
事例９ 

名称／分類 表浜再生ネットワーク ／海岸・海浜 

事業実施地域 愛知県の 遠州灘海岸（伊良湖岬から東へ浜名湖までの約 50km） 

対象協議会 －（自然再生事業対象外） 

事業主体 ＮＰＯ法人表浜ネットワーク 

（現在メンバーは 100 名程度） 

・桜丘高校生物部 

・東京海洋大学 

・東海大学海洋学部 

・豊橋技術科学大学波乗部 

・アウトドアショップランズ 

・ブレイズサーフショップ 

・社会福祉法人王寿會 

 

 

事業概要 アカウミガメを指標に、愛

知県の表浜海岸（静岡県の浜

名湖から愛知県の伊良湖岬ま

での約 57km）を取り巻く自然

環境の保全活動を行ってい

る。 

表浜ネットワークは、1996

年、豊橋技術科学大学の青木

伸一教授および地元加藤弘氏

（前代表）により任意団体と

して立ち上げ。海岸の専門家

や海岸利用者、行政など立場

を越えた議論が出来る場所と

して、積極的に情報共有が図

られてきた。2005 年表浜再生

ネットワークとして法人化認

定された。 

理事長：田中雄二 

副理事長：青木伸一（大阪大学 教授） 

理事：市野和夫（元愛知大学 教授）、宇多

高明（(財)なぎさ総合研究所 所長）、亀

崎直樹（須磨水族園園長 / 日本ウミガ

メ協議会 代表）、清野聡子（九州大学 准

教授）、目崎茂和（三重大学名誉教授）、

渡邊幸久（愛知県田原市） 
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事例９ 

名称／分類 表浜再生ネットワーク ／海岸・海浜 

取り組み項目 ＜活動メニュー＞ 

・アカウミガメ、砂浜の調査・研究 

・海洋・沿岸保全に関する活動 

・表浜エクスカーション 

・表浜シンポジウム 

・砂浜再生プロジェクト 

・環境教育 

・企業との取り組み 

・海岸清掃 

・表浜ビーチスクール 

・表浜おいでん祭 

・魚食事業 

・インターンシップ事業 

・東北支援活動 

・防災活動 

・講演活動 

・執筆 

・生物多様性に関する活動 

・新聞記事 

 

＜実施事例：砂浜再生プロジェクト＞ 

砂浜の後背地に自生するメダケを飛砂が溜まりやすい所に設置する。そこに植物が

付き、砂が定着するのを待つ。 

 

＜ファンドステッカー＞ 

表浜の環境を保全する為のファンドステッカー。アカウミガメの他にコウボウム

ギ・ミユビシギ・ハマヒルガオ・カニの 4 種類があり、1枚 600 円で販売されている。

 

 
 

アウトドアショップ

等での販売の様子と

ステッカー 
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事例９ 

名称／分類 表浜再生ネットワーク ／海岸・海浜 

多様な主体と

の連携 

＜会員募集＞ 

ネットによる募集。イベントやシンポジウムでの呼びかけによる募集。 

  

桜丘高校生物部 

東京海洋大学 

東海大学海洋学部 

豊橋技術科学大学波乗部 

アウトドアショップランズ 

ブレイズサーフショップ 

社会福祉法人王寿會 

 

＜基金への応募＞ 

三井物産環境基金 

社団法人中部建設協会 

（財）地球産業文化研究所（愛・地球博理念継承発展事業） 

セブン-イレブンみどりの基金 

イオン環境財団 

日本自然保護協会 

愛知県自然環境保全活動モデル事業 

一般財団法人セブン-イレブン記念財団 

環境省中部環境パートナーシップオフィス 

ニッセイ財団 

パタゴニア環境助成プログラム 

コンサベーション・アライアンス・ジャパン 

日本財団 

地域社会雇用創造事業（内閣府） 

（社）日本動物園水族館協会 

（株）デンソー 

一般財団法人セブン-イレブン記念財団 

地域社会雇用創造事業（内閣府） 

損保ジャパン 

 

出典 表浜再生ネットワーク・ホームページ（http://www.omotehama.net/） 
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事例１０ 

名称／分類 竜串自然再生事 ／サンゴ礁 

事業実施地域 高知県土佐清水市 

対象協議会 竜串自然再生協議会 

（平成 18 年 9 月 9 日設立／協議会委員 73：平成 24年 2月現在） 

事業主体 環境省、高知県、土佐清水市 

事業概要 平成元（1989）年頃よりサンゴの衰退現象が見られるようになり、さらに平成13

（2001）年9 月には高知県西南地域で発生した局所的な集中豪雨（以下、西南豪雨

という）によって上流域から大量の泥土が竜串湾内に流出し、多くのサンゴ群集が

死滅するなど大きな打撃を受けた。このため、環境省は平成15（2003）年度より竜

串地区の自然再生事業推進に係る計画調査を開始し、平成18（2006）年に「竜串自

然再生協議会」が設立、平成20（2008）年3 月には自然再生の方針と方向性を示し

た全体構想が策定されている。 

人との関わり 観光資源：地域活性化、農林水産業、観光業の活性化を目指しており、事業主体は、

環境省、高知県、土佐清水市の行政団体であるが、竜串観光振興会が協議会の発起

人になっている。この他 (社)土佐清水観光協会、竜串観光事業協働組合が協議会の

参加団体である。 

事業意義 竜串湾は造礁サンゴの生息地としては世界的に見てほぼ北限に位置している。こ

のような分布の周辺部に生息するサンゴは、分布の中心部のサンゴに比べて遺伝子

の多様性が高く、学術的にも非常に価値のあるものといえる。また、サンゴは生態

系の基盤となるものであり、サンゴを保全することは竜串湾の生態系を保全するだ

けではなく、その生態系に立脚する地域の基幹産業である観光や漁業を守ることと

なり、ひいては森～川～里～海のつながりを持った活力ある地域社会づくりに結び

つくものと考えられている。 

基本目標 

取組項目 

事象実施地域 
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事例１０ 

名称／分類 竜串自然再生事 ／サンゴ礁 

事業効果 ＜サンゴの回復状況等＞ 

 
 

＜底泥除去＞ 

サンゴを保全するうえで最も大きな問題として考えられているのは、海域の底質

環境の悪化であとし、竜串湾で泥土が堆積しやすい場所のうち、特に堆積が著しい

弁天島の東側と大碆の東側の 2 カ所存在について、平成 18（2006）年から泥土の除

去工事を実施されてきた。（実施主体は、環境省。） 

  

 

＜オニヒトデの駆除＞ 

広く参加者を募る施策のひとつとして、オニヒトデの駆除を行っている。 
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事例１０ 

名称／分類 竜串自然再生事 ／サンゴ礁 

多様な主体と

の連携 

・法定外の事業または取り組みについて、WEB 上で公開募集している。また、募集に

応じた事業は、許可が下りれば自然再生事業の一環として認められる。 

・自然再生協議会の後援申請書をWEB上で公開している。認められれば、後援とうたえ

る。 

（ WEB 上での募集状況は下記のとおり。応募状況、採用状況等については不明。） 

出典 竜串自然再生プロジェクトホームページ（環境省） 

http://www.tatsukushi-saisei.com/shiryoushitu/index.html 

第 8回 竜串自然再生協議会（平成 24 年 2月）資料 
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事例１１ 

名称／分類 地域の生態的ポテンシャルに基づくビオトープネットワーク構想 ／都市 

事業実施地域 ― 

対象協議会 ―（自然再生事業対象外） 

事業主体 都市基盤整備公団 

事業概要 都市再生プロジェクト（第三次決定）、「新・生物多様性国家戦略」を受け、都市に

おける生物多様性の回復を図り、人と生き物が共存できる豊でうるおいのある都市環

境を形成すること、身近な生き物とふれあう機会を増やし、健全で豊かな人間形成が

可能となる都市生活を実現すること、地域の環境特性を十分に把握し、地域や住民と

の連携による地域にふさわしいまちづくりを実現することを目的として、ビオトープ

ネットワークの形成に取り組んでいる。 

取り組み項目 ＜取り組み 1：地域の環境特性に応じたビオトープネットワークの形成＞ 

 ビオトープネットワークの形成にあたって

は、地域の環境特性を見極め、その地域に生育・

生息する、あるいはその可能性のある動植物を

誘致目標とした自然環境の保全・創出・再生が

必要であり、それらの生活の場や移動の中継地

としてのビオトープの創出や、ビオトープとビ

オトープをつなぐネットワークの形成が必要で

ある。地域の人や居住者とともに、地域の環境

について考える勉強会を開催している。 

グリーンプラザひばりが丘南の例

＜取り組み 2：事業地および地域全体の自然の多様性を高める（エコアップ）＞ 

地域のビオトープ拠点との連携を図り、安全

で快適性を確保しつつ事業地内外に多極多様な

生物の生息拠点となるビオトープの保全・創

出・再生が望まれる。多孔質で多様な環境づく

りによって生み出された生物の生活環境の場の

創出が必要である。小規模な屋上空間でも、空

積みや緑を分断しない園路、草刈りを控えた小

さなブッシュなどにより、小さな生物の生活の

場を生み出す工夫を行っている。 

アーベインビオ川崎の例 

＜取り組み 3：身近な生物とのふれあいの場の保全・創出・再生＞ 

生活の中で身近な生物とのふれあいは、心の安らぎや子供たちの健全な成長をもた

らす。子供たちの環境学習の場としても利用されやすいことも大切である。これによ

り、維持管理への住民参加へのきっかけにもなる。 
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事例１１ 

名称／分類 地域の生態的ポテンシャルに基づくビオトープネットワーク構想 ／都市 

多様な主体と

の連携 

基本的には団地の住民との連携。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の人や居住地の参加による調整池

（ビオトープ池）の維持管理（かいぼ

り）の実施例（高槻・阿武山団地） 

その他 ＜エコロジカルネットワークの設定＞ 

●地域レベル 

周辺地域におけるポテンシャルを把握し、エコロジカルネットワークを検討。対象

となる公団事業地の位置づけを明らかにすることで新たな軸を提案する。 
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事例１１ 

名称／分類 地域の生態的ポテンシャルに基づくビオトープネットワーク構想 ／都市 

その他 ●事業地レベル 

出典 都市基盤整備公団パンフレット『自然とふれあえるまちをめざして 都市部における

ビオトープネットワークの形成指針－調査･計画編－』 
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（２）工法・手法 

  自然環境の保全・再生の工法・手法の事例を収集・整理した。以下に事例表を示す。 

なお、その内容については、添付した電子媒体中の保存ファイル「工法台帳（第６章関係）.pdf」

を参照されたい。 

 

表 自然環境保全・再生の工法・手法の事例一覧（１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通№
環境
区分

No. 主な設置箇所 工法名 ・工法概要 施工箇所

1 1 道路 道路進入防止柵 国頭村辺土

2 2 道路 横断トンネル（クイナトンネル） 国頭村辺土

3 3 道路 コンクリート製小動物侵入防止壁 国頭村奥

4 4 道路 小動物脱出用スロープ 国頭村奥

5 5 道路 張りコンクリート 国頭村

6 6 森林 ササ刈りによる地樹の育成 北海道釧路湿原達古武沼

7 7 森林 間伐による広葉樹地樹の成長促進 北海道釧路湿原達古武沼

8 8 森林 植栽による地樹の定着促進 北海道釧路湿原達古武沼

9 9 森林 筋状山腹緑化工 神奈川県丹沢山地

10 10 森林 種子を含むシートによる植栽工 神奈川県丹沢山地

11 11 森林 リター捕捉による土壌侵食対策工 神奈川県丹沢山地

12 12 森林 集水保水型植栽袋（EG植栽パック） 岐阜県ほか

13 13 森林 表土ブロック移植工法 -

14
14

森林
表土シードバンク活用工法

（マザーソイル工法）
-

15 15 森林 生分解性法面植栽枠（樹林パッチ工法） 岐阜県ほか

16
16

森林
自然侵入促進型植生マット

（イースターマット）
岩手県十和田八幡平国立公園

17
17

森林
間伐材利用植生マット工法

（森樹郎(シンキロウ)マット工法）
-

18
18

森林
植生誘導マット工

（飛来ステーション工法）
-

19 19 森林 自生種種子入植生土のう 北海道

20 20 森林 大苗植栽・帯状小苗植栽 沖縄県伊是名村内花

21 21 森林 ギンネム切り株のマルチングによる萌芽抑制 沖縄県西表島南側海岸線

22 22 森林 自生種回復緑化工法 -

23 1 耕作地周辺 植生沈砂池 石垣市盛山地区

24 2 用水路・排水路 魚道落差工 栃木県下沢引田地区

25 3 用水路・排水路 ワンド 栃木県下沢引田地区

26 4 用水路・排水路 急流工 栃木県泉地区

27 5 用水路・排水路 傾斜落差工 栃木県泉地区

28 農地 6 用水路・排水路 取水魚道工 栃木県泉地区

29 7 用水路・排水路 小動物保護側溝（ハイダセール） -

30 8 水田周辺 生物調査 -

31 9 水田及び排水路横 水田魚道 福井市波寄町、本堂町、鯖江市別司町ほか

32 10 農用地水路 水路（せきあげすいろ） 福井県越前市

33 11 農用地水路 カエルスロープ 福井県大野市下舌、福井市波寄町、冬野町、脇三ヶ町ほか

34 12 農地周辺 退避溝 福井県福井市、鯖江市、越前市ほか

35 13 農地周辺 退避池 福井県福井市、鯖江市、越前市ほか

36 1 河川中流域　河床面 落差工撤去 国頭村奥川

37 2 河川中流域　河床面 引堤護岸 国頭村奥川

38 3 河川下流域 親水性護岸 国頭村奥川

39 4 河川下流域　河床面 石積み水制工 大宜味村大保川

40 5 河川中流域　河床面 砂防ダムの切り下げ、瀬･淵の整備 大宜味村大保川

41 6 河川中流域　河床面・護岸 石組み落差工・淵の形成 那覇市国場川

42 7 河川中流域　河床面・護岸 河床拡幅・河道の蛇行・植栽 沖縄市比謝川

43 8 河川中～下流域　河床面・護岸 河床掘削に伴う河道形状の多様性確保 うるま市石川川

44 9 河川上～下流域　河床面・護岸 みお筋・せせらぎ・河岸法面の緑化 那覇市安謝川

45 10 河川 石積み護岸・階段護岸 等 那覇市～南風原町安里川

46 河川 11 ダム 漢那ダム側溝型魚道 漢那ダム

47 12 ダム 浚渫及び植栽等 漢那ダム第二貯水池

48 13 ダム エアリフト魚道 羽地ダム

49 14 ダム 粗石式魚道 倉敷ダム

50 15 河川 アイスハーバー型階段式魚道 具志川市天願川

51 16 河川 環境に配慮した川づくり 億首川

52 17 河川 アイスハーバー型魚道 源河川

53 18 河川 下水処理水を利用した河川整備等 名護市幸地川

54 19 砂防ダム 階段式魚道・砂防ダムのスリット化 比地川

55 20 河川 自然石による瀬淵の創出、河岸整備 チヌフク川

56 21 河川 多段式落差工（魚道） 奥川

57 22 河川 自然石石積み護岸 渡嘉敷村渡嘉敷川

森林
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表 自然環境保全・再生の工法・手法の事例一覧（２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通№
環境
区分

No. 主な設置箇所 工法名 ・工法概要 施工箇所

58 23 河川中～上流河床面 分散型落差工 北海道網走川中流域

59 24 河川中～上流　河床面 自然石を用いた水制工（玉石水制工） 石川県手取川

60 25 河川中流　河床面 自然石を用いた水制工（水裏水制） 石川県手取川

61 26 河川中～上流　河床面 地中控え護岸工法 福島県阿武隈川

62 27 河川中～上流　河床面 ユニット型木工沈床 兵庫県加古川

63 28 河川下～中流　河床面 粗朶工法 新潟県信濃川、阿賀野川、福井県九頭竜川など

64 29 河川下～上流域　河床面  大型魚巣ブロック工法（木材併用タイプ：魚苑） 北海道新冠川、利別川など

65 30 河川下～上流域　河床面 一体型木工沈床・杭柵 岐阜県中津川

66 31 河川中～下流域　河床面 亜鉛メッキ部材使用の多段式護岸工 -

67 河川 32 河川中～下流域　河床面 高耐久処理校倉式工法 鹿児島県肝属川

68 33 河川下～上流域　河床面 自然石一体型かごマット 宮城県広瀬川

69 34 河川下～上流域　河床面 ラップストーン工法 岐阜県白川

70 35 河川中～下流域　河床面 ネット型ふとんカゴ 岐阜県新境川

71 36 河川中～下流域　河床面 単体型木工沈床（ビオクロス） 岐阜県根尾川

72 37 河川中～下流域　河床面 自然石魚巣（根固）ブロック工法 岐阜県坂内川

73 38 河川中～下流域　河床面 植生ネットフトンカゴ工 岐阜県新境川

74 39 河川上～下流域 沈水型石樋魚道 -

75 40 河川下～上流　河床面 パネル式根固め工 広島県片山川ほか

76 41 河川下～上流域　河床面 ブランチ（枝状コンクリート）ブロック工法 兵庫県出石川

77 42 河川下～上流域　河床面 アミノ酸入り環境活性コンクリート 山口県椹野川

78 43 河川中～下流域　河床面 炭入りコンクリート積みブロック 福岡県火山川

79 44 河川下～上流域　河床面 間伐材を活用した折りたたみ式木工沈床 長野県天竜川

80 45 河川上～下流域 石詰ふとん篭(ボックストーン) -

81 46 河川下～上流域　河床面 丸太と金網の一体型木工沈床 高知県為の川

82 47 河川下～上流域　河床面 規格統一型木工沈床 熊本県菊池川

83 48 河川中～下流域　河床面 Ｔ型ブロック・ヒンヂ連結型護岸 岐阜県長良川

84 49 河川下～上流域　河床面 間伐材を使った緑化ブロック工法 岐阜県加茂川支川西洞金谷

85 50 河川下～上流域　河床面 自然石と金網の一体型護岸 岐阜県津保川

86 51 河川中～下流域　河床面 ジャカゴ状植栽工 岐阜県新境川

87 52 河川下～上流域　河床面 生態系保全有孔大型練積ブロック工法 岐阜県桑原川

88 53 河川中～下流域 木竹束 -

89 54 河川 モニタリング手法 北海道問寒別川、増幌川

90 55 河床 Ｂａｒｂ（バーブ）工 北海道　精進川放水路、日高門別川

91 池沼 1 池沼 植生浮島（フェスタ工法） 埼玉県別所沼

92 1 湿地 休耕田における耕起による遷移抑制 石川県能登空港周辺

93 2 湿地 湿地における大型草本除去 佐賀県樫原湿原

94 3 湿地 湿地における溝状浚渫 佐賀県樫原湿原

95 4 湿地 湿地における河道の蛇行化 北海道釧路湿原

96 5
湿地 コンクリート水路の改良による

周辺湿原への水の供給促進
広島県霧ヶ谷湿原

97 6 湿地 植生を考慮した掘削 渡瀬遊水池

98 1 道路 甲殻類等小動物横断路（カニさんトンネル） 大宜味村田嘉里

99 2 道路・護岸 甲殻類等横断路の改良-護岸スリット 国頭村座津武

100 3 道路 横断水路入り口の改良 大宜味村田嘉里

101 4 道路 緩傾斜型側溝 大宜味村田嘉里

102 5 道路 コンクリート製小動物侵入防止壁 大宜味村田嘉里

103 6 道路 防波堤の切り込み 大宜味村田嘉里

104 7 道路 甲殻類等の移動用ネットの設置 大宜味村田嘉里

105 8 道路 縁石の切り込みによるスロープ化 大宜味村田嘉里

106 9 道路 横断水路出入り口へのスロープ設置 大宜味村田嘉里

107 10 海岸 重力式嵩上げ壁 国頭村宇嘉

108 11 海岸 人工リーフ、養浜 名護市東江海岸

109 12 海岸 浚渫土砂による覆砂 東京湾

110 13 海岸 深堀跡の埋め戻し 東京湾

111 14 岩礁・港湾 立体構造型被覆ブロック 　－

112 15 海岸 生物共生型護岸 大阪湾大和川河口域

113 16 海岸 自然石を用いた人工リーフ 岩手県陸前高田市　高田松原海岸

114 17 海岸 緩傾斜堤防・養浜 伊勢湾西海岸

115 18 海岸 自然石緩傾斜護岸 　－

海岸

湿地

2-6-38



表 自然環境保全・再生の工法・手法の事例一覧（３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

通№
環境
区分

No. 主な設置箇所 工法名 ・工法概要 施工箇所

116 1 マングローブ林 マングローブ伐採 那覇市漫湖

117 2 河川汽水域 マングローブ植栽(石積護岸・自然石河床) 漢那ダム下流汽水域

118 3 干潟 カキ殻粉砕耕耘工法 山口県椹野川干潟

119 4 干潟 耕耘混合砂工法 山口県椹野川干潟

120 5 干潟 浚渫土を用いた干潟造成 広島県尾道市

121 6 干潟 覆砂（客土） -

122 7 干潟 作澪 -

123 8 干潟 整地による地盤高の調整 -

124 9 干潟 耕転による低質改善 -

125 10 干潟 浚渫土砂による覆砂 愛知県三河湾

126 1 サンゴ礁 サンゴ礫固定ネットを用いた着床基盤の創出 石西礁湖

127 2 サンゴ礁 陸上種苗生産 石西礁湖

128 3 サンゴ礁 電着機構を搭載したサンゴ棚 -

129 4 サンゴ礁 産卵期前の岩盤清掃 石西礁湖

130 5 サンゴ礁 プラヌラ幼生の放流 阿嘉島

131 6 サンゴ礁 サンゴ群集移設法 石西礁湖

132 7 サンゴ礁 陸上水槽によるサンゴ養殖 今帰仁村、恩納村、北谷町、読谷村、浦添市、石垣島

133 8 サンゴ礁 垂下式養殖法 与那原町、本部町

134 9 サンゴ礁 小割式養殖法 石垣島など

135
サンゴ

礁
10 サンゴ礁

海底にあけた穴にヘチマや

砂を使いながらねじ込む方法
北谷町など

136 11 サンゴ礁 植木鉢を利用したサンゴ固定法 石垣島など

137 12 サンゴ礁 海底の自然基盤を利用 -

138 13 サンゴ礁 ステンレスやぐらによるサンゴ養殖 南城市

139 14 サンゴ礁 鉄筋を用いたサンゴ養殖（ひび建て式養殖） 恩納村など

140 15 サンゴ礁 水中ボンドによるサンゴ種苗の接着 宜野湾市など

141 16 サンゴ礁 バネやゴムバンドによるサンゴ種苗の固定 糸満市など

142 17 サンゴ礁 サンゴ幼生着生用セラミック製基盤 石垣島、宮古島、読谷村、本部町、与論島

143 18 サンゴ礁 サンゴ幼生着生用セラミック製基盤プレート 阿嘉島

144 19 サンゴ礁 素焼きピンを用いたサンゴ種苗の固定 北谷町

145 20 サンゴ礁 サンゴ幼生着生用硬質ネット 座間味島

146 21 サンゴ礁 鉄鋼スラグブロック 宮古島、与論島

147 22 サンゴ礁 凹凸加工根固ブロック 沖縄県平良港

148 23 サンゴ礁 直立ケーソン凹凸加工技術 沖縄県那覇港

149 24 サンゴ礁 六角ケーソンを用いた防波堤 沖縄県那覇港

150 25 サンゴ礁 通水機能を有する防波堤 沖縄県那覇港

151 26 サンゴ礁 環境調和型ブロック 沖縄県那覇港

152 27 サンゴ礁 溝加工消波ブロック 沖縄県平良港

153 28 サンゴ礁 消波ブロックの凹凸加工（エコブロック） 沖縄県那覇港

154 29 サンゴ礁 接着剤によるサンゴ片の固定（移植） 和歌山県串本町ほか

155 1 藻場 手植え移植 沖縄市泡瀬

156 2 藻場 ヤシマットを使った移植 -

157 3 藻場 底質安定化マット 徳島県鳴門市

158 4 藻場 軟弱底質固化体のアマモ着生基質としての利用 瀬戸内海（山口県、岡山県）

159 5 藻場 食害動物対策 長崎県総合水産試験場

160 6 藻場 栄養塩添加（施肥） 北海道上ノ国町

161 7 藻場 藻礁造成時の天端高調節 -

162 8 藻場 海藻造成基盤の表面処理 -

163 9 藻場
貝殻利用による藻場造成基盤

（JFシェルナース）
岡山県釜島海域

164 10 藻場 生物協調型ブロック（エコブレス） 宮城県女川町

165 11 藻場 生分解性・栄養塩溶出ブロック 北海道神恵内村・江差町

166 12 藻場
粗骨材による海藻基盤

（ポーラスコンクリート）
-

167 13 藻場 海藻着生プレート -

168 14 藻場 ガーゼ法 香川県

169 15 藻場 アマモ場環境のモニタリング -

170 16 藻場 アマモ場活着状況のモニタリング 神奈川県

171 17 藻場 アマモの分布状況 -

172 18 藻場 アマモの生長量把握 -

173 19 藻場 アマモの競合生物調査 -

174 20 藻場 アマモ場の機能 -

175 21 藻場 アマモ場再生の評価手法 -

藻場

干潟・
マング

ローブ

林
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