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資料１４ 
 

沿岸環境の保全と資源の向上対策における今後の取組方向 

(沿岸環境の保全と資源の向上検討会) 

 

１．基本的考え方 

漁場や増殖場、藻場・干潟の造成など、環境保全・資源向上に向けた様々な

水産基盤整備が全国各地で進められ、多くの成果を上げている。我が国漁業の

おかれた厳しい状況を鑑みれば、今後も引き続きこのような基盤整備を進めて

いくことが不可欠である。そのためには、自然環境や社会条件などの漁業を取

り巻く諸状況の変化及び漁業就業者減少・高齢化といった漁業そのもの構造変

化にあわせて水産基盤整備事業のあり方を充実・改善していく必要がある。 

水産生物は幼稚仔から成魚・産卵に至る成長段階で、また季節により多様な

生息場所を利用し、成長・再生産している。このため、必要な生息場所が欠け

ていたり、次の成長段階で利用する生息場所が空間や構造物で分断されている

と、生息環境として意味をなさない。従って、様々な生息環境を有し、それら

がバランスよくネットワーク化されている豊かな海を取り戻すことが必要であ

る。また、藻場・干潟は生息場所の一つであると同時に、基礎生産や水質浄化

といった多面的な機能を有しており、これら藻場・干潟の再生が不可欠である。 

現在の我が国周辺水域の厳しい資源状況を考えると、生息環境の整備と栽培

漁業及び資源管理を有機的に連携させていくことがますます求められている。

このため、従来から進められている沿岸域だけでなく沖合域での水産基盤整備

を進めると共に、地域ごとに栽培漁業・資源管理との個別具体的な連携を念頭

に置いた水産基盤整備を進める必要がある。また、水産生物の生息範囲を的確

に捉えた基盤整備のためには、複数県の連携も進める必要がある。 

藻場・干潟をはじめとする海域環境は、成立メカニズムについて未解明の点

も多く、また、個々の海域ごとに多様な特性を持つことが、それらの保全・創

造を進める上で大きな課題となっている。この課題に対応するために、事業に

順応的管理の考えを導入していくことが必要である。また同時に、水質浄化や

生物生産機能等の定量的把握、より効果的な造成技術の開発を進める必要があ

る。 

漁港施設は、外郭施設の磯根漁場としての利用、静穏域を活用した中間育成

場、幼稚仔の保育場及び養殖漁場としての利用が求められており、安全操業や
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密漁監視が容易であるという観点からも優れた漁場・育成場として活用できる

可能性を持っている。このため、漁港施設としての必要な機能と漁場・育成場

として求められる環境条件の両立を図ることにより、良好な沿岸域環境のネッ

トワークの一環として活用するため、漁港施設の整備における環境配慮を推進

する必要がある。 

また、近年の環境意識の高まりに対応して、リサイクル材等の活用や陸域や

内水面も含めた環境保全・改善対策を進める必要がある。 

 

２．今後の取り組み方向 

（１）栽培漁業・資源管理と一体となった漁場の整備・管理のあり方 

対象生物の生態や環境条件を考慮したきめ細かな漁場整備を徹底するととも

に、漁場整備、種苗放流等の栽培漁業、資源管理を一貫した施策として事業に

取り組む。その際、広域を回遊する魚種や入り会い漁場については、複数県の

連携により事業を推進する。また、沖合漁業等の漁場が広範で複数県にわたる

ものについては、国の直轄事業制度の創設等に取り組む必要がある。 

 

（２）藻場・干潟の保全・創造に向けた整備・管理のあり方 

幼稚仔の育成場、基礎生産の担い手、水質浄化機能など、多様で重要な機能

をもつ藻場・干潟の保全・創造にさらに取り組む。このため、藻場・干潟の機

能の解明と効果の定量的把握、確実な造成のための実証試験の実施と順応的管

理手法の導入を進める必要がある。 

 

（３）漁港の持つ増殖機能の発揮に向けた整備・管理上のあり方 

中間育成場、幼稚仔の保育場、漁場としての活用を進めるため、外郭施設の

活用、静穏度と好適環境条件の両立、漁港施設の整備の環境配慮の一般化の推

進、便益算定手法など行政的枠組みの整備を進める必要がある。 

 

（４）その他 

環境保全の取り組みを進めるためのリサイクル材等の活用の推進、閉鎖性海

域だけでなく陸域、内水面及び一般海域まで含めた総合的な環境保全対策を進

める必要がある。 
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３．講ずべき施策 

（１）栽培漁業・資源管理と一体となった漁場の整備・管理のあり方 

①栽培漁業等との連携 

種苗放流や幼稚仔を保育する水域では餌料および隠れ場等の確保を目的とし

た藻場の造成、餌料培養兼保護礁等の整備、漁場では成長した種苗の効率的漁

獲を目標とした魚礁等の整備を進めると同時に、放流種苗の不合理漁獲防止の

ため、放流場所から幼稚仔を保育する水域にかけて禁漁区の設置や漁獲サイズ

規制等を実施すべきである。なお、整備にあたっては、当然のことながら天然

資源の回復・増大も考慮して事業を進めるべきである。 

具体的な施策立案においては、資源管理や栽培漁業の実施体制に漁場整備担

当者を入れて地元の要望や対応可能な整備内容等に関する情報の共有・交換を

徹底することが必要であり、例えば水産振興計画等の策定に際しては、各圏域

ごとの振興計画等に連携する資源管理計画等他事業の実施予定内容を記載する

等の施策を実施すべきである。また、市町村だけでなく都道府県においても事

業主体として種苗放流等の事業に積極的に参画していけるよう、事業制度の充

実に努めるべきである。さらに、連携強化の特例措置として補助率のかさ上げ、

連携計画を策定した漁場整備においては、その事業費の一部を複数年の放流経

費に回せる等の措置の施策についても進めるべきである。 

また、円滑な事業推進のためには、直接の事業効果が及ばない地域(放流海域

や中間育成海域)の漁業者や関係県に海域の相互利用の必要性を認識してもら

うことが必要である。このため、県内および関係県の各地元の要望と対象生物

の生態に応じた漁場整備や栽培漁業および資源管理の内容と乖離がある場合

や、対象種の移動回遊範囲が複数県にまたがる等の場合における調整の仕組み

を構築すべきである。 

技術的な問題としては、以前に比べて大きく種類数が増大した栽培漁業や資

源管理対象種について、各成長段階ごとの生態の把握・整理を進めるべきであ

る。また、個々の漁場整備が独立して費用対効果を満たしつつ、かつ、各成長

段階ごとの整備漁場が連携して効果を発揮しうるような計画立案、多額の経費

と時間を要する成長段階に応じた一連の漁場整備について連携効果を効率的に

発現させる整備順序などを勘案して事業を進めるべきである。 

 

②沖合漁場の造成整備 

沖合漁場の造成整備にあたっては、国の直轄事業とする場合等の関係県の費
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用負担について、受益対象の考え方を十分に整理した上で、漁獲量や受益経営

体数等を勘案した分担の仕組みを構築すべきである。また、事前に造成後の漁

場利用形態を漁業者が中心となって計画立案し、国、関係県、関係業界を含め

た協議会の設立等による事業推進、沖合漁業(大臣許可漁業)と沿岸漁業(知事許

可漁業)等の調整のための水産庁(関係課、漁調)、関係県、関係業界による枠組

み等を構築するとともに、調整に関して広域漁業調整委員会の活用を検討すべ

きである。 

事業効果の把握について、沖合漁業を対象とした標本船調査の実施や漁獲情

報の提供を確実にする枠組み等を構築すべきである。 

技術的な問題としては、大水深、大規模な事業となることから新たな技術開

発を進め、それらの成果を基に海底山脈、浮魚礁、高層魚礁などを活用した総

合的な沖合域の利用方法の検討を進めるべきである。 

 

③隣接県連携による総合的漁場整備 

隣接県の連携においては、漁場整備だけでなく栽培漁業、資源管理などにつ

いても連携を図り効率的・効果的な事業の実施を図るべきである。魚種ごとに

産卵場や生息場が異なることから、複数県が関係する一定のまとまりのある海

域について、いくつかの対象魚種の生態に合わせた漁場整備をそれぞれ産卵場

や生息場を有する複数県が行う場合の各県のトータルのメリット、デメリット

を整理し、各県の役割分担、実施可能性を検討すべきである。 

国と県の役割分担、費用の負担割合等の考え方、事業全体としての効果判定

と受益範囲の考え方を整理しつつ、例えば、関係県のそれぞれの地先はそれぞ

れの県で、共通海域については関係県の連携で整備を行うこと等の枠組みを構

築すべきである。 

漁業調整上の問題をクリアするための枠組みとして、事業計画の策定に際し

て漁業調整事務所、各県漁業調整担当が参加する仕組み、県間の調整を公平に

行うための仕組みを構築すべきである。 

国、関係県、漁協、漁業者、試験研究機関などが参加した事業推進体制を構

築し、関係県の役割分担や全体スケジュールを整理することに加え、新たにモ

ニタリング、順応的管理の手順、効果の把握・評価手法、進行管理の主体など

を盛り込んだ事業計画を策定すべきである。その際、可能な限り早い段階から

専門研究者や海の経験豊かな漁業者のスタッフとしての協力を得ることが必要

である。 

技術的な問題としては、これまで得られている知見を幅広く収集・整理し、
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不足している要素について調査・解明を関係県が連携して広域的に実施し、対

象魚種の幼稚子保育場から未成魚・成魚育成場に至るそれぞれの生育環境の連

続性を重視しながら効果的かつ効率的に整備すべきである。 

 

④調査体制の確立 

対象生物の生態や環境条件を考慮したきめ細かな漁場整備を徹底するため

に、必要に応じ、順応的管理を実施することとし、事前・事後調査および順応

的管理に必要な経費を国が補助するシステムを構築すべきである。また、順応

的管理を適切に行うための計画立案、管理の実施主体、管理を開始する基準の

決定などのシステムの構築、順応的管理を可能とするための維持管理技術の開

発を進めるべきである。 

 

（２）藻場・干潟の保全・創造に向けた整備・管理のあり方 

水質浄化機能等の効果について、便益評価手法の考え方を最新の科学的知見

を踏まえ再整理し、精度を向上させ、事業の一層の推進を図るべきである。ま

た、藻場・干潟の確実な造成のために、順応的管理手法を導入することとし、

調査費補助、測量試験費の活用などにより事前調査だけでなく事後調査等につ

いても可能な限り計画的に実施し、その結果を踏まえた管理の実施、後続の事

業の実施手法の改善等を行うとともに、陸域からの流入水や土砂などを含めて

広域的な対応をはかる仕組みを構築すべきである。 

また、各海域での具体的事例を踏まえた藻場回復計画の作成、事業実施予定

海域における実証試験の実施や基盤整備事業実施後に藻場の管理が可能となる

ような経費面を含めた仕組みや体制作りを進めるべきである。 

技術的な問題としては、ガラモ場の造成技術の開発、アマモ場の造成技術及

び適地選定手法の開発、食害生物の防除や駆除技術の開発、母藻の確保管理区

域としての漁港の利用、作澪や覆砂によるアサリ等二枚貝の増殖機構の解明と

それに基づく新たな漁場整備技術の開発等を進めるべきである。また、海藻だ

けでなく藻場全体の海洋生物による水質浄化能力の把握、海藻の炭素固定量の

定量的評価、干潟等の造成に必要な海砂代替材の確保を進めるべきである。 

 

（３）漁港の持つ増殖機能の発揮に向けた整備・管理上のあり方 

水域環境に配慮し、中間育成水域や漁場として必要な水質、静穏度の確保を

目的とした漁港事業を実施することを可能とする仕組みを構築することが必要
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であり、良好な沿岸域環境のネットワークの一環として活用するため、漁港施

設への環境配慮や漁場機能の付加の一般化を進め、これに必要な漁港施設への

環境配慮や漁場機能の付加に関する定量的な便益算定手法の確立に取り組むべ

きである。また、整備後の藻場等の維持を図るためのソフト事業の実施など制

度的枠組みの構築を進めるべきである。 

技術面での問題として、増殖機能を確保するための整備手法の構築、整備後

の生物生産環境の維持を図るための管理技術の開発を進めるべきである。 

 

（４）その他 

施工時等における環境保全の取り組みとして、新素材・リサイクル材等の活

用を進める。覆砂材として有望なダム砂の活用については必要な事業主体間、

省庁間の連携をはかるべきである。間伐材の餌料供給基質としての魚礁への付

加、炭化処理した廃 FRPの魚礁利用、貝殻等の漁業廃棄物の有効利用、海砂
の代替材としての鉄鋼スラグ、石炭灰を利用した製品の利用等を進めるべきで

ある。 

陸域、内水面、閉鎖性海域及び一般海域を含めた総合的な環境保全対策とし

て、他の施策との整合性を図りつつ、環境調査、モニタリングによる実態把握、

それぞれの水域に合わせた環境保全手法及びその効果の評価手法の開発を進

め、その結果に基づき必要に応じて浚渫、耕耘等の事業を実施し、連携して水

産資源増大のための栽培漁業、資源管理等を推進すべきである。 

また、既存の魚礁のより一層の効果的な活用対策として、魚礁の追加設置に

よる機能改善を進めるべきである。 
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（参考 1）沿岸環境の保全と資源の向上検討会の概要 

 

１．検討会の趣旨等 

わが国の漁獲量は昭和 50 年代の 1,282 万トンをピークに減少しており、平成
16 年にはピーク時の約半分の 574 万トンとなっている。また、200 海里体制に突
入した直後の昭和 53 年には約 26.2 万 ha であった藻場・干潟の面積が、平成 3
年には約 1 万 ha が消失し、その後も減少し続けているのが現状である。 
このような水産業を取り巻く現状に対し、漁場や増殖場、藻場・干潟造成など、
環境保全・資源向上に向けた様々な水産基盤整備が全国各地で進められ、多くの
成果を上げている。我が国漁業のおかれた厳しい状況を鑑みれば、今後も引き続
きこのような基盤整備を進めていくことが不可欠であると考えられるが、そのた
めには、自然環境や社会条件などの漁業を取り巻く諸状況の変化および漁業就業
者の減少・高齢化といった漁業そのものの構造変化にあわせて水産基盤整備事業
のあり方を充実・改善していく必要性が認識されつつある状況にある。 
このため、「漁港漁場整備にかかる有識者委員会」委員である(独)水産大学校
前理事長 三本菅善昭委員を座長とし、各県の関係者を委員とする「沿岸環境
の保全と資源の向上検討会」を設置し、計３回の開催を通じて、漁場整備と
栽培漁業等との連携のあり方、藻場・干潟の保全創造のあり方、漁港の持つ増殖
機能の発揮のあり方等について意見聴取を行った。 
 

２．検討会の構成メンバー 

○座長：（独）水産大学校 前理事長             三本菅 善昭 
○委員：北海道水産林務部水産振興課長            北口 孝郎 
○委員：宮城県産業経済部漁港漁場整備課技術副参事兼技術補佐 梶塚 善弘 
○委員：千葉県農林水産部漁業資源課主幹兼室長        野島 幸治 
○委員：新潟県農林水産部水産課長              本多 信行 
○委員：愛知県農林水産部水産課長              高橋 充治 
○委員：滋賀県農政水産部水産課長              谷口 孝男 
○委員：兵庫県農林水産部農林水産局水産課参事        大谷 和夫 
○委員：岡山県農林水産部水産課長              池上 徹 
○委員：広島県農林水産部農水産総室漁港漁場整備室長     吉国 澄雄 
○委員：島根県農林水産部漁港漁場整備課長          重本 吉徳 
○委員：山口県水産部水産課漁場整備班長           大渕 浩志 
○委員：香川県農政水産部水産課長              下川 千代照 
○委員：愛媛県農林水産部水産局水産課長           鶴井 啓司 
○委員：福岡県水産林務部水産振興課長            小林 信 
○委員：佐賀県農林水産商工本部生産振興部水産課長      馬場 浴文 
○委員：長崎県水産部水産基盤計画課長            岡 貞行 
○委員：熊本県林務水産部水産振興課長            吉田 好一郎 
○委員：大分県農林水産部水産振興課長            伊島 時郎 
○委員：鹿児島県水産技術開発センター主任研究員       田中 敏博 
 

３．検討会開催日 

（１）第１回 平成 17 年 10 月 19 日 
（２）第２回 平成 17 年 12 月 8 日 
（３）第３回 平成 18 年 1 月 18 日 


