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（http://survey.gov-online.go.jp） 

 

● 水環境再生を取り巻く課題 

環境省「中央環境審議会水環境部会総量規制委員会（第 3回） 資料 2（東京湾の水質濃度（COD）と

関係 4都県の GDP・人口の推移）」（http://www.env.go.jp/council/09water/y097-03/mat02.pdf） 

海上保安庁第三管区海上保安本部東京湾海上交通センター「東京湾の港域案内図」 

（http://www6.kaiho.mlit.go.jp/tokyowan/others/tokyo_guide/baymap/tokyowan_area.htm） 

東京湾環境情報センター「東京湾を取り巻く環境」（http://www.tbeic.go.jp/） 

 

● 実現に向けた具体的施策 

東京湾再生推進会議「東京湾再生の取り組み 陸域汚濁負荷削減対策」 

（http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KANKYO/TB_Renaissance/Land/Land.htm） 

電源開発株式会社「東京臨海風力発電所」 

（http://www.jpower.co.jp/wind/win00500.html） 

国土交通省「多自然川づくりの考え方」 

（http://www.mlit.go.jp/river/kankyo/main/kankyou/tashizen/pdf/kangaekata.pdf） 

横浜市「横浜ブルーカーボン（海洋生物によるカーボンオフセット）事業」 

（http://www.city.yokohama.lg.jp/ondan/ygv/bluecarbon/） 

国土交通省関東地方整備局港湾空港部「東京湾クリーンアップ大作戦」 

（http://www.pa.ktr.mlit.go.jp/kyoku/clean_up/） 

ミズベリング・プロジェクト事務局「MIZBERING ミズベの未来を創造する」 

（http://mizbering.jp/） 

東京湾環境情報センター（http://www.tbeic.go.jp/） 

 

 

 


