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資料１ 

第２回海洋・沿岸域における水産環境整備のあり方検討会資料 



  石狩後志地区広域漁場（島牧沖合）魚礁設置工事（特定）

刺網漁業4月～11月自主規制海域
沖陸1,200ｍ×浜なり5,500ｍ

配置図

ピラミッド型魚礁
P200AⅢ

3.0m型ＦＰ魚礁

　結果・・・

・単価、重量の増加したマダラが多く漁獲

・来遊親魚が増え、資源の維持に繋がる。

・前浜資源の持続的利用が可能となる。

マダラは海域毎に多くの集団があり、後
志南部海域で１系群と考えられている。
後志南部沿岸域で孵化したマダラは索
餌回遊し、産卵可能な４歳魚となる年に
は再び生まれた海域へ戻り定着する。

回帰したマダラは後志南部海域に定着
し、夏場は水深200m周辺で底生生活を
送り、冬の産卵期には100m前後の浅海
域へ移動するという行動を毎年繰り返
す。なお、マダラの盛漁期は雄の精巣
が肥大し（通称タチ）、単価の高くなる冬
場となっている。（沿岸域で漁獲）

反面、夏は様々な漁業で混獲により漁
獲されるが、冬に比べ重量・単価ともに
低いことから、施設を設置することで、
夏の底性生活期のマダラを保護礁に蝟
集（1カ所に集約）させ、さらに施設範囲
には漁業者らによる自主規制を設ける
ことにより、夏の混獲を抑制する。（冬ま
で親魚を保護）

保護礁で生活し、夏期の混獲から守ら
れたことにより、冬の産卵期には単価が
高く、重量の増加したマダラが従来より
多く浅海域へ来遊する。（産卵加入魚が
増加）

その結果、後志南部海域全体としては夏期の漁獲量は減るものの、冬期には単
価が高く、重量の増加したマダラが多く漁獲されることとなり、漁獲量・漁獲金額
が増加し漁家経営の安定化に繋がることとなる。また、産卵親魚の来遊数が増
加することにより、産卵機会が増え、資源量の増加も期待できる。将来的にはこ
れらの行動が繰り返されることにより、前浜資源の持続的利用が可能となると考
えられる。

島牧村
（施設設置地域）

深浅移動

混獲から
保護！

蝟集

冬の産卵親魚
数が増加！

スタート 水深
100m

水深200m
水温2度～4度

後志南部海域

混獲される

マダラ保護イメージフロー

[概要]
　近年、島牧沖合において、ホッケ、ソイ、
カレイ、スケトウダラの優良な漁場が形成さ
れるようになった。また、春から秋にかけ
て、これらの魚種を狙った刺し網漁業にマ
ダラの産卵前親魚が多く混獲され、資源の
減少につながっていた。
　マダラについては、冬季に漁獲される数
少ない魚種であり、価格も比較的高く、成
熟した雄の精巣である「タチ」は消費者から
人気を集めている。

造成予定箇所

自主規制海域

[課題]
マダラ漁期以外に他種刺網漁業からの混
獲を防止し、産卵前の親魚を保護すること
が課題となる。

[目的]
　 マダラの産卵前親魚が生息している海

制海域を設定し、マダラを保護する。

月から３月までは、ホッケ、カレイ、ソイ、ス

する。

域に魚礁漁場を造成し、マダラを高密度に
蝟集させ、併せて漁業者自らによる自主規

   また、マダラが産卵のため岸寄りする１２

ケトウダラを対象とした魚礁漁場として利用

[事業規模]
計画事業費　28,000
計画期間　H21～H23
　Ａ＝8.6ha（2群体）
１群体当たり　6,984.9
  　ピラミッド魚礁
　　FP魚礁3．00型　　　　

千円

空㎥
P200AⅢ　9基

189基

ピラミッド型魚礁P200AⅢ

ＦＰ魚礁３．０ｍ型

島牧村

①



増毛地区地域水産物供給基盤整備事業整備イメージ

現状の問題

水深4m程度まで分布していた大型海藻が、現在
は水深1.5m以深では、見られなくなっている。
この大型海藻の減少により、地区の重要漁業対
象種であるウニ類の餌料環境が悪化し、近年、
沿岸域の漁業生産に大きな影響が生じている。

漁家経営の安定化

水産物の安定供給

沿岸漁業の振興

北海道　増毛郡増毛町　丸平地先位置図

施設設置前 施設設置後

・着定基質の設置
・水深の適正化
　　　　　　　　を行うことにより

構造図

平面図

縦断図事業の目的

海藻の着生が見られない水深2m～4mの水深帯に、
嵩上げタイプの囲い礁を設置することにより、海藻
着生適正水深帯に着生面を創出し、餌料海藻を繁
茂させることが可能となる。
このことにより、それを餌料とするエゾバフンウニの
資源量の拡大・安定化を図り、漁家経営の安定を資
する。

水深が深く、転石帯のた
め海藻の着生に不向き

海藻群落が形成され、優
良漁場となる。

海藻着定水深帯

・増殖場(囲い礁）　事業量：0.45ha
　　　　　　　　　　　　事業費：90,000千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②



えりも岬周辺地区地域水産物供給基盤整備事業イメージ

えりも岬周辺地区

位　　置　　図

《◎現状の課題》
　漁業資源の減少と魚価の下落により、漁家経営の安定的な経営が困難な状況にあ
り、漁業就業者の高齢化、後継者不足により将来的な水産物の供給体制の減退が懸念
される。
(1)ミツイシコンブ
　　現在良好な着生が得られ優良漁場として利用されている礁の近隣において、
　底質がコンブの着生に不向きなため未利用となっている海域がある。
　　また、当海域においては透明度の低さから日照量が不足しており安定的な
　生産量が得られていない状況にある。
(2)フクロフノリ
　　岩礁帯は多いものの、フクロフノリの着生水深帯に適した箇所が点在して
　いることから不効率な漁獲状況となっている。

《◎整備の方針》
　未利用漁場に対し、ミツイシコンブ及びフクロフノリに適した水深に着定基質の設
置による嵩上げを行い、資源の増大、効率化を図り漁家経営の安定化に資するととも
に、当該地区における対象となる漁業は簡易作業であることから、高齢化する漁業者の
就労環境整備の推進となる。

コンブ着定基質設置

《◎費用対効果》
　Ｂ/Ｃ ＝ ２．６９
●事業の効果　Ｂ：691,498千円
・着生面の拡大によりコンブ及びフノリ資源、生産量の増大効果
・出荷量の増加に伴う流通・加工分野への波及効果
・藻場の造成による水質浄化効果
●事　業　費　　Ｃ：257,018千円（事業費 308,000千円を現在価値化）
・コンブ囲い礁（嵩上）　A＝２，２００㎡
・フノリ礁　A＝９，０００㎡

フノリ着定基質設置

《◎地区の概要》
　北海道日高支庁管内東部に位置し、 65㎞に及ぶ海岸線は砂丘、岩礁が多く点在し、自然景勝地として知られる風光明媚な襟裳岬を有している。気候は
比較的温暖であるが、地域特有の季節風が強く風速 10m/s以上の日が年間270日もある。
　また、当地区での資源管理型漁業に対する取組みとしては、エゾバフンウニ、サケ･マス、エゾボラ、マツカワ、ハタハタ、マガレイ、クロソイ等の栽培漁業に
積極的に取り組み適切な資源管理を行う「つくり育てる漁業」の推進に努めている。

コンブ礁

フノリ礁

着定基質投入状況

③



平成 19年度 胆振海域地区広域漁場(富浦)増殖場造成工事イメージ  
 

 

 

 

 

  

 

 

  

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１７年度 平成１８年度            平成１９年度 

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

                  

事業実施予定位置 
既既存存のの産産卵卵藻藻場場  

産産卵卵礁礁造造成成箇箇所所  

採採苗苗場場  

ウガノモク母藻群落地(第 1種富浦漁港内) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．着定基質の完成 
   左記の基質プレートを着定基質(アルガベースⅠ型)へ移設
し、造成箇所へ設置する。 

 

写真撮影：平成 16年 8月 写真撮影：平成 16年 8月 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．基質プレートへの採苗 
   6月下旬頃に放出されるウガ
ノモクの卵を基質プレートに

着定させ、幼体まで育てる。 

写真撮影：平成 16年８月 

基質プレート、着生

基盤ベース組立 

採苗場へ設

置へ設置 

着着定定基基質質製製作作：：アアルルガガベベーーススⅠⅠ型型  
 

モク卵放出 

基 質 プ レ ー ト へ 天 然 採 苗 ： 富 浦 漁 港 内 採 苗 場 

基基質質ププレレーートト

移移設設  
  
移移設設後後着着定定基基

質質設設置置

着着  定定  基基  質質  陸陸  上上  保保  管管  
ハハタタハハタタ  
産産    卵卵  

  
((産産卵卵はは 2211年年度度))  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
１． 採苗場の造成 
   ウガノモクの天然群落が存在する富浦漁港内に基質プレートを

設置し、天然採苗を行う。基質プレートは 20cm×20cmのコンク
リート製。鋼製ガイド枠による固定。 

写真撮影：平成 15年 5月 写真撮影：平成 15年 5月 

詳細配置図 

基質移設法による工事工程 

対象生物：ハタハタ 

産卵基質植物：ホンダワラ類(ウガノモク) 

事業工種：着定基質設置 

事業量：産卵礁造成地 １．１９４ｈａ 

    採苗場 約６００㎡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．着定基質の製作 
   基質プレートを固定させるた

め天端が平らな「アルガベース

Ⅰ型」を採用。 

写真撮影：平成 15年 5月

モク卵放出

15～16年度水産基盤技術課題調査結果 
 
１． 当地区のハタハタの産卵基質植物 

＝「ウガノモク」（ホンダワラ類:多年藻） 
 

２． 基質移設法による造成手法の有効性 
① 母藻群落が小規模のため、着定基質を直接投入する

だけでは、造成できない。 
② 富浦漁場周辺には採苗場になりえる優良な母藻群落

が富浦漁港内に存在する。 
 
３． ウガノモクの生態に合わせた造成スケジュール 

ウガノモクの産卵は 6月下旬～7月上旬(海水温が 13
度以上で成熟)であるため、天然採苗が行えるスケジ
ュールとなる（基質プレートは馴致も含め 5 月下旬
までに設置） 

ハタハタ産卵回帰

(沖～ 

平成 18年度水産基盤整備事業(漁場)概算要求資料(ＰＲ版) １８．６．１５提出 ④



位　　置　　図磯焼け対策総合推進事業イメージ

　日本海側を中心に深刻化している磯焼けについては、冬から春の海域の高水温化による貧栄養を起因
とする発生要因と冬から春の高水温化によりウニの摂餌が活発になり発芽期の海藻の食害を起因とする
持続要因があり、これまで関係者によるさまざまな手法が検討、実施されてきた。

取水ポンプ

肥料貯留タンク

上ノ国町地先

海域へ放流

栄養塩添加装置のイメージ図
調査実施予定箇所

栄養塩添加装置
設置予定箇所

栄養塩添加による試験結果（泊村地先）

専門委員会

・賛同する国、道、市町村、漁協、大学、
　研究機関、民間企業等で組織

・磯焼け対策に係る情報発信、有効的な
　技術の全道普及を行う

全体会議

・効果的手法の検討・課題整理

・試験段階にある各地の磯焼け対策の技術向上

・普及段階にある磯焼け対策手法の実用化

・水産系廃棄物の有効活用など地域の課題と
　連携した取り組み検討

　全道各地における磯焼け対策の取組みについて、試験
内容や成果などの情報の集約、試験の妥当性や成果の
評価、効果的な藻場再生手法の検討等を実施。

磯焼け対策連絡会議 　近年の研究では、海域に栄養塩を添加する手法が有効
との報告があり、道では閉鎖性の海域（泊村地先）での試
験を行い、一定の成果が見られた。
　試験規模を拡大して実施するため、栄養塩添加手法の
検討とそのための仕組みの設計・試作を行い、実用化に
向けた技術開発を行う。

藻場再生実証事業

（検討内容）
・低コスト化
・添加濃度や添加量の解明
・効果範囲の把握

・装置の設計
・運用・管理方法

100m

装置設置予定箇所：上ノ国町地先（海洋牧場）

各地域にあった効果的
な磯焼け対策の推進

＜これまでの取り組み＞
　・ウニの除去と侵入防止
　・着生面の造成
　・無機化栄養塩の供給など

効率的な新たな手法の開発

⑤




