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収録されている調査報告書一覧(平成 31年 3月 20日現在) 

三番瀬ほかにおいて過去に実施された下表に示す調査結果を対象に、収集・整理し収録しています。 

区分 項目 出典 発行年 発行元 

深浅 

測量 

水深  等 平成 14年度 三番瀬海底地形変化検討調査 報告書 平成 15年 3月 千葉県・芙蓉海洋開発株式会社 

平成 20年度 三番瀬深浅測量調査 報告書 平成 21年 3月 千葉県・三洋テクノマリン株式会社 

平成 23年度 震災影響調査事業（三番瀬の深浅測量）業務委託 報告書 平成 24年 3月 千葉県・株式会社ア

ルファ水工コンサルタンツ 

平成 28年度 三番瀬自然環境総合解析 報告書 平成 29年 3月 千葉県・いであ株式会社 

水質 透明度 

水温 

塩分 

pH 
DO 
COD 
SS 
T-N 
T-P 

等 

市川・盤洲干潟現況調査 報告書 昭和 51年 3月 千葉県企業庁臨海事業部 

市川・盤洲干潟現況調査(その 2) 報告書 昭和 51年 11月 千葉県企業庁臨海事業部 

市川地区生物環境調査 報告書 昭和 55年 12月 千葉県企業庁 

市川地区生物環境調査 報告書 (その 2) 昭和 57年 1月 千葉県企業庁 

市川地区生物環境調査 報告書 (その 3) 昭和 57年 12月 千葉県企業庁 

市川地区生物環境調査 報告書 (その 4) 昭和 58年 12月 千葉県企業庁 

市川地区生物環境調査 報告書 (その 5) 昭和 60年 2月 千葉県企業庁 

市川地区海域環境調査 報告書 (本編) 昭和 63年 1月 千葉県企業庁 

市川地区海域環境調査(その 2) 報告書 平成元年 2月 千葉県企業庁 

市川地区海域環境調査(その 3) 報告書 平成 2年 1月 千葉県企業庁 

葛南地区海域環境調査 報告書 平成 2年 11月 千葉県企業庁 

平成元年度 葛南地区藻類詳細調査 報告書 平成 3年 6月 千葉県企業庁 

市川Ⅱ期、京葉港Ⅱ期地区海域環境調査 報告書 平成 4年 1月 千葉県企業庁 

平成 4年度 千葉県企業庁委託調査 環境保全対策検討調査(その 3) 報告書 平成 5年 3月 千葉県企業庁 

平成 4年度 千葉県企業庁委託調査 海域環境調査 報告書 平成 6年 6月 千葉県企業庁 

平成 4年度 千葉県企業庁委託調査 海域環境調査(その 2) 報告書 平成 7年 6月 千葉県企業庁 

平成 6年度 千葉県企業庁委託調査 海域環境調査(その 3) 報告書 平成 8年 6月 千葉県企業庁 

平成 7年度 千葉県企業庁委託調査 海域環境調査(その 4) 報告書 平成 9年 7月 千葉県企業庁 

平成 7年度 環境対策検討調査(その 5)業務委託 物質循環モデル等基礎調査 報告書 平成 9年 1月 千葉県

企業庁 

平成 9 年度 東京湾の水質浄化に関する基礎調査 報告書 (その 2) 平成 10年 1 月 新日本気象海洋株式会

社 

平成 14 年度 三番瀬海生生物現況調査(底生生物及び海域環境) 報告書 平成 15 年 3 月 千葉県・株式会社

パスコ 

平成 20年度 千葉県委託調査 三番瀬水環境モニタリング調査 報告書 平成 21年 3月 三洋テクノマリン株式

会社 

平成 21年度 千葉県委託調査 三番瀬自然環境調査 報告書 平成 22年 3月 三洋テクノマリン株式会社 

平成 26年度 三番瀬海生生物現況調査(底生生物及び海域環境) 報告書 平成 27年 3月 千葉県・エヌエス環

境株式会社 

(一部は三番瀬水質データベースを利用) 

底質 泥温 

Eh 

強熱減量 

含水比 

中央粒径 

密度 

礫分・砂分・

シルト分・粘

土分 

 等 

市川地区海域環境調査(その 2) 底生生物詳細調査 報告書 昭和 63年 12月 新日本気象海洋株式会社 

市川地区底生生物詳細調査(その 2) 報告書 平成元年 11月 千葉県企業庁 

葛南地区底生生物詳細調査 報告書 平成 3年 5月 千葉県企業庁 

平成 4年度千葉県企業庁委託調査 海生生物環境調査 報告書 平成 6年 5月 千葉県企業庁 

平成 5年度千葉県企業庁委託調査 海生生物環境調査(その 2) 報告書 平成 7年 6月 千葉県企業庁 

平成 6年度千葉県企業庁委託調査 海生生物環境調査(その 3) 報告書 平成 8年 6月 千葉県企業庁 

平成 7年度千葉県企業庁委託調査 海生生物環境調査(その 4) 報告書 平成 9年 7月 千葉県企業庁 

市川・盤洲干潟現況調査 報告書 昭和 51年 3月 千葉県企業庁臨海事業部 

市川・盤洲干潟現況調査(その 2) 報告書 昭和 51年 11月 千葉県企業庁臨海事業部 

市川地区生物環境調査 報告書 昭和 55年 12月 千葉県企業庁 

市川地区生物環境調査 報告書 (その 2) 昭和 57年 1月 千葉県企業庁 

市川地区生物環境調査 報告書 (その 3) 昭和 57年 12月 千葉県企業庁 

市川地区生物環境調査 報告書 (その 4) 昭和 58年 12月 千葉県企業庁 

市川地区生物環境調査 報告書 (その 5) 昭和 60年 2月 千葉県企業庁 

市川地区海域環境調査 報告書 昭和 63年 1月 千葉県企業庁 

市川地区干潟現況調査 報告書 昭和 63年 2月 千葉県企業庁 

市川地区海域環境調査(その 2) 報告書 平成元年 2月 千葉県企業庁 

市川地区海域環境調査(その 3) 報告書 平成 2年 1月 千葉県企業庁 

葛南地区海域環境調査 報告書 平成 2年 11月 千葉県企業庁 

市川Ⅱ期、京葉港Ⅱ期地区海域環境調査 報告書 平成 4年 1月 千葉県企業庁 

平成 4年度 千葉県企業庁委託調査 海域環境調査 報告書 平成 6年 6月 千葉県企業庁 

平成 4年度 千葉県企業庁委託調査 海域環境調査(その 2) 報告書 平成 7年 6月 千葉県企業庁 

平成 6年度 千葉県企業庁委託調査 海域環境調査(その 3) 報告書 平成 8年 6月 千葉県企業庁 

平成 7年度 千葉県企業庁委託調査 海域環境調査(その 4) 報告書 平成 9年 7月 千葉県企業庁 

平成 7年度 環境対策検討調査(その 5)業務委託 物質循環モデル等基礎調査 報告書 平成 9年 1月 千葉県

企業庁 

平成 9 年度 東京湾の水質浄化に関する基礎調査 報告書 (その 1) 平成 10年 1 月 新日本気象海洋株式会

社 
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区分 項目 出典 発行年 発行元 

平成 14 年度 三番瀬海生生物現況調査(底生生物及び海域環境) 報告書 平成 15 年 3 月 千葉県・株式会社

パスコ 

平成 15年度 行徳湿地連携検討調査(現況調査) 報告書 平成 16年 3月 千葉県・芙蓉海洋開発株式会社 

平成 16年度 海岸高潮対策委託(環境基礎調査) 報告書 平成 17年 8月 千葉県葛南地域整備センター・国際

航業株式会社 

平成 18 年度 三番瀬海生生物現況調査(底生生物及び海域環境) 報告書 平成 19 年 3 月 千葉県・株式会社

東京久栄 

平成 22年度 行徳湿地連携検討調査(生物生息環境調査)業務委託 報告書 平成 23年 3月 千葉県・芙蓉海

洋開発株式会社 

平成 23年度 行徳湿地連携検討調査(生物生息環境調査)業務委託 報告書 平成 24年 3月 千葉県・株式会

社地域環境計画 

平成 24年度 行徳湿地連携検討調査(生物生息環境調査)業務委託 報告書 平成 25年 3月 千葉県・芙蓉海

洋開発株式会社 

平成 25年度 行徳湿地連携検討調査(生物生息環境調査)業務委託 報告書 平成 26年 3月 千葉県・芙蓉海

洋開発株式会社 

平成 26年度 三番瀬海生生物現況調査(底生生物及び海域環境) 報告書 平成 27年 3月 千葉県・エヌエス環

境株式会社 

(一部は三番瀬マクロベントスデータベースを利用) 

底生 

生物 

個体数密度 

湿重量 

被度 

生息孔数 

出現状況 

種履歴 

生息種リスト 

希少種リスト 

等 

市川地区海域環境調査(その 2)底生生物詳細調査報告書 昭和 63年 12月 新日本気象海洋株式会社 

市川地区底生生物詳細調査(その 2) 報告書 平成元年 11月 千葉県企業庁 

葛南地区底生生物詳細調査 報告書 平成 3年 5月 千葉県企業庁 

平成 4年度千葉県企業庁委託調査 海生生物環境調査 報告書 平成 6年 5月 千葉県企業庁 

平成 5年度千葉県企業庁委託調査 海生生物環境調査(その 2) 報告書 平成 7年 6月 千葉県企業庁 

平成 6年度千葉県企業庁委託調査 海生生物環境調査(その 3) 報告書 平成 8年 6月 千葉県企業庁 

平成 7年度千葉県企業庁委託調査 海生生物環境調査(その 4) 報告書 平成 9年 7月 千葉県企業庁 

市川・盤洲干潟現況調査 報告書 昭和 51年 3月 千葉県企業庁臨海事業部 

市川・盤洲干潟現況調査(その 2) 報告書 昭和 51年 11月 千葉県企業庁臨海事業部 

市川地区生物環境調査 報告書 昭和 55年 12月 千葉県企業庁 

市川地区生物環境調査 報告書 (その 2) 昭和 57年 1月 千葉県企業庁 

市川地区生物環境調査 報告書 (その 3) 昭和 57年 12月 千葉県企業庁 

市川地区生物環境調査 報告書 (その 4) 昭和 58年 12月 千葉県企業庁 

市川地区生物環境調査 報告書 (その 5) 昭和 60年 2月 千葉県企業庁 

市川地区海域環境調査 報告書 昭和 63年 1月 千葉県企業庁 

市川地区干潟現況調査 報告書 昭和 63年 2月 千葉県企業庁 

市川地区海域環境調査(その 2) 報告書 平成元年 2月 千葉県企業庁 

市川地区海域環境調査(その 3) 報告書 平成 2年 1月 千葉県企業庁 

葛南地区海域環境調査 報告書 平成 2年 11月 千葉県企業庁 

市川Ⅱ期、京葉港Ⅱ期地区海域環境調査 報告書 平成 4年 1月 千葉県企業庁 

平成 4年度 千葉県企業庁委託調査 海域環境調査 報告書 平成 6年 6月 千葉県企業庁 

平成 4年度 千葉県企業庁委託調査 海域環境調査(その 2) 報告書 平成 7年 6月 千葉県企業庁 

平成 6年度 千葉県企業庁委託調査 海域環境調査(その 3) 報告書 平成 8年 6月 千葉県企業庁 

平成 7年度 千葉県企業庁委託調査 海域環境調査(その 4) 報告書 平成 9年 7月 千葉県企業庁 

平成 7年度 環境対策検討調査(その 5)業務委託 物質循環モデル等基礎調査 報告書 平成 9年 1月 千葉県

企業庁 

平成 9 年度 東京湾の水質浄化に関する基礎調査 報告書 (その 1) 平成 10年 1 月 新日本気象海洋株式会

社 

市川二期地区･京葉港二期地区計画に係る補足調査結果報告書 現況編Ⅲ(海生生物) 平成11年1月 千葉県

土木部・千葉県企業庁 

平成 14 年度 三番瀬海生生物現況調査(底生生物及び海域環境) 報告書 平成 15 年 3 月 千葉県・株式会社

パスコ 

平成 15年度 行徳湿地連携検討調査(現況調査) 報告書 平成 16年 3月 千葉県・芙蓉海洋開発株式会社 

平成 16年度 海岸高潮対策委託(環境基礎調査) 報告書 平成 17年 8月 千葉県葛南地域整備センター・国際

航業株式会社 

平成 18 年度 三番瀬海生生物現況調査(底生生物及び海域環境) 報告書 平成 19 年 3 月 千葉県・株式会社

東京久栄 

平成 19年度 三番瀬海生生物現況調査(魚類着底状況)業務委託 報告書 平成 20年 3月 千葉県・株式会社

パスコ 

平成 19年度 行徳湿地連携検討調査(生物生息環境調査)業務委託 報告書 平成 20年 3月 千葉県・株式会

社パスコ 

平成 21年度 千葉県委託調査 三番瀬自然環境調査 報告書 平成 22年 3月 三洋テクノマリン株式会社 

平成 22年度 行徳湿地連携検討調査(生物生息環境調査)業務委託 報告書 平成 23年 3月 千葉県・芙蓉海

洋開発株式会社 

平成 23年度 行徳湿地連携検討調査(生物生息環境調査)業務委託 報告書 平成 24年 3月 千葉県・株式会

社地域環境計画 

平成 24年度 行徳湿地連携検討調査(生物生息環境調査)業務委託 報告書 平成 25年 3月 千葉県・芙蓉海

洋開発株式会社 

平成 25年度 行徳湿地連携検討調査(生物生息環境調査)業務委託 報告書 平成 26年 3月 千葉県・芙蓉海

洋開発株式会社 

平成 26年度 三番瀬海生生物現況調査(底生生物及び海域環境) 報告書 平成 27年 3月 千葉県・エヌエス環
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区分 項目 出典 発行年 発行元 

境株式会社 

平成 27年度 三番瀬自然環境調査(稚魚生息状況調査)業務委託 報告書 平成 28年 3月 千葉県・株式会社

パスコ 

 (一部は三番瀬マクロベントスデータベースを利用) 

鳥類 個体数 

個体数密度 

食性 

飛翔状況 

種履歴 

生息種リスト 

希少種リスト 

等 

市川地区陸域環境調査Ⅱ 報告書 (陸上生物調査) 昭和 63年 10月 千葉県企業庁 

市川地区陸上生物調査(その 2) 報告書 平成 2年 1月 千葉県企業庁 

葛南地区陸上生物調査 報告書 平成 3年 3月 千葉県企業庁 

市川Ⅱ期・京葉港Ⅱ期地区陸上生物調査 報告書 平成 4年 5月 千葉県企業庁 

平成 4年度千葉県企業庁委託調査 陸上生物調査 報告書 平成 6年 6月 千葉県企業庁 

平成 5年度千葉県企業庁委託調査 陸上生物調査(その 2) 報告書 平成 7年 6月 千葉県企業庁 

平成 6年度千葉県企業庁委託調査 陸上生物調査(その 3) 報告書 平成 8年 6月 千葉県企業庁 

平成 8年度千葉県企業庁委託調査 陸上生物調査(その 4) 報告書 平成 9年 7月 千葉県企業庁 

市川二期地区・京葉港二期地区計画に係る補足調査 結果報告書 現況編 Ⅳ(鳥類) 平成11年1月 千葉県土

木部・千葉県企業庁 

「市川二期地区・京葉港二期地区計画」見直し案における影響予測 結果報告書 平成 11年 12月 千葉県土木

部・千葉県企業庁 

平成 14年度 千葉県委託調査 鳥類補完調査 報告書 平成 14年 8月 財団法人日本鳥類保護連盟 

平成 14年度 三番瀬鳥類生態調査 報告書 平成 15年 3月 千葉県・株式会社環境科学コーポレーション 

平成 19年度 三番瀬鳥類個体数経年調査 報告書 平成 20年 3月 千葉県・特定非営利活動法人野鳥千葉 

平成 19年度 三番瀬鳥類行動別個体数調査業務委託 報告書 平成 20年 3月 千葉県・株式会社ケー・シー・

エス 

平成 19年度 三番瀬スズガモ、カワウ食性等調査業務 報告書 平成 20年 3月 千葉県・株式会社セルコ 

平成 24年度 三番瀬鳥類個体数経年調査 報告書 平成 25年 3月 千葉県・特定非営利活動法人野鳥千葉 

平成 25年度 三番瀬鳥類個体数経年調査 報告書 平成 26年 3月 千葉県・特定非営利活動法人野鳥千葉 

平成 26年度 三番瀬鳥類個体数経年調査 報告書 平成 27年 3月 千葉県・特定非営利活動法人野鳥千葉 

平成 27年度 三番瀬鳥類個体数経年調査 報告書 平成 28年 3月 千葉県・特定非営利活動法人野鳥千葉 

平成 28年度 三番瀬鳥類個体数経年調査 報告書 平成 28年 6月 千葉県・特定非営利活動法人野鳥千葉 

平成 29年度 三番瀬鳥類個体数経年調査 報告書 平成 29年 3月 千葉県・特定非営利活動法人野鳥千葉 

 (一部は三番瀬鳥類データベースを利用) 

魚類 個体数 

湿重量 

種履歴 

生息種リスト 

希少種リスト 

等 

平成 4年度 魚類調査業務報告書 平成 5年 10月 千葉県企業庁地域整備部・三洋テクノマリン株式会社 

平成 15年度 行徳湿地連携検討調査(現況調査) 報告書 平成 16年 3月 千葉県・芙蓉海洋開発株式会社 

平成 19年度 三番瀬海生生物現況調査(魚類着底状況)業務委託 報告書 平成 20年 3月 千葉県・株式会社

パスコ 

平成 27年度 三番瀬自然環境調査(稚魚生息状況調査)業務委託 報告書 平成 28年 3月 千葉県・株式会社

パスコ 

(一部は三番瀬魚類データベースを利用) 

ア
サ
リ 

個体数密度 

湿重量 

貝類資源量調査(1988/6～2016/08) 千葉県水産研究センター 

北部アサリ稚貝調査(2001/5～2003/7) 千葉県水産研究センター 

浮遊幼生調査(2001/6～2003/6) 千葉県水産研究センター 

平成 14 年度 三番瀬海生生物現況調査(海生生物及び海域環境) 報告書 平成 15 年 3 月 千葉県・株式会社

パスコ 

平成14年度 三番瀬海生生物現況調査(貝類着底状況) 報告書 平成15年3月 千葉県・株式会社ケー･シー･

エス 

大型 

水生 

生物 

生息孔分布 平成 14 年度 三番瀬海生生物現況調査(中層大型底生生物) 報告書 平成 15 年 3 月 千葉県・株式会社パス

コ 

青潮 発生件数 

発生事例 

平成 15年度 三番瀬自然環境総合解析「三番瀬の現状」報告書 平成 16年 2月 千葉県 

平成 22年度 三番瀬自然環境総合解析 報告書 平成 23年 3月 千葉県・いであ株式会社 

海草 

藻類 

アオサ分布 

海藻類分布 

湿重量 

被度 

出現状況 

等 

市川二期地区･京葉港二期地区計画に係る補足調査結果報告書 現況編Ⅲ(海生生物) 平成11年1月 千葉県

土木部・千葉県企業庁 

平成 14 年度 三番瀬海生生物現況調査(中層大型底生生物) 報告書 平成 15 年 3 月 千葉県・株式会社パス

コ 

平成 16年度 海岸高潮対策委託(環境基礎調査) 報告書 平成 17年 8月 千葉県葛南地域整備センター・国際

航業株式会社 

平成 19年度 三番瀬海生生物現況調査(魚類着底状況)業務委託 報告書 平成 20年 3月 千葉県・株式会社

パスコ 

平成 21年度 千葉県委託調査 三番瀬自然環境調査 報告書 平成 22年 3月 三洋テクノマリン株式会社 

平成 26年度 三番瀬海生生物現況調査(底生生物及び海域環境) 報告書 平成 27年 3月 千葉県・エヌエス環

境株式会社 

平成 27年度 三番瀬自然環境調査(稚魚生息状況調査)業務委託 報告書 平成 28年 3月 千葉県・株式会社

パスコ 

プ
ラ
ン
ク
ト
ン 

湿重量 

同定計数 

平成 7年度 環境対策検討調査(その 5)業務委託 物質循環モデル等基礎調査 報告書 平成 9年 1月 千葉県

企業庁 

平成 9 年度 東京湾の水質浄化に関する基礎調査 報告書 (その 2) 平成 10年 1 月 新日本気象海洋株式会

社 

平成 26年度 三番瀬海生生物現況調査(底生生物及び海域環境) 報告書 平成 27年 3月 千葉県・エヌエス環

境株式会社 

 


