水産生物は世代交代が早く
、再生産能力が高いため、良
好な環境のもとでは間引き行
為（漁獲）に対する柔軟性が
高く、適度な漁獲は再資源化
機能をより高める役割。

 漁業は、漁獲により窒素、
リンを再び陸に引き上げること
により、物質循環を補完
(多面的機能）。

漁業は、再資源化を促進し、窒素、リンの循環機能を補完し、海洋環境を良好に維持することに貢献。

水産による海域・陸域間物質循環の補完

（原図：水産庁）
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里海

活動の主体
漁民等の沿岸住民

海を利用する都市住民
流域（山、川、里）

の住民

物質循環
適量の栄養塩
健全な物質循環

水質 底質

ふれ合い
自然との共生、

地域の協働

生態系
多様性と生産性
資源管理漁業

浅場

里海の構成要素

活動の場
漁村、都市、

流域（山、川、里）

２つの
実践要素

３つの
保全・再生要素

里海創生の視点

多様性

持続性 （瀬戸協2008）
59



■ミティゲーション型

都市開発などに伴い失われた環境の再生活動

都市開発などに伴い環境に与える影響を緩和、補償
するため、事業者が取り組む事業です。失われた環
境の再生や創出が行われています。

関西国際空港緩傾斜護岸
（関西国際空港用地造成株式会社提供）

■都市型

都市近郊にある藻場など浅海域の保全・再生活動

都市のすぐ近くに存在する干潟やアマモ場などの自
然環境を活用して、市民参加型の環境保全・再生活
動を行っています。

東京湾：横浜（NPO法人海辺づくり研究会 提供）

■漁村型

漁村が主体となり、漁業活動の中で実施する活動

伝統的漁法、アマモ場の再生や創生、海底のごみ
回収などを通じて、漁業者自らが中心となり、漁業
環境の改善に取り組む活動です。

三重県英虞湾

いろいろな
里海

60

石干見（いしひみ）

ササヒビ
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■鎮守の海型

禁漁区、禁漁期の設定による神域づくり的な活動

特定の島や海域で人の出入りや漁業を制限し、神
域的に位置づけることで、漁業など、人の手が入ら
ない状態で自然を守る活動です。

大分県姫島

■体験型

都市近郊で行う、都市住民による体験活動

都市近郊の漁村などで、環境や生き物を用いた体
験型学習の実施。海と自然について多くの住民が
学びふれ合う、体験活動を行っています。

兵庫県赤穂海岸

■複合型

流域、都市、漁村等が重なったエリアにおける海
の環境保全活動

地域の一部又は全体を対象とするような広域にわた
る活動で、様々な主体の協働のもと地域の環境保
全を目的として清掃・美化活動に取り組む活動です。

兵庫県赤穂海岸

■流域一体型

森から海までを一体として捉えた活動

磯焼けなどの問題を抱えている海域で生活する人
たちが、森・川・海を一体と捉え、連続する水環境の
出発点である森や山林を守る活動が行われている。

植樹（岩手県一関市提供）
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生物多様性条約COP10（名古屋）
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Satoumiに関する国際的論議のポイント

① 目的：保全と利用の調和（MPAとの関連性）

② 管理対象：“水質管理中心主義”から
“生態系管理”へ

Ecosystem Based Management (EBM)
③ 管理空間：海域単独管理から陸域を含む沿岸域

総合的管理への流れ
Integrated Coastal Management (ICM)

縦割り行政からの脱却
④ 意思決定：法律から地域主導型合意形成へ

Community Based Management(CBM)：地方分権
“Top down framing”と“Bottom up processing”
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【背景】
瀬戸内海においては水質汚濁の進んだ「瀕死の海」から回復。
一方で、「豊かな海」へ向けてさらに瀬戸内海の環境保全に
取り組む必要がある。

【目的】
今後の瀬戸内海の水環境の在り方について、瀬戸内海に係る様々
な分野の学識者、有識者等からヒアリング等を実施。
これらを受け、懇談会により今後の瀬戸内海の水環境の在り方を
議論し、とりまとめを行う。

【内容】
・平成22年度に５回の懇談会を開催。
・懇談会の成果を、「今後の瀬戸内海の水環境の在り方の論点

整理」として、平成23年３月に取りまとめ。

URL: http://www.env.go.jp/water/heisa/seto_comm.html （環境省）

今後の瀬戸内海の水環境の在り方懇談会
（平成２２年度）

瀬戸内海の環境保全の在り方について
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今後の瀬戸内海の水環境の在り方の論点整理の概要（２０１１）

水質管理を基本としつつ、豊かな海へ向けた物
質循環、生態系管理への転換を図る。

藻場、干潟、砂浜等の失われた沿岸環境と悪化し
た底質環境を回復させる。

白砂青松、多島美と評される瀬戸内海の自然景
観及び文化的景観を保全する。

地域で培われてきた海と人との関わり方に関する
知識、技術、体制を活かして、地域における里海
の創生を進める。

瀬戸内海の生態系構造に見合った持続可能な利
用形態による、総合的な資源管理を進める。

地域の協議による水環境目標の設定

藻場・干潟・砂浜等及び底質の環境の回復

富栄養化対策からの転換

環境学習の推進調査研究の推進

湾・灘毎の状況に応じた管理

森・川・海を通じた健全な水・物質循環機能の回復

水環境の目標や現状を表す適切な指標の検討

総合的な資源管理

気候変動への対応

自然、文化的景観の保全と再生

瀬戸内海の環境保全の推進体制の充実

情報提供、広報の充実

地域の参加・協働

地域再生と体制づくり

世界の閉鎖性海域との連携

○「道」としての価値 ： 海上航路
○「畑」としての価値 ： 漁業生産の場
○「庭」としての価値 ： 景観、観光の場

瀬戸内海の価値

今後の瀬戸内海の水環境
の基本的な考え方

今後の方向性

今後の取組 65



○瀬戸内海環境保全基本計画推進の中での課題の指摘
・瀬戸内海環境保全基本計画フォローアップ（平成20年6月）における指摘
・今後の瀬戸内海の水環境の在り方の論点整理（平成23年3月)

○瀬戸内海環境保全基本計画の前回策定（平成12年12月）から10年以上が経過
○この間に、海洋基本法（平成19年４月）や生物多様性基本法（平成20年6月）制
定等の動き

水質改善中心の環境保全の在り方が問われている

瀬戸内海でも、海洋環境の保全に関する新たな理念や体制の整備に加え、
生物多様性と生物生産性の向上等の新たな課題への対応が必要

66

瀬戸内海の将来像と環境保全・再生の在り方の検討

瀬戸内海部会 企画専門委員会で調査検討中
66



67

１．湾・灘ごと、季節ごとの状況に応じたきめ細やかな

水質管理

２．土砂供給にも着目し、負荷量削減と組み合わせた

底質環境の改善

３．沿岸域における良好な環境の保全・再生・

創出

４．自然と暮らしや賑わいとの調和を図る自然景観及び

文化的景観の保全

５．共通的事項

・森・里・川・海のつながりを考慮した地域における

里海づくり

・科学的データの蓄積及び順応的管理の

プロセスの導入

環境保全・再生の基本的考え方豊かな瀬戸内海のイメージ

「庭」「畑」「道」の多面的価値・機能が最大限に発揮された『豊かな瀬戸内海』に！

⇒ 海域の状況や特性に応じた『豊かな海』に！

第５回企画専門委員会（2012.6.25):委員会報告(素案)の概要

今後の目指すべき将来像
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中央環境審議会瀬戸内海部会の今後の予定
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第５回 企画専門委員会 2012年６月25日
◇企画専門委員会報告（素案）について議論

第11回瀬戸内海部会 2012年８月13日

・目指すべき将来像と環境保全・再生の在り方（中間報告）

パブリックコメント
８月９日開始予定

第６回 企画専門委員会 2012年９月頃
◇委員会報告最終とりまとめ（部会指摘、パブコメ対応）

瀬戸内海環境保全基本計画の改定 等

第12回瀬戸内海部会 2012年10月頃

・目指すべき将来像と環境保全・再生の在り方（答申案）
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中央環境審議会瀬戸内海
部会（２０１２年８月１３日）

企画専門委員会から報告さ
れた「将来像」と「保全再生
の在り方」に関する
中間報告の概要

２０１２年８月９日から
パブリック・コメント募集中
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閉鎖性海域の環境状況

生物生育環境

自然環境の質 良劣

高度成長期
以前

水
質

良

劣

現状

高度成長期の
環境悪化

総量削減等
水質保全対策

の効果

今後めざす
環境改善の方向性

昭和４０年
代後半

円滑な物質循環
豊かな生態系

閉鎖性海域における今後の環境改善の道筋

（環境省2010
に基づく） 70



有明海の再生道筋に対するヒント
（試案たたき台）

１．政策：海洋基本法の仕組みの有効利用

海洋基本計画の見直し（2013）に有明海の意向を

反映させる。

２．再生方策：再生の道筋を具体的に示すデモンストレー

ション・サイトを構築・実現する。

３．国際的連携：特に韓国の干潟保全、再生活動との

連携を図る。（順天湾、始華湖、西海岸干潟の取り組

みなど）

71



ご清聴ありがとうございました。
ご質問、ご批判、大歓迎です。
謝辞：環境省閉鎖性海域対策室

次世代からもっと先の世代へまで
楽しみながら息を長く！

豊かな海を取り戻すために：
立場に応じた役割分担で

連携しよう
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