森と海の関係

なぎさで楽しく、安全に遊ぶために！
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魚介類が育つために必要な栄養分は、森
の落葉が腐敗してできる腐葉土層ではぐく

なぎさで遊ぶとは自然とふれあうことです。楽しく遊ぶためには
少なくとも次の二つのことに注意してください。

まれ雨水や地下水に吸収されて森から川を
とおって海へと運ばれていきます。このこ
とにより、「森は海の恋人」といわれ森と

①海は気象条件などによって環境が大きく変化する遊び場です。
風、雲、潮の流れや方向などに注意してください。

川と海は深くつながっています。
か

合は
こんな場
！
ばないで
海で遊

②なぎさはみんなのものです。他の人の迷惑にならないように、
マナーをまもってください。

き

西播磨の沿岸部で牡蠣の養殖ができた
り、豊富な魚介類がとれるのも揖保川や千
種川で運ばれる西播磨の森林のおかげで
す。

① ゴミは持ち帰り
ましょう。

② 釣り具を捨てないように
しましょう。

空き缶やビニール袋
はもちろん、余った
釣り餌も持ち帰って
処分しましよう。

なぎさのマナー

③ 漁師の邪魔をしないよう
にしましょう。
作業場はもちろん、
漁具などにも近づか
ないようにしましょ
う。
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釣り糸が絡んで
動けない鳥が
います。

このマップは、たつの市・相生市・赤穂市の臨海部『なぎさ回廊』
の みどころ 、 遊びどころ をご紹介します。皆様の訪れを
お待ちしています。

車の駐車は近所や交通の迷惑
にならないようにしましょう。

西播磨地域には、県内随一
を誇る新舞子の干潟、歴史に
登場する室津・坂越・赤穂な
ど多種多様な『なぎさ』が存
在します。また、海水浴場や
海浜公園などのレジャー施
設、海の豊かさがもたらす食
材の数々や、四季折々の変化
に富む景観スポットを多く抱
えています。

相
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●アナゴ ( 夏 )

〜旬の海の幸〜

●ワタリガニ（秋）

●カキ（冬）

アナゴは、お互いに体が触れあうような

通称はワタリガニ、標準和名はガザミと

カキは、植物プランクトンが豊富な海で

あいだは砂にもぐって夏眠します。冬にな

狭いところを好みます。生態についてはあ

呼びます。一対の足がオールのような平ら

育ちます。養殖は、そのような条件を備え

って水温が下がると砂の中から出てきて卵

まり詳しくはわかっておらず、産卵場所も

な形をして泳げるところが特徴です。砂泥

た波の静かな内湾で、筏などを使いおこな

を産み、卵は２週間位でふ化します。

不明で、産卵時を迎えたアナゴは瀬戸内海

底に住み、昼は砂に潜み、夜に活動します。

います。５〜７月頃に種付けをして、冬に

雌は６月〜９月に2〜3回抱卵し、ふ化し

収穫します。カキにはさまざまな栄養素が

かま あ

さ でい

ひそ

ではほとんど漁獲されていません。

り、新子とよばれ「釜揚げ」にされ食しま

日中はすみかに隠れ、日没頃から活発に

た稚ガニを海中へ放出します。水温がさが

ふくまれているので、「海のミルク」とも呼

す。２月下旬には、30mmサイズを超え「く

動き出し餌を探し回ります。アナゴは５月

る晩秋になると甲羅が硬くなり、身も詰ま

ばれます。焼いたり、フライにしたり、鍋

ぎ煮」に適した大きさとなります。イカナ

〜８月が盛漁期です。主に焼きアナゴで食

り旬となります。湯でたり、蒸して食しま

ものの具などとして食されるほか、さまざ

ゴは春をつげる風物詩となっています。

され、天ぷらにしても美味です。

す。味噌汁や鍋物にダシがでて美味です。

まな料理法が工夫されています。

たつの

イカナゴくぎ煮

当連絡会は、西播磨臨海部（なぎさ）において、人々の交流が深まり街
がにぎわい、環境への意識啓発や地域活性化を図るために、西播磨県民局
と「参画と協働」のもと、平成１９年から活動を行っています。

焼アナゴ

ゆでガニ

西播磨の沿岸部にはこんな魚がいます！
春（3〜5 月）

焼きカキ

〜播磨の旬の魚〜
秋（9〜11 月）

イカナゴ

メバル

マダイ

アブラメ

アサリ

キス

アジ

タチウオ

アオリイカ

シャコ

ワタリガニ

日本各地沿岸の砂泥に生
息。非常に細長く、冬〜春に
見られ、夏眠する。稚魚をし
んこや釘煮で食用。

最大30cm。北海道から九州
の沿岸部岩礁等に生息。全
身が黒褐色、目と口が大き
い。煮付け等で食用。

最大120cm。北海道南部以
南の日本各地で生息。淡紅
色 で、青 い 小 班 点 散 在 。刺
身、焼き物等で食用。

正 式 名 は ア イ ナ メ 。最 大
60cm超。日本各地の浅い岩
礁等で生息。煮付け、唐揚げ
等で食用。

最大殻長6cm。日本各地に
生息し、汽水域を好み浅い
砂泥底等に分布。味噌汁、酒
蒸し等で食用。

瀬戸内海では、1mを超える
ものも見られる。鋭い歯と、
全身が銀色で太刀のような
形が特徴。塩焼き等で食用。

最大50cm。日本各地に生
息。丸みの有る胴、胴の縁に
半円形のひれを持つ。刺身、
天ぷら等で食用。

20cm前後。体は扁平し、鎌
状の捕脚が１対有り。歩脚は
３対、腹部に遊泳脚を持つ。
寿司種等で食用。

正式名はカザミ。最大甲幅
15cm超。甲羅は横長の六角
形で、はさみ脚にとげ有り。
ゆでガニ等で食用。

スズキ

イシガレイ

アナゴ

ハモ

マダコ

ガシラ

チヌ

カキ

マナマコ

イイダコ

最大1m超。北海道南部以南
から九州の沿岸部に生息し、
口が大きい肉食魚。あらい、
塩焼き等で食用。

最大50cm。日本各地に生
息。体は楕円形で扁平し、茶
褐色か緑褐色。唐揚げ、煮付
け等で食用。

一般に『 マアナゴ 』を指す。
北海道南部以南に生息。体
色は褐色、鱗無し。焼きもの
等で食用。

最大2m超。本州中部以南の
砂泥に生息。体は褐色で腹
部は白く、体表に鱗無し。湯
引き、鍋等で食用。

最大60cm（腕を含む)。複数
の吸盤がついた８本の触腕
が特徴。浅い海の岩礁等に
生息。酢蛸や煮物等で食用。

正 式 名 は カ サ ゴ 。最 大
30cm。北海道南部以南に生
息。赤〜褐色で、ひれに鋭い
とげ有り。煮付け等で食用。

正 式 名 は ク ロ ダ イ 。最 大
70cm。北海道南部以南の日
本各地に生息。銀色の体色
が特徴。焼き物等で食用。

日本では一般に、養殖で生
産される『 マガキ 』を指す。
二枚貝が特徴。冬の時期に
フライ、鍋等で食用。

赤色や青色がいて、関西で
は赤色が好まれる。北海道
から九州の沿岸部に生息。
酢の物等で食用。

10cm程度の大きさ。11月頃
から出回るが、2〜3月が旬。
子持ちの雌、雄共身がやわら
かく美味。煮付け等食用。

西播磨なぎさ回廊づくり連絡会

兵庫県西播磨県民局 光都土木事務所
〒678 ー 1205
兵庫県赤穂郡上郡町光都 2 ー 25
TEL.（0791）58 ー 2229 FAX.（0791）58 ー 2321
http://web.pref.hyogo.jp/wh04/wh04̲1̲000000122.html

お願い
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それから皆さん、『海ホタルは海をきれいにする生物』です。輝きを楽しんだ
後は、元の海へ戻すのがマナーです。

西播磨のなぎさの貴重な生
Ԙ ߩᚻ
亀の手とは、磯の岩 のすき間にび
っしりと
集まって生活しているちょっとグ
ロテスクな
生きものです。貝のように見
えますが、フジツ
ボと同じように波をかぶると中か
ら細かい毛
の生えたツル 状の脚を12本
出し、プランクト
ンを 食 べ て い
ます。殻より下
の 布目状 の 袋
に 包 まれ た 身
は、カニに近い
味と食感です。

ԙ ࠪࡃ࠽㧒Ⴎ႐⩿㧓

シバナとは、塩田の辺、塩湿地
、干潟の端
に多くみられた植物 です。
近代化ととも
に、塩田や 、塩湿地 、干潟も
少なくなり、シ
バナの生育場所も激減し、
いつしか私たち
の目の 前より姿を消 そうと
して、兵庫県 で
は、相生湾に３
カ所残ってい
る状態です。

Ԛ ࡂࠢࡦࠪࠝࡑࡀࠠ㧒⊕ᚸầ߈㧓
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甲羅の

「西播磨なぎさ回廊づくり連絡会では、なぎさ回廊の魅力
を発信しています！」

〒678 ー 0053
ペーロン
兵庫県相生市那波南本町 8 ー 55 あいおい白龍城内
TEL.（0791）23 ー 5995 ※あいおい白龍城内
http://n-nagisa.jp/
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瀬戸内海のイカナゴは、水温の高い夏の

しん こ
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こんなにぎっしり

ࡆ࠾࡞
ࡠࡊ╬ߢ
ߟࠆߒ߹ߔ

ࡆࡦ߰ߚ

ᶏߦㆇ߫ࠇߚᩕ㙃ಽߪ ޔ㝼ߩ߃ߐߣ
ߥࠆࡊࡦࠢ࠻ࡦ߿ᶏߘ߁ࠍ⢒ߡ߹ߔ

採集ビンに餌をいれて！

↪ᗧߔࠆ߽ߩ
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西播磨の沿岸部にはこんなおいしい食材があります！

ふ化約40日後には20mm位の体長にな

採集ビンを作ろう！
ࡆ࠾࡞
ࡠࡊ

Ꮉ
近くの駐車
場にとめま
しょう！

●イカナゴ（春）

いつ見ても幻想的。青白い光が、まさしく
『海のホタル』といわれる所以！

海ホタルを捕まえよう！

一時係留できるマリーナに
とめましょう！

「なぎさ回廊へようこそ」

捕まえた海ホタルは、水をかきまぜた
り、取り出してそっとふれたりすると青
白く発光します。海ホタルは、刺激を受
けることにより発光物質を体内から海水
中に放出することで青紫色に発光します。

皆さん、海ホタルってどのように捕まえるか、ご存じですが？ これが以外と簡単、コー
ヒーの空き瓶などで作った捕獲器と、餌になる魚介類、海中にびんを釣りおろすためのロー
プ、最低これだけ用意すれば捕まえることができます。

⑤ 駐車違反は厳禁です。

プレジャボートを港などに係留する
ときは、マリーナなどの施設管理者
に問い合わせましょう。

海ホタルってなあーに？
海ホタルは、カニやエビ、ミジンコと
いった生き物の仲間（甲殻類）で、直径
顕微鏡で拡大
が２〜３ミリ位の動物性プランクトンです。
すればこのとおり。
水深５ｍ前後の海底を活動の範囲とし
何に見えますか？
ており、昼間は海の底の砂の中に隠れて、
どこからどうみて
夜になると泳ぎだしてエサを探す夜行性
もミジンコ！
の生物です。
エサは生物の肉。おもに生き物の死体を食べていますが（海を掃除してるともいえます）、
ゴカイやイソメといった生き物も襲って食べてしまいます。

海ホタルはなぜ光るの？

野鳥や漁業施設への被害が増えています。
持ち帰って処分しましよう。

④ 不法係留はやめましょう。

神秘の光『海ホタル』

一般に『シロギス』を指す。 『 マアジ 』、
『ムロアジ 』が有
最大30cm。北海道南部以 名 。6 月〜 1 0 月によく獲 れ
南に生息。体色は淡褐色。唐 る。刺身、たたきの他、小魚
揚げ等で食用。
はフライで食用。

夏（6〜8 月）

幅が２cm足らずのカニです。
名前
の由来 は、繁殖期（多くは６月
〜８月）にオス
が極端に大きい片方 の鋏脚
を振り動かす求
愛行動 が白扇を振って潮を
招く様 から言 わ
れています。西播磨では、たつの
市の富嶋川
河口域 の泥ま
じりの や や 堅
い砂浜 や転石
地 帯 などに 穴
を 掘って 暮ら
しています。

冬（12〜2 月）
౮⌀ߘߩઁදജ

スナメリは、日本近 海に分
布する小さな
クジラの仲間 で、その生 息地の
1つに瀬戸
内海があります。

かなり沿岸性の強い鯨類で
、ここ西播磨
の沿岸域でも見ることがで
きます。
形態はイルカに似ています
が、背ビレや
とがったくちばしをもっていませ
ん。イルカ
の様にダイナ
ミック な 泳 ぎ
はしませんが、
クネクネ泳 ぐ
姿 は 、愛 くる
しいものです。

須磨海浜水族館（スナメリ
文章・写真）
光都農林水産振興事務所（
播磨の旬の魚写真文章確認
）
兵庫県漁業協同組合連合会
（ワタリガニ写真）
明石浦漁業協同組合（播磨
の旬の魚写真）
山本一潔（シバナ文章・写
真：姫路高校）
和田太一（ハクセンシオマ
ネキ写真）

