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指摘内容 対応 
  
資料２ 

 

１ 大阪湾の海域にお

ける水質・生物の水平

分布 

 

(２)底質の水平分布 

 

図８ 底質の水平分布

（平成 27年度 瀬戸 

内海環境情報基本調 

査(速報値)） 

  
① 調査地点より陸側

の港湾域の分布傾向

は、外挿して作成され

ているが、実際の分布

傾向と異なっていな

いか、他の調査結果を

参考にして確認する

ことが必要。 

 

 

 

 

  
・ 湾奥部の港湾域における底質調査の例としては、

西田委員が平成 16年度に実施された調査（「大阪

湾奥部における懸濁態物質の挙動と底泥特性」

2006年 海岸工学論文集）がある（以下「調査Ａ」

という。）。 

・ 前回資料２の図８で示している平成 27年度の環

境省の調査（以下「調査Ｂ」という。）の地点に

おける値は、調査Ａにおける同様の地点の値とほ

ぼ同様と読み取れる。このことから、底質の分布

傾向は、平成 16年度以降に大きな変化はないも

のと考えられる。 

・ また、調査Ａによると、港湾域とその沖側の海

域で、濃度勾配に大きな変化は見られていない。 

・ 以上のことから、現在においても、水平分布の

傾向としては、港湾域とその沖側の海域で大きな

変化はないものと推測される。 

・ したがって、調査Ｂの水平分布図において、調

査地点より陸側の港湾域へ外挿していることは、

特に問題ないものと考えられる。 

・ なお、図８は、瀬戸内海の東部海域全体の底質

状況を把握するために実施した調査結果から作

成した水平分布図のうち、大阪湾の部分を切り出

したものであり、そのことがわかるように説明を

加えることとする。     
(３) 生物の水平分布 

 

・魚類等の主成育場と

しての利用状況 

 

図 11 大阪湾における

魚類等の主成育場 

 

 
② 湾奥部の利用状況

を示している「貧酸素

水塊の発生する夏季

には、幼稚仔の個体数

が大きく減少してお

り、湾奥部は、貧酸素

水塊が発生するなど、

魚類等の生息にとっ

ては厳しい環境にあ

る中、主成育場として

利用されている場所

である。」という記述

には重複が見られる

ので、整理すべき。 

 

 

 
・ ご指摘を踏まえ、「大阪湾の湾奥では夏季に貧酸

素水塊が発生し、幼稚仔やその餌となる底生生物

の個体数が大きく減少するなど、幼稚仔の生息に

とっては厳しい環境にある。」と修正する。 

・ また、幼稚仔の成育にとって、湾奥部が重要で

あることの説明を次のとおり追加する。 

「一般に、内湾性の魚類等の幼稚仔の成育のために

は、餌となる生物が多いことと、隠れ場となるよう

な海岸が必要である。 

大阪湾の湾奥部は、海岸部において幼稚仔の隠れ

場に適した場所は多くないものの、浅い水域であ

り、全層に占める有光層の割合が高く生物生産性が

高いため、餌となる生物が多い。湾奥部は、淀川等

の流入により環境変化が激しい場であることから、

世代時間の短い小型の底生動物が多く、これらは、

特に、カレイ類やエビ・カニ類の幼稚仔の餌として

適している。また、流入河川により塩分が低いため、

高塩分を好む外洋性の大型肉食魚が侵入し難い。」 

資料 １ 

第５回部会における主な指摘事項と対応について 
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(６) 各ゾーンの特徴

づけ 

 

表１ 各ゾーンの特徴 

づけ 

 
③ 貧酸素水塊の発生時

期は、「８月」とある

が、「夏季」とするほ

うが適切である。 

 
・ご指摘のとおり修正する。 

 
２ 将来像について 

 

(２) 環境保全の観点

から見た今後目指

すべき大阪湾の将

来像（案） 

 

（豊かな大阪湾が有す

る多面的価値・機能） 

 

多様な生物を育む場

が確保されている大

阪湾 

 

 
④「護岸や沿岸の施設に

よる良好な海域環境の

創出」とあるが、護岸

や沿岸の施設を説明す

る語句として、「護岸」

の前に、「環境に配慮し

た」と補足すると分か

りやすい。 

 
・ご指摘のとおり修正する。 

 

 

 
栄養塩類が円滑に 

循環している大阪湾 

 

 
⑤「栄養塩類が円滑に

循環している大阪湾」

とあるが、栄養塩類だ

けでなく、有機物など

も含めた物質が円滑

に循環することが必

要である。 

・水環境の保全の観点

を加えるべきである。 

 
・ ご指摘を踏まえ、「健全な物質循環が行われ、 

良好な水環境が保たれている」と修正する。 

・ 説明文に「湾奥部における停滞性水域の流況が

改善され、栄養塩類が植物プランクトンから動

物プランクトン、魚類等へと円滑に循環してい

る。」と記載していたが、ご指摘を踏まえ、「湾

奥部における停滞性水域の流況が改善され、栄

養塩類や有機物などの物質が健全に循環し、良

好な水環境が保たれている。」と修正する。 
 
３ 将来像の実現に向

けた環境保全・再生

の基本的考え方 

 

(３) 都市活動や暮ら

しにおける潤い・

安心と魅力の創出 

 

 
⑥「潤い・安心と魅力の

創出」とあるが、「潤

い・安心」と「魅力」

の関係は並列ではな

いので、修正が必要。 

 
・ ご指摘を踏まえ、「都市の魅力を高める潤い・安

心の創出」と修正する。 

 

 
資料３  

 

将来像の実現に向け 

た施策のあり方（案） 

 

④ 湾南部における

「里海づくり」の推

進等における「例」 

 
⑦ 例として、ＮＰＯの

取組等が掲載されて

いるが、これまでの取

組の例であることが

わかるように記載す

べき。 

 
・ ご指摘を踏まえ、単に「例」として示していた

ものを、「これまでの取組の一例」として修正す

る。（①、④、⑦、⑭、⑰） 
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⑧ 広域的な漁場整

備の推進 

 

 

 
⑧ 攪拌ブロックの設

置が広域的な漁場整

備になることを明確

にすべき。 

 

 

 

 

⑨ 他の例があれば、資

料に示すことを検討

すべき。 

 

 

 

 

 
・ 攪拌ブロックは、水の流れがブロックに衝突し

た時に発生する力を活用して、底質から供給され

る栄養塩類が含まれている底層水の巻き上げを

図るものである。このブロックを、東岸恒流帯に

沿って、効果的と考えられる範囲内に面的に整備

することにより、栄養塩類を潮流に乗せて広い範

囲に拡散させることは、広域的な漁場整備につな

がると考えている。 

・ 他に、魚類等が湾内を移動しながら成長してい

く実態を踏まえ、成長段階に応じた漁礁等の整備

を、近隣府県と連携して各海域で行うことによ

り、湾全域での資源量の増加を目指している例が

あり、資料においては、広域的な整備であること

がよりイメージしやすいと考えられることから、

これを例示することとする。  
   
・ また、引き続き実施する必要がある施策として、

「沿岸域における藻場等の造成」を追加する。    
⑩ 漁場整備に限らず、

施策の実施にあたっ

ては、効果をモニタリ

ングしつつ、必要に応

じて修正していける

順応的な考え方に留

意する必要がある。 

 
・ ご指摘を踏まえ、部会報告の「Ⅵ 将来像の実現

に向けた課題と施策のあり方」の冒頭に、「環境

条件の変化に対する生態系の応答は時間がかか

る上に不確実性を伴うため、対策の実施にあたっ

ては、効果を把握するためのデータを取りなが

ら、その結果を踏まえて必要に応じ柔軟に対策を

変更する順応的管理の考え方に基づくことが重

要である。」と記載する。 

 

⑯ 湾南部における

エコツーリズムの

推進 

 

 

⑪ 

・「湾南部」がどの海域

を示すのか明確にする

必要がある。 

 

 

・ ご指摘の箇所のほかに、前回部会資料において

「湾南部」等との表現を使用しているのは次に示

す３箇所であり、湾南部はゾーン２・３の大阪側

の海域を、湾西部はゾーン２・３の兵庫側の海域

を示す言葉として使用している。   
・資料２の漁場分布の図の説明で、「湾南西部」 

の利用が少ないとしている。 

・資料２の利用面での地域特性の重ね合わせ 

の図の説明で、「湾南西側」の自然を活かし

た利用等がなされている地域、としている。 

・資料２の環境保全・再生の基本的考え方の、

生物の生息環境の改善において、自然環境が

残され海に近づける場が多い「湾南部」とし

ている。 
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・ エコツーリズムの推進について、湾南部の自然

環境だけでなく、ゾーン１に位置する人工干潟

等も活用することが有効と考えられるため、重

点ゾーンにゾーン１を追加し、記載を修正する。

あわせて、環境保全・再生の基本的考え方で、「自

然環境を活用して、楽しみながら、自然環境の

価値や大切さの理解が深まるような」としてい

たところを「自然環境等を活用して、楽しみな

がら、それらの価値や大切さの理解が深まるよ

うな」と改める。 
 
資料４ 施策の進捗

状況の点検指標（案） 

 

(１)－２ 水産資源

の持続的な利用の確

保 

 

 
⑫ 広域的な漁場整備に

ついて、面積だけでな

く、内容に関する情報

も点検することが必

要である。 

⑬ ノリやワカメ等の海

藻類の生産性に関す

る指標も必要である。    

 
・ ご指摘を踏まえ、「広域的な漁場整備の実施事例」

を追加する。 

 

 

 

・ご指摘を踏まえ、「漁業生産量」の内訳に含まれ

ているノリ・ワカメの生産量を抜き出して追加す

る。 
 
 

（２）水質の保全及び 

管理 

 

 

 
⑭ 公共用水域の常時監

視のデータだけでな

く、広域総合水質調査

や浅海定線調査など

のデータにも留意し

て、ＴＯＣと動物プラ

ンクトンを指標とす

べき。 

 
・ご指摘を踏まえ、ＴＯＣや動物プランクトンに

ついても追加する。 

 なお、前回、植物プランクトンに関する指標を、

「植物プランクトンの数」としていたが、出現種

とその数についても指標とすることとして、「植

物プランクトンの状況」という指標に改める。動

物プランクトンについても同様とする。 

    
 

 


