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はじめに 

 りんくう５協と東洋建設㈱が共同して、平成15年12月18日に田尻、岡田浦、樽井の漁港周辺でアマモが

生育可能かどうかの調査(水質、光量、底質)を行うとともに、試験的に上記3海域にアマモ播種シート(32
㎡)を敷設した。そして、翌年2月23日にアマモ播種シートでアマモが発芽しているのが確認されたことか

ら、これ以降図-1に示すりんくう５協の各漁港周辺で小面積ながら毎年アマモ播種シートを敷設し、追跡

調査が実施されてきた。 

 

図-1 アマモ場造成実施海域 

 その中で、当NPO はアマモ播種シート製作に必要なアマモ種子(明石市江井ヶ島港産)を融通して協力し

てきたが、今年度（平成26年度）は東洋建設㈱に代わって当NPO が責任を持って実施することになった。 

 

１．これまでのアマモ場再生事業の成果 

 図-1 に示すりんくう５協の各漁港周辺海域で平成 15 年度より敷設されたアマモ播種シートでのアマモ

の生育状況を平成 26 年 5月 28 日に調査した。 

 ダイバーが１辺が約30㎝(面積約0.1㎡)のコードラートによりをアマモの生育密度を測定するとともに

水中写真、水中ビデオで生育状況を記録した。 

 

1-1 樽井 

 平成 15 年 12 月から図-2 に示す樽井サザンビーチ北側の海岸にアマモ播種シートを敷設してきた。各年

度のシート敷設面積とその後のアマモ生育密度の追跡調査結果を表-1 に示す。また、表-1 より図-3 に生

育密度の経年変化を示す。 

  
図-2 アマモ播種シート敷設海域(樽井) 



表-1 アマモ播種シートの敷設面積とアマモ生育密度の調査結果(樽井) 

 

 
 図-3 アマモの生育密度(樽井) 

 表-1、図-3 より、播種した翌年 5月ではアマモの生育本数が少ない年度もあるが、それ以降は順調に生

育し、6 年後には生育密度が 600 本/㎡までに繁茂している。(写真-1、写真-2) 

    
写真-1 H25.11 敷設シート           写真-2 H15～H24 敷設シート 

 また、図-4 に本調査でのアマモ生育密度と分布状況を示す。これより、アマモは生息域を地下茎の分枝、

アマモ種子飛散により敷設したアマモ播種シートの外側（沖岸方向、汀線北側）にも延伸し、拡大してい

るのが分かる。 

 
 図-4 アマモの生育密度と分布(樽井) 



1-2 岡田浦 

 平成 15 年 12 月から図-5 に示す岡田浦旧港の港口部北側突堤前面にアマモ播種シートを敷設してきた。

各年度のシート敷設面積とその後のアマモ生育密度の追跡調査結果を表-2に、図-5 に生育密度の経年変化

を示す。また、図-7 に本調査でのシートとその周辺のアマモ生育密度と分布状況を示す。 

  
図-5 アマモ播種シート敷設海域(岡田浦) 

表-2 アマモ播種シートの敷設面積とアマモ生育密度の調査結果(岡田浦) 

 

 
 図-6 アマモの生育密度(岡田浦) 

  
図-7 アマモの生育密度と分布(岡田浦) 

 突堤北側に敷設した平成 15、16 年度のシートは表-2、図-6 に示すように 700 本/㎡と密生するとともに、

周辺部も図-7、写真-3 のように密生している。 



 
写真-3 平成 15、16 年度敷設シート周辺 

 しかし、平成 17 年度以降に突堤東側に敷設したシートは平成 26 年 5 月には消失するか、残っていても

アマモが生育していない。平成 20、21、22 年度のシートでは 80～400 本/㎡の密生度であったものが翌年

には消失している。これは当海域で行われている地曳網など外的要因によるものと思われる。ちなみに、

昨年平成 25 年 11 月に敷設したシートも消失している。 

 

1-3 田尻 

 平成 15 年 12 月から図-8 に示す田尻漁港港奥部の波除堤前面、背面および航路筋にアマモ播種シートを

敷設してきた。各年度のシート敷設面積とその後のアマモ生育密度の追跡調査結果を表-3 に、図-9 に生育

密度の経年変化を示す。 

  
図-8 アマモ播種シート敷設海域(田尻) 

表-3 アマモ播種シートの敷設面積とアマモ生育密度の調査結果(田尻) 

 

 
 図-9 アマモの生育密度(田尻) 



 また、図-10 に本調査でのシートとその周辺のアマモ生育密度と分布状況を示す。 

 

図-10 アマモの生育密度と分布(田尻) 

 表-3、図-9 より、各年度ともシート敷設 1～2 年後にはアマモの生育が確認できる。しかし、確認でき

た年の翌年度には確認できないか、確認できても生育密度は減少している。今現在群落として確認できる

のは突堤沖側に平成 20 年に敷設したシートと平成 23 年に航路筋に敷設したシートのみである。（写真-4、

写真-5） 

    
写真-4 平成 20 年敷設シート         写真-5 平成 23 年敷設シート 

 これまでシートを敷設した海域の底質は写真-6 から砂泥であり、浮泥が厚く堆積している状況でもない。

この海底面に写真-7 のようにシートを敷設すれば、アマモが発芽、生育に問題がないように思われる。 

    
写真-6 海底の状態(平成 25 年 11 月)      写真-7 シートの敷設(平成 25 年 11 月) 

 しかし、アマモが発芽する時期には同じようにアオサ類も生育する時期であり、このアオサ類が流れ藻

となってシート上に滞留し、光を遮り、アマモの発芽を抑える原因となる。波、流れによりアオサが流さ

れ、滞留しない樽井のシート敷設翌年の生育密度は表-1 より 75 本/㎡以上で、波、流れが小さくアマモが

滞留し易い田尻の港内では表-3 より 20 本/㎡以下と大きな差異がある。（写真-8） 
 そして、アマモが生残し、夏場を過ぎ冬場になると、アマモの葉先は枯れて流失し、写真-9 のようにア

マモは海底面から 5～20 ㎝を残すのみとなる。この生残したアマモ自体が、田尻港内では敷設した平坦な

シート以上にアオサ類を滞留し易くなるため、アオサ類の堆積もより多くなります。（写真-10） 
そして、アマモの葉長が短くなる時期にはアオサがアマモを覆う状態になり、アマモの光合成が阻害され、

アマモは栄養分を蓄えることができず、翌年度以降アマモ生育密度が減少すると考えられます。 



     

写真-8 アオサ類の滞留(敷設 H25/11、撮影 H26/5)   写真-9 冬場のアマモ(樽井:撮影 H25/11) 

 
写真-10 アオサ類の滞留(敷設 H20/11、撮影 H26/5) 

 写真-5 は平成 23 年度に航路筋に敷設されたシートであるが、航路筋にあるため、漁船の出入港時にス

クリューでシート周辺が撹乱され、アオサ類の堆積が少ないためと考えられる。   
 

1-4 泉佐野 

 平成 16 年 11 月から図-11 に示す泉佐野漁港内 3 箇所にアマモ播種シートを敷設してきた。各年度のシ

ート敷設面積とその後のアマモ生育密度の追跡調査結果を表-4に、図-12 に生育密度の経年変化を示す。 

 また、図-13 に本調査でのシートとその周辺のアマモ生育密度と分布状況を示す。 

  
図-11 アマモ播種シート敷設海域(泉佐野) 

表-4 アマモ播種シートの敷設面積とアマモ生育密度の調査結果(泉佐野) 

 
 表-4、図-12 より平成 18 年に敷設したシートを除き、他の年度に敷設したシートでは敷設翌年には生育

密度は 20 本/㎡以下であるが発芽、生育し、平成 19 年度のシートでは 2 年後には 60 本/㎡の生育密度まで

になった。（写真-11） 
 しかし、それ以降は生育密度が毎年減少し、平成 24 年 5 月の調査時にはアマモが 1 本も確認できず、そ



れ以降の調査でも確認できていない。 

 
 図-12 アマモの生育密度(泉佐野) 

    
図-13 アマモの生育密度と分布(泉佐野)     写真-11 平成 19 年敷設シート(生育密度 60本/㎡) 

 ここで、各年度のシート敷設箇所の海底の状態を写真-12 に示すが、濁りで鮮明な映像ではない。これ

ら海底の底質調査結果をみると、図-14 よりいずれの箇所とも粒径 0.075 ㎜以下のシルト、粘土の泥分が

25％以上であり、海底は軟泥が厚く堆積して、アマモの生育基盤としては不適当である。また、図-15 の

強熱減量は全て 5％以上であり、泥分には多量の有機物が含まれており、夏場には有機物の酸化に土中の

酸素が奪われ、土中の酸素が少なくなる。 

   

泉佐野(北) 撮影：H18.12    泉佐野(西) 撮影：H22.11    泉佐野(南) 撮影：H22.11 

写真-12 泉佐野漁港内の海底 

  

図-14 底質の泥分(泉佐野)           図-15 底質の強熱減量(泉佐野)     

 シート敷設時、アマモはシートを仮想基盤として発芽、生育するが、シート素材のヤシマットが劣化し

てアマモの草体を保持できなくなると、本来の海底地盤に草体を保持するだけの支持力がないことから生



残できなくなる。また、基盤である底質中の酸素が不足した場合、アマモは光合成で得られた酸素を根か

ら放出し、自ら底質の改善を行うが、強熱減量が 5％以上と大きく、その能力を超えており、酸素不足で

枯死する。また、アマモが成育する冬場から夏場にかけて、写真-13 に示すように珪藻やアオサなどの海

藻草類が多量にシート上を覆うほど繁茂し、アマモの光合成を妨げていることも、アマモ生育密度の減少

の要因の一つといえる。以上のアマモ阻害要因から、最終的にはアマモが消滅しているものと考えられる。 

 
写真-13 紅藻に覆われたシート(泉佐野(南)、撮影 H21.5) 

 

1-5 佐野 

平成 17 年 11 月から図-16 に示す佐野港内 2 箇所にアマモ播種シートを敷設してきた。各年度のシート敷

設面積とその後のアマモ生育密度の追跡調査結果を表-5 に、図-17 に生育密度の経年変化を示す。 

 また、図-18 に本調査でのシートとその周辺のアマモ生育密度と分布状況を示す。 

   
図-16 アマモ播種シート敷設海域(佐野) 

表-5 アマモ播種シートの敷設面積とアマモ生育密度の調査結果(佐野) 

 

 

図-17 アマモの生育密度(泉佐野) 



 

図-18 アマモの生育密度と分布(佐野) 

 平成 17 年 11 月に敷設したシートの平成 19 年 5 月時点でのアマモの状態を写真-14、写真-15 に示す。

アマモは生育密度がそれぞれ 240 本/㎡、620 本/㎡と順調に育ったが、平成 24年 5月には西側は生育が確

認できず、東側も 0.8 本/㎡と消滅状態になった。 

    
写真-14 H17.11 に敷設したシート(佐野･西)     写真-15 H17.11 に敷設したシート(佐野･東) 

 西側については底質の泥分が 29.5％と大きく、泉佐野と同じ要因で消滅したと考えるが、波除堤港内側

に根固め用の捨石近くに砂が堆積した箇所にはアマモが自然に密生状態となっている。（写真-16） 
 また、東側の底質は泥分が 5％以下であるが、春先から夏場におかけて海藻草類に覆われて、アマモが

減少していったものと考えられる。（写真-17）しかし、平成 17 年 11 月に敷設したシート周辺にはわずか

にアマモが生残しており、今後どう変遷していくのか調査を継続したい。 

    
写真-16 自生アマモ(佐野･西:H26.5 撮影)    写真-17 シートを覆う海藻草類(佐野･東:H24.5 撮影) 

 

1-6 二色の浜 

 平成 21 年 12 月に図-19 に示す二色の浜北側の潜堤南端側に 1m×2.5m のアマモ播種シート 4枚を敷設し

たが、翌平成 22 年 3 月の調査時にはヤシマットや金網がめくれていたり、大きく損傷していた。（写真-18） 

これは、潜堤南側海域がサヨリ網漁の漁場であったため漁労による損傷と考えられ、平成 22年度以降は漁

場から外れるとされる潜堤北側で堤体岸側の海域にシートを敷設した。 

 各年度のシート敷設面積とその後のアマモ生育密度の追跡調査結果を表-6 に示す。また、表-6 より図-20

に生育密度の経年変化を示す。 



 また、図-21 に本調査でのシートとその周辺のアマモ生育密度と分布状況を示す。 

  
図-19 アマモ播種シート敷設海域(二色の浜) 

 
写真-18 損傷したシート(二色の浜･南:H22.3 撮影)  

表-6 アマモ播種シートの敷設面積とアマモ生育密度の調査結果(二色の浜) 

 

 
図-20 アマモの生育密度(二色の浜) 

 
図-21 アマモの生育密度と分布(二色の浜) 



 表-6、図-20 より、潜堤北側では生育密度が年を経る毎に増大し、アマモは順調に生育している。 

 潜堤基礎の捨石マウンドには写真-20 に示すようにホンダワラ類の海藻が密生している。また、二色の

浜周辺の浅場にはアマモ場があり、魚介類の幼稚仔を含め多くの生き物にとって貴重な海域といえる。 

 調査時には、メバル幼魚群、ウミタナゴ幼魚群、クロダイ、ボラ、アナハゼ、アミメハギ、キュウセン

幼魚、マフグ、マハゼ、メゴチ、カレイ、アカエイ、マダコ、アカニシ、アサリなど多くの魚介類が観察

されている。 

 

２．アマモ播種シートの製作（平成 26 年 10 月 28 日） 

 田尻海洋交流センターで、田尻小学校5年生児童(約100名)の環境体験学習としてアマモ播種シートを製

作してもらいました。 

 まずは復習です。授業で先生方からアマモについて学んだとのことですので、どこまで理解し、残って

いるかを子どもたちに質問し、確かめてみました。海藻と海草の違いは？アマモの働きは？アマモの殖え

方は？まずまずの答えが返ってきて安心しました。（写真-19）  

 
写真-19 アマモについて復習 

 そして、アマモ播種シートの製作です。3クラスですので、1クラスが2グループに分かれてもらい、各グ

ループに1m×5m＝5㎡のシートを製作してもらい、合計6枚(30㎡)製作しました。作業は順調に進むのです

が、シートを留めるホックリング･ガンが2台だけで、順番待ちになってしまい、手持ち無沙汰で申し訳な

かったです。（写真-20、写真-21） 

  
写真-20 ヤシマットの上にレーヨンを重ね、ホックリング･ガンで仮留め 

  
写真-21 アマモ種子を糊に混ぜ、アマモの種まき 



 子どもたちが怪我をすることもなく、アマモ播種シート製作は無事終りました。 

 そして、今日の振り返りを行いましたが、”アマモの役割が良く分かりました。”、”アマモの種まきは楽

しかったです。”などお礼の言葉を頂きました。（写真-22） 

   
写真-22 今日の振り返り 

 最後に、全員で記念写真を撮り、種まき会を終わりました。みなさん、有難うございました。（写真-23） 

 
写真-23 記念写真 

 

３．アマモ播種シートの敷設（平成26年10月29日） 

 田尻小学校５年生児童に製作してもらったアマモ播種シート（1m×5m＝5 ㎡/枚×6 枚＝30 ㎡）は翌日、

田尻漁港で岡田浦漁協所属の漁船に積み込み、モリエコロジー㈱のダイバー2 名、補助員 1 名の手で敷設

した。 

  

3.1 樽井 

 樽井では平成 15年度から図-4 に示すようにサザンビーチ北側突堤の東側、水深-1.5m で汀線に平行に播

種シートを毎年設置してきた。この結果、汀線に平行に、帯状にアマモ群落が形成されている。 

 また、アマモの生息領域はシート上だけでなく、地下茎の延伸および波、流れによるアマモ種子の拡散

によりシート外部にも拡がっている。 

 これより、突堤東側のスパンでは今後もアマモ生息領域は自然に拡大すると考えられる。 

 そこで、平成 26年度の播種シート設置位置はこれまでの北側突堤の東側でなく、樽井サザンビーチの中

央部で、アオサが堆積していない水深 D.L.-1.8m の位置とした。 

 設置当日、舩野組合長の指示を受け、図-22 の位置にアマモ播種シートを設置した。（写真-24） 

  
図-22 アマモ播種シート敷設位置（樽井） 



 

写真-24 敷設後のアマモ播種シート(樽井) 

 

3.2 岡田浦 

 岡田浦では旧港港口部波除堤先端部の突堤周辺部に播種シートを毎年設置してきた。この結果、図-7に

示されるように突堤西側海域は航路側も含め、アマモ群落が形成されている。しかし、突堤先端部周辺に

設置した播種シートは何故か消失し、残ったシートにもアマモは見られない。 

 これより、突堤西側では今後もアマモ生息領域は自然に拡大すると考えられる。一方、突堤東側では地

曳網体験なども行われており、突堤先端部も含め播種シート設置には適しないといえる。 

 そこで、平成 26 年度の播種シート設置位置は角井組合長と協議し、これまでの突堤周辺でなく、冬季風

浪の影となり、透明度も良い、図-23 に示す西側沖防波堤背面に設置することにした。 

 
図-23 アマモ播種シート敷設位置の変更（岡田浦） 

 しかし、実際に現地でダイバーが海底に潜り、海底の底質を確認したところ、軟泥土で、拳が埋まるほ

どの層厚があるとのこと。 

 そこで、岡田浦漁港周辺で、地曳網の影響を受けず、冬場の風浪の影響が小さく、海底が砂地の海域が

あるかを全員で協議した。そして、図-23 に示す北側の開口部の波除堤前面が可能性があるということで、

船を移動し、ダイバーが砂地でシートを敷設する広さもあることを確認した。 

 これより、図-23 のように敷設位置を変更して、アマモ播種シートを敷設した。（図-24、写真-25） 

  
図-24 アマモ播種シート敷設位置（岡田浦） 

 
 

 



 

写真-25 敷設後のアマモ播種シート(岡田浦) 

 

3.3 田尻 

 田尻では平成 15年度から図-8、図-10 に示すように、港内波除堤周辺に播種シートを毎年設置してきた。

アマモは図-9、図-10 より、播種シートを設置した 2 年後には 150 株/㎡と密生するが、その後消滅してい

る。この中で、平成 20 年度に波除堤沖側に設置したものの一部と平成 23 年度波除堤前面の航路に設置し

た 2 枚のうち沖側の 1 枚には、現時点でもアマモが密生状態で残っている。しかし、波除堤沖側には既に

多数のシートが設置されており、また、現在、港内航路の浚渫が検討されている。 

 そこで、西浦組合長と協議し、図-25 に示す旧港前面の異型ブロックによる消波堤が東西にあるが、砂

地のある西側の堤体背面に設置することにした。 

 
図-23 アマモ播種シート敷設位置の変更（田尻） 

 しかし、実際に現地でダイバーが海底に潜り、海底の底質を確認したところ、砂地ではなく、浮泥と軟

泥土が堆積しており、土中に拳以上埋まるとのこと。対岸の東側波除堤背面を考えたが、海底の状況はほ

ぼ同じと考えられ、この海域でのシート敷設は断念した。 

 そこで、田尻漁港周辺海域で新たなシート敷設海域があるか検討したが、すぐに結論を出せないため、

今回は図-10 でアマモが生残している航路筋に平成 23年度敷設したシートに沿わせて敷設することにした。 

 これより、図-25 に示すように敷設位置を変更して、アマモ播種シートを敷設した。（図-26、写真-26） 

    

図-26 アマモ播種シート敷設位置（田尻）    写真-26 敷設後のアマモ播種シート(田尻) 



3.4 泉佐野 

 泉佐野では図-11、図-13 に示すように門型クレーンのある岸壁前面、港奥部の斜路前面および漁港港口

部の波除堤の内側の 3 海域に播種シートを設置した。岸壁前面と斜路前面海域ではアマモの生育は見られ

なかったが、波除堤の内側では田尻漁港と同じく 2～3 年は繁茂したが、それ以降は暫減し、現在は表-4、

図-13 に示すように残っていない。 

 アマモ消失の原因としては、海底表層の底質が有機物を多量に含む砂泥であり、播種シート上に浮泥が

年毎に堆積するためと考えられる。 

そこで、高倉組合長と協議し、図-27 に示す港口前面の防波堤背面には被覆石が幅 50m で張られており、

その一部は砂を被り砂地となっており、播種シートは防波堤と被覆石上に繁茂するガラモ場とに挟まれた

場所に設置することにした。 

  
図-27 アマモ播種シート敷設位置 1（泉佐野） 

 しかし、ダイバーが潜り、現地を踏査したところ、被覆石天端面は 3m と狭く、また、その表層に堆積

している砂の層厚は 10cm もないことから、播種シートを被覆石上にＵ字筋で固定できないことが分かっ

た。 
 そこで、再度シート設置位置について検討したが、港内全域に軟泥土が堆積していると考えられ、やむ

なく防波堤背面で被覆石より港内側に播種シートは設置することにした。 
 アマモ播種シートの設置位置を図-27、図-28 に示す。 

 
図-28 アマモ播種シート敷設位置 2（泉佐野） 

 海底の底質は軟泥土で濁りのため鮮明ではないが、底質の状態を写真-27 に、シート敷設後の状況を写真

-28 に示す。 

    



写真-27 底質の状態（泉佐野）     写真-28 敷設後のアマモ播種シート(泉佐野) 

3.5 佐野 
 佐野では表-5、図-18 に示すように平成 17 年度に港内東側の奥部隅に設置したシートにアマモが生き残

っている。また、同じく平成 17 年度に港口部西側防波堤背面に設置したシート近くにアマモの小群落があ

る。しかし、平成 18～20 年度および平成 23、24 年度に設置した播種シートでは、現在アマモは生き残っ

ていない。 

港内東側の奥部隅の底質は礫混じり砂であり、播種シート設置には適していない。 

そこで、今年度は現在小群落が残っている湾口部西側防波堤の背面で、平成 20年度に播種シートを設置

したが、翌年の 6 月調査時に消失していた位置に再度播種シートを設置することにした。（図-29） 

  
図-29 アマモ播種シート敷設位置（佐野） 

 シート敷設後の状況を写真-29 に示す。 

 
写真-29 敷設後のアマモ播種シート(佐野) 

 
3.6 二色の浜 

 二色の浜では図-19、図-21 に示すように平成 21 年度から岸側の潜堤周辺に播種シートを毎年設置して

いる。平成 21 年度に潜堤南側端部先に設置した播種シートは消失したが、平成 22 年度以降に潜堤北側端

部背面に設置した播種シートではアマモの群落が形成されている。 

 そこで、平成 26年度の播種シート設置位置はこれまで潜堤北側背面に設置したシートの延長線上とした。

（図-30） 

  



図-30 アマモ播種シート敷設位置（二色の浜） 
 播種シート敷設海域の底質の状態を写真-30 に、シート敷設後の状況を写真-31 に示す。 

    
写真-30 底質の状態（二色の浜）     写真-31 敷設後のアマモ播種シート(二色の浜) 

 

あとがき 

 平成15年度から12年間の事業で、樽井、岡田浦、二色の浜にまだまだ小規模ではあるが新たなアマモ群

落が形成され、栄養株によるアマモの再生だけでなく、生殖株(花枝)による種子ができ、アマモの再生産

がされるまでになっていることは大きな成果といえます。 

 また、田尻、泉佐野、佐野では残念ながら、アマモ播種シートを設置した翌年6月にはアマモの小群落が

形成されるが、有機分の多い軟泥土の海底底質、海藻類によるアマモ株の被覆により田尻、佐野では未だ

一部残っているが、生育密度が年を経るごとに減少し、消滅している。これより、各漁港内でアマモ場を

再生するためには水質、底質を改善すればよく、特にアマモ株を保持できるまでに底質を改善すれば、ア

マモは再生、再生産が可能であることが分かった。 

 来る6月の追跡調査結果をみて次年度計画を決めねばならないが、現時点では以下のようにすることを提

案する。 

①樽井、岡田浦、二色の浜は平成26年度で形成された小群落を広げていく。 

②佐野は東側海域で平成17年度敷設したシートににはアマモが生残している。このシート横で平成19 

 年度に敷設したシートは平成21年6月の調査では消失して、最終結果がどうなルカは不明である。こ 

 れより、平成19年度設置位置に再度敷設したい。 

③田尻、泉佐野では、カキ殻、ゼオライト、生石灰などで軟泥の支持力を増大する対策を施し、突堤 

 背面で平成17年度に敷設したシート位置に、また、泉佐野では西側突堤背面で平成19年度に敷設し 

 たシート位置に再度敷設したい。 

 これまでは試行錯誤、よく言えば順応的管理でアマモ場が生育可能な海域を探してきたが、今後はこれ

までの成果、検討を踏まえ、アマモが繁茂してほしい海域の水質、底質などアマモが生育できる環境条件

にすることも検討していきたい。例えば、海底表層の底質が砂地である佐野東では海底耕運を行ってはと

考える。 

 いずれにしても、”継続は力なり”で、これまで12年の事業を継続し、小さくはあるが、少しづつアマモ

場を殖やす努力を継続していくことを望みます。 

  


