
＜噴火湾周辺地区水産環境整備マスタープラン概要＞
事業主体

目 標

北海道 対象種 ソイ類(指標種)・アイナメ（指標種）、ソウハチ・ハタハタ

整備

方針

ソイ類及びアイナメを指標種に位置づけ、地区の地形・底質・藻場の状況から、生活の場となる藻場や

沖合の岩礁が不足しているため、これらの整備により生活史全体に渡る生息環境空間の創出を行う。ま

た、これらの環境を共有するソウハチ、ハタハタの特性を考慮した形状を取り入れ、海域全体の生産力の

底上げを目指す。

回遊性魚類の変動・減少という地区の課題に

対し、比較的安定な地域魚種に焦点を当てた

水産環境整備により、海域全体の生産量の向

上を図る。

ソイ類の成長

段階に対応した整備内容
【稚魚期】生活の場となる藻場の整備

【未成魚期～成魚期】

生活の場として利用する沿岸の藻場

や沖合の岩礁性施設(30m～100m)の整

備

モニタリング方針
【藻場】

藻場の生息量(海藻・ソイ類稚魚・アイナメ

稚魚・ウニ)・餌料環境(葉間・葉上・底生)・基

礎(水温・塩分)調査を行う。

【魚礁】

蝟集量(魚類)・餌料環境(プランクトン・ベ

ントス・付着生物)調査・基礎調査(水温・塩

分・クロロフィルa)を行う。

クロソイ

アイナメの成長

段階に対応した整備内容
【稚魚期】生活の場となる藻場の整備

【未成魚期～成魚期】

生活の場として利用する沿岸の藻場

や沖合の岩礁性施設(30m～150m)の整

備

アイナメ

北海道噴火湾周辺地区におけるソイ類・アイナメ・ソウハチ・ハタハタの生活史に配慮した漁場整備図

N
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ソイ類及びアイナメの生活の場となる藻場や沖合にかけての岩礁性施設を整備し、生活史全体にわたる生息環境空間を創出する。

また、これらの環境を共有するソウハチ・ハタハタの特性を考慮し、生活の場や産卵に適した形状を取り入れ、海域全体の生産力の底上げを目指す。
水産環境整備の基本方針

クロソイ産仔(卵胎生)：

水深60m以浅の

岩礁域で産仔。

クロソイ稚魚(150mm未満)：

浅瀬の藻場に分布。

クロソイ仔魚：

20mmまで表層(～5m)を浮遊し

その後流れ藻に付随。

沖合の岩礁(魚礁)

魚礁域で生活するソイ類未成魚・成魚

藻場

造成藻場（コンブ・ウニ類対象）

産卵藻場（ハタハタ卵塊）

産卵藻場（アイナメとアイナメ卵塊）

モニタリング箇所

モニタリング箇所

モニタリング箇所

モニタリング箇所

モニタリング箇所

白老沖漁場

虎杖浜沖漁場

登別沖漁場

イタンキ藻場漁場

豊浦漁場
長万部静狩漁場

鹿部漁場

森砂原漁場

森沼尻漁場

渡島森漁場

八雲南部漁場

渡島八雲漁場

渡島砂原漁場

八雲漁場

ソウハチ未成魚～成魚：

成長とともに水深50-100mの岩礁へ移動。

その後春は浅場、秋冬は深場へ季節移動。

ハタハタ未成魚～成魚：

産卵期以外は、水深150m～300m

の砂泥域に分散して分布。

モニタリング箇所

ハタハタ稚魚：

ふ化後、藻場から砂浜域に移動し、６

月頃から次第に沖合へと移動。

ハタハタ産卵：

10月上旬から沿岸に移動を開始し、

12月頃に茎のしっかりした海藻に産
卵。

アイナメ仔魚(20mm未満)：

表層を浮遊。

アイナメ産卵：

9月～11月、水深30m以浅の

岩の凹み・海藻の根元に産卵。

アイナメ稚魚：

体長5cmまで浮遊生活

その後、沿岸の藻場から岩礁域で着底。

アイナメ未成魚～成魚：

浅場～150mの岩礁域に定着。

藻場（アイナメ・ソイ類幼魚～稚魚の育成場）

ソイ類の仔魚の移動

ソイ類稚魚～未成魚の移動

ソイ類の産仔回遊

アイナメの仔魚の移動

アイナメ稚魚～未成魚の移動

アイナメの産卵回遊

ソウハチ未成魚・成魚の移動

ハタハタ稚仔の移動

ハタハタ成魚産卵回遊

整備予定箇所（魚礁）

整備予定箇所（着定基質）[囲い礁・単体礁]

整備予定箇所（着定基質）[産卵藻場]

既存施設(魚礁）

天然礁

ソイ類、アイナメの主要漁場

ソイ類、アイナメ、ソウハチの主要漁場

ハタハタの主要漁場

凡　　　　例

クロソイ成魚：

水深10～100ｍの岩礁域に定着。

クロソイ未成魚：

藻場・岩礁域に生息（水深10ｍ前後）成長

に伴い沖合へ移動。

20km0m 10km

室蘭沖漁場

ハタハタ仔魚：

藻場の縁辺部の海底を浮遊。

ソイ類、アイナメの

主要漁場



クロソイ産仔(卵胎生)：

水深60m以浅の

岩礁域で産仔

クロソイ稚魚(150mm未満)：

浅瀬の藻場に分布

クロソイ仔魚：

20mmまで表層(～5m)を浮遊し、

その後流れ藻に付随

モニタリング箇所

モニタリング箇所

白老沖漁場

虎杖浜沖漁場

登別沖漁場

イタンキ藻場漁場

①
②

③ ④

⑤
室蘭沖漁場

＜噴火湾周辺地区水産環境整備マスタープラン 課題と対策のポイント＞
【指標種の生活史】 ①産仔期 ③稚魚期 ④未成魚期 ⑤成魚期②仔魚期

時期 課題 対策

①産仔期 適正水深の岩礁不足 産卵・産仔場となる沖合の岩礁性施設の整備を行う。

②仔魚期 特になし(浮遊生活期) 特になし（浮遊生活期）

③稚魚期 藻場の不足 稚魚の生活の場となる藻場の整備を行う。

④未成魚期 適正水深の岩礁不足 未成魚の移動経路・生活の場となる岩礁性施設(魚礁)の整備を行う。

⑤成魚期 適正水深の岩礁不足 成魚の生活の場となる岩礁性施設(魚礁)の整備を行う。

場所

岩礁(60m以浅)

表層(5m以浅)

藻場(10m以浅)

藻場・岩礁(10m前後)

岩礁(10～100m)

ソイ類
水深60m以浅の岩礁域で

産仔する。

浅瀬(10m以浅)の藻場に分布。

モエビ類、エビジャコ、ワレカラ、

甲殻類幼生を餌とする。

水深10m前後の藻場や岩礁域に生

息し、成長とともに深みに移動する。

モエビ類、エビジャコ、カニ類を餌と

する。

水深10～100mまでの岩礁域に分布し、

春に浅場・秋に深場という深浅移動を

行う。他の魚類やイカ類、カニ類、エビ

類等を餌とする。

20mmまで表層(～5m)を

浮遊し、その後流れ藻に

付随する。カイアシ類を餌

とする。

クロソイ生活史の模式図

【ハード整備と連携した取組】

・指標種のソイ類の種苗放流

・ソイ類未成魚保護のための漁具制限など

・水産多面的機能発揮対策による、藻場拡

大のための岩盤清掃、母藻設置、栄養塩供

給

・藻場保護のための操業期間制限

【ソイ類の成長・分布の模式図】

→ 生活史全体を通した生息環境空間の創出により、海域の生産力の向上を目指す。

整備予定箇所（魚礁）

整備予定箇所（着定基質）[囲い礁・単体礁]

整備予定箇所（着定基質）[産卵藻場]

既存施設(魚礁）

ソイ類の仔魚の移動

ソイ類稚魚～未成魚の移動

ソイ類の産仔回遊

藻場（ソイ類幼魚～稚魚の育成場）

凡　　　　例



＜噴火湾周辺地区水産環境整備マスタープラン 課題と対策のポイント＞
【指標種の生活史】 ①産仔期 ③稚魚期 ④未成魚期 ⑤成魚期②仔魚期

時期 課題 対策

①産仔期 適正水深の岩礁不足 産卵・産仔場となる沖合の岩礁性施設の整備を行う。

②仔魚期 特になし(浮遊生活期) 特になし（浮遊生活期）

③稚魚期 藻場の不足 稚魚の生活の場となる藻場の整備を行う。

④未成魚期 適正水深の岩礁不足 未成魚の移動経路・生活の場となる岩礁性施設(魚礁)の整備を行う。

⑤成魚期 適正水深の岩礁不足 成魚の生活の場となる岩礁性施設(魚礁)の整備を行う。

場所

岩礁・海藻(30m以浅)

表層

浮遊→藻場

岩礁(浅場～150m）

岩礁(浅場～150m)

アイナメ

水深30m以浅の岩の凹

み・海藻の根元に産卵す

る。

体長5cmまで浮遊生活し、その後、

沿岸の藻場・岩礁へ定着。端脚類、

エビ類、カニ類を餌とする。

浅場～150mの岩礁域に定着する。遊泳力は低く、あまり動き回らな

い。未成魚期は岩の凸部、成魚は凹部や下部に多く生息し、なわば

りをもつ。ハゼ類、カニ類、エビ類、ゴカイ類、ワレカラ類を餌とする。

表層を浮遊する。

カイアシ類、イカナゴ、端

脚類を餌とする。

アイナメ生活史の模式図

【ハード整備と連携した取組】

・水産多面的機能発揮対策による、藻

場拡大のための岩盤清掃、母藻設置、

栄養塩供給

・藻場保護のための操業期間制限

【アイナメ類の成長・分布の模式図】

→ 生活史全体を通した生息環境空間の創出により、海域の生産力の向上を目指す。

整備予定箇所（魚礁）

整備予定箇所（着定基質）[囲い礁・単体礁]

整備予定箇所（着定基質）[産卵藻場]

天然礁

ソイ類の仔魚の移動

ソイ類稚魚～未成魚の移動

ソイ類の産卵回遊

藻場（ソイ類幼魚～稚魚の育成場）

凡　　　　例

森砂原漁場

モニタリング箇所

モニタリング箇所

森沼尻漁場

アイナメ産卵：

9月～11月、水深30m以浅の

岩の凹み・海藻の根元に産卵

アイナメ稚魚：

体長5cmまで浮遊生活

その後、沿岸の藻場、岩礁へ

アイナメ未成魚～成魚：

浅場～150mの岩礁域に定着

①

③

④⑤

鹿部漁場

渡島砂原漁場

②

噴火湾

（内浦湾）

アイナメ仔魚(20mm未満)：

表層を浮遊
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