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今後の磯焼け対策の取組

平成１９年２月１５日

水産庁漁港漁場整備部整備課

梅津 啓史

明らかになった解決策を全国的に推進しつつ、
解明すべき部分については引き続き研究

① これまでの緊急磯焼け対策モデル事業によってあ
る程度解決手法が明らかとなった、ウニや植食性魚
類による食害に対しては、ガイドラインに基づき対策
を推進

② 磯焼けに関し解明が必要な部分については、各
都道府県試験研究機関を中心に研究を継続
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① ウニや植食性魚類による食害に対しては、
ガイドラインに基づき対策を推進

●『磯焼け対策ガイドライン』について、漁業者向け説
明会を開催（水産庁）

●地方公共団体や漁業者等が行う磯焼け対策に対す
る支援（水産庁：別表）

●漁業者等が行う磯焼け対策に対するアドバイス（各
都道府県試験研究機関）

（別表－１）磯焼け対策に関する支援制度

・市町村が策定する「漁村
再生計画」に基づいている

・上記計画に係る総事業
費が5,000万円以上

本事業は生産基盤や生活
環境施設の整備が基本で
あるが、地域提案部分（総
事業費の１０％以内）で磯
焼け対策を行うことは可能

市町村

（事業費の１／２以内）

漁村再生交付金
（公共）

＜担当：
防災漁村課
漁村企画班＞

水産基盤整備事業の採択
基準に加え、藻場が分布
する海岸線延長又は海域
面積の３割以上で磯焼け
が発生しており、１計画当
たりの事業規模が１ｈａ以
上

着定基質の設置に加え、
計画期間内の食害生物の
駆除・処分、食害防止施
設の設置、海藻の移植、
期間後３年間のモニタリン
グ等に要する費用を支援

都道府県、市町村等

（事業費の１／２以内）

磯焼け対策緊急
整備事業

（公共：H19新規）
＜担当：

計画課事業班＞

支援条件事業概要支援対象先

（支援割合）

事業名
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（別表－２）磯焼け対策に関する支援制度

・Ｂ／Ｃ≧１

・受益戸数10戸以上
・耐用年数5年以上
・漁協が主体の場合は、
合併漁協、認定漁協、資
源回復計画参加等の要件
を満たしている

・事業費が都道府県1,500
万円以上、市町村等500
万円以上

雑海藻やウニの除去（た
だし、漁業者等が、耐用年
数の間、事業効果の継続
を確実に担保できる場合
に限る）

都道府県、市町村、漁
連、漁協等

（事業費の１／２以内）

強い水産業づくり
交付金のうち
経営構造改善目
標

＜担当：
防災漁村課
沿構計画班＞

大規模な磯焼け対策の取
組であって、実施後は取
組事例として水産庁が公
表することに同意している

・ガイドライン説明会の開
催

・漁業者等が行う磯焼け
対策に対し、専門家等を
派遣して技術的サポート

・ウニ及び植食性魚類の
効率的捕獲手法の開発

委託先の民間団体を
通じて支援

岩礁域における
大規模磯焼け対
策促進事業

＜担当：

整備課設計班＞

支援条件事業概要支援対象先

（支援割合）

事業名

磯焼け対策緊急整備事業

アラメの移植の様子

ダイバーが海藻プレートを基質に
取り付けている様子

予めアラメを根付かせておいた
海藻プレート

移植後1年のアラメの様子

水生植物の移植・播種・モニタリング食害生物対策

藻場における食害生物対策

回復したガラモ場

磯焼けしたガラモ場

●アイゴ、ブダイ等の食害防止ネット

●ウニ・貝類の侵入を防ぐフェンス

干潟における食害生物対策

●アサリの食害生物

ツメタ貝によるアサリの食害

ツメタ貝 ナルトビエイ

●ナルトビエイの侵入を防ぐ竹格子

アマモ場の
造成作業の様子

●アマモの種まき

●モニタリング

アマモの種を選別してから一粒一粒
丁寧にまいて、苗を育てる。

海底に植え付けたアマモの苗の育
ち具合を定期的に調べる。
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磯焼け対策全国会議
（水産庁主催）

藻場対策
技術に関
する

情報交換

学識経験者

地方公共団体
研究機関

漁業者民間
団体

ボランティア
団体

取組に対する自信
自主的な取組が継続

漁業者等による
磯焼け対策の取組

大規模な取組はこれま
で行われたことがなく、
実施に対し大きなリスク

水産資源回復効果検証

藻場復元状況検証

磯焼け対策の実施

磯焼け対策の実施プラン
策定

広報誌

マスコミ

「磯焼け対策ガイドライン」
の漁業者向け技術講習会

（全国７地区）

ガイドラインづくりで
蓄積した磯焼け対策
の知見を活用し、
技術的にサポート

サポートした事例を活用し
プラン策定から効果検証
に至る体制づくり等の
ノウハウを整理、
他地域へ普及

取組に対する意欲の向上
磯焼け対策の取組が全国的に拡大

食害動物捕獲装置開発

岩礁域における大規模磯焼け対策促進事業

② 解明が必要な部分については、
各都道府県試験研究機関を中心に研究を継続

●県単独費等による調査・研究の実施
（都道府県試験研究機関）

●磯焼け対策全国会議（仮称）による情報交換
（水産庁主催）
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磯焼け対策全国会議（仮称）

【目的】

藻場や磯焼けに関する情報交換を行い、磯焼け対策の取組の効率化と全
国的な促進を図る

（現在の磯焼け対策モデル事業全国会議を継続するイメージ）

【主催】

水産庁

【参集範囲】

・アドバイザー（学識経験者等）

・地方公共団体、関係団体、民間企業

・漁業者、一般市民

磯焼け対策全国会議（仮称）

【開催日時及び場所】

東京で年に１～２回程度

【今後の予定】

平成１９年６月に第１回会議を開催する方向で検討中

議題 ①会議趣旨説明と会議の進め方の意見交換

②水産庁が行っている藻場関係調査事業の紹介

会議の目標イメージ
●磯焼け改善目標の設定とフォローアップ
●複数県による磯焼け関係共同研究の提案
●磯焼け対策ガイドラインの更新



磯焼け対策緊急整備事業

９３，３１８（０）百万円の内数

対策のポイント

我が国水産物を安定的に供給するため、我が国の排他的経済水域・領海におけ

る水産資源の生産力を向上させる漁場づくりや環境・生態系の保全を図ります。

（磯焼けとは）

磯焼けとは、有用な海藻群落が大規模に消失し、漁業に大きな被害を与える現象のこと。

（事業例）

・海藻類を食べるウニやアイゴ等の食害対策を併せた藻場造成等

・アサリを食べるナルトビエイやツメタガイ等の食害対策を併せた干潟造成や底質改善等

政策目標

平成２３年度までに、沖合域を含めた新たな漁場整備を概ね７．５
万ｈａで実施

＜内容＞

沿岸域の環境・生態系の保全

磯焼け等により機能が著しく低下している漁場において、食害生物の駆除や食害防止ネ

ットの設置、モニタリング等を併せて行う藻場・干潟造成等を実施します。

【担当課：水産庁計画課０３－３５０６－７８９７（直）】



漁村再生交付金

８，５０５（９，６５０）百万円

対策のポイント

事業主体として、市町村の他、新たに都道府県を追加し、地域の既存ストック

の有効活用等を通じた生産基盤と生活環境施設の効率的整備を推進します。

（漁村の現状）

・水産業・漁村は、漁業資源の減少に加え、燃油価格の高騰や過疎化・高齢化の進展等により活力

の低下が懸念。

・地域が主体となった活力ある漁村の再生が喫緊の課題。

政策目標

漁業集落排水処理を行うこととしている漁村のうち、施設整備され

た漁村の人口割合

３５％（Ｈ１６） ⇒ 概ね６０％（Ｈ２３）

地震防災対策強化地域等に立地する漁村のうち、施設整備により地

震や津波に対する防災機能の強化が講じられた漁村の人口割合

２１％（Ｈ１６） ⇒ 概ね３０％（Ｈ２３）

＜内容＞

意欲と活力ある漁村の振興

（１）事業実施主体が、漁業者及び地域住民の意向を踏まえ、漁村の再生の目標及び客観

的な指標を策定し、国がこれらの目標、指標等を総合的に評価して事業を採択します。

（２）漁業の生産基盤（漁港施設及び漁場）及び生活環境施設の整備に加え、事業実施主

体が提案する地域の創造力を活かした漁村の再生に必要な整備を行います。

（３）漁業情勢・社会情勢の変化等に伴って需要が著しく減少した、また、効用が低下し

た既存ストックの転用等を図り、漁村の再生を推進します。

（４）事業実施主体が、事業完了後、目標の達成状況を客観的に評価し公表します。

【担当課：水産庁防災漁村課０３－３５０１－０６９７（直）】



強い水産業づくり交付金
（経営構造改善目標）

８，７６２（１１，８２３）百万円の内数

対策のポイント

資源の減少、魚価の低迷、燃油の高騰などといった地域の抱える課題や実情
を踏まえて地方が自主性を活かして取り組む水産施策の展開を支援する。

（事業例）

・漁業資源の増大を図り漁業所得を向上させる築いそ、種苗生産施設を整備

・食の安全安心といった国民ニーズへ対応し水産物の価値向上に資する水産鮮度保持施設を整備

・燃油価格の高騰により増大した燃油コストの削減に資する燃油補給施設を整備

・ノリ輸入の拡大による競争激化に対応するため高効率な大型ノリ自動乾燥機を整備

政策目標
水産業生産基盤としての共同利用施設等の整備による効率的かつ安定
的な漁業経営の育成

＜内容＞
（１）漁業生産基盤等の整備

漁業資源の維持・増大、漁場環境の保全のための整備及び資源回復計画の実施を推進、

意欲と能力のある担い手の確保・育成、合併漁協・認定漁協の経営基盤強化、産地機能の

強化と品質の高い水産物の供給を推進するための施設整備を行う。

〔対象施設：築いそ、種苗生産施設、水産物荷さばき施設、水産物加工処理施設 等〕

（２）水産物供給施設等の整備
公共事業等関連する事業と一体となった地域水産総合衛生管理対策基本計画等に基づ

き、高度衛生管理、環境負荷の低減を推進するために必要な施設の整備を行う。

〔対象施設：水産鮮度保持施設、水産廃棄物等処理施設、魚体選別機 等〕

（３）沖縄県水産業生産基盤等の整備
沖縄県における生産の拡大及び生産力の向上を図るための漁場の造成及び改良のための

整備、資源の培養及び管理を推進、漁船漁業の近代化及び産地における水産物の流通等の

改善を図るための施設整備を行う。

〔対象施設：浮魚礁の設置、種苗供給施設、漁船保全修理施設、水産物荷さばき施設 等〕

（４）燃油高騰対策関連施設の整備
燃油高騰に対応するため、燃油コストの削減に資する施設の整備を行う。

〔対象施設：燃油補給施設、陸電施設 〕

（５）ノリ養殖業構造調整・競争力強化施設の整備
漁協等の策定するノリ養殖業構造改革計画に基づいてノリ養殖業者が取り組む大型ノリ

自動乾燥機の整備及びノリ高性能刈取船の導入に対し支援を行う。

〔対象施設：大型ノリ自動乾燥機、ノリ高性能刈取船 〕

【担当課：水産庁防災漁村課０３－３５０１－０６９７（直）】

【担当課：水産庁栽培養殖課０３－３５０２－０８９５（直）】



岩礁域における大規模磯焼け対策促進事業

３３（０）百万円

対策のポイント

磯焼け対策の講習会の開催、磯焼け対策に取り組む漁業者に対する技術的サポ

ート、磯焼け対策のノウハウの他地域への普及を行い、磯焼けの全国的かつ効率

的な改善を図ります。

（磯焼けとは）

磯焼けとは、有用な海藻群落が大規模に衰退し、何年も回復しない状況のことです。

政策目標
主な栽培漁業対象魚種及び養殖業等の生産量の確保

＜内容＞

沿岸域の環境・生態系の保全

事業内容は以下の通りです。

（１）漁業者向け技術講習会

平成１８年度末に策定する磯焼け対策ガイドラインの内容について、ブロックごとに

漁業者向け講習会を開催します。

（２）大規模な磯焼け対策の取組に対する技術的サポート

①漁業者等が自ら行う大規模な磯焼け対策について、実施プランづくりや効果検証等に

対し技術的サポートを行います。

②対策の効率的実施のための食害動物捕獲装置開発及び実証試験を行います。

（３）実施ノウハウの技術移転

技術的サポートを行った地域のプランづくりから効果検証に至る体制づくり等のノウ

ハウを整理し、全国会議、広報誌、マスコミ等を利用し他地域へ普及します。

【担当課：水産庁整備課０３－３５９１－５６１４（直）】




