
藻場・干潟ビジョン中間とりまとめ 
 

参考資料 



藻場・干潟の現状（１） 
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・藻場は様々な海草や海藻が群落を形成している場所であり、産卵，外敵からの逃避，摂餌など，様々な魚介類（特に幼
生期）の重要なすみかとなっているほか、海藻等が水中の二酸化炭素を吸収して酸素を供給する等の機能を有する。 

アマモに産卵されたアオリイカの卵 

出処：平成19年水産白書、国立研究開発法人水産総合研究センター資料、大野正夫編著「２１世紀の海藻資源」より水産庁において作図。 

ガラモ場（ホンダワラ） 

アラメ・カジメ場 

コンブ場 

アマモ場 

日本中の波の静かな内湾
域の砂地に多く見られる 

日本における主な藻場の分布状況 藻場の主な役割 

産卵 

親潮の影響が強い北海道・東
北沿岸の岩場に多く見られる。 

黒潮の影響が強い太平洋岸
の岩場に多く見られる。 

対馬暖流の影響の強い東
シナ海・日本海沿岸の岩
場に多く見られる。 



藻場・干潟の現状（２） 
・ウニ・アイゴ等の植食性動物による過剰な食害や地球温暖化に伴う異常な海水温上昇等による磯焼け等により、藻場

面積は過去に比べて大きく減少。 

2015年：３4道府県 1900年頃：７道県 
2 

環境省「自然環境保全基礎調査」、水産庁調べ 

藻場面積の減少 海水温上昇により流失したカジメ 

（2013年9月） 

ウニ・アイゴ等による食害 

藻場衰退を抱える都道府県の推移 

資料：磯焼け対策ガイドライン 

藻場の衰退要因 
（都道府県に対するアンケート結果、複数回答） 



藻場・干潟の現状（３） 
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・干潟は、二枚貝等の水産動物の生息の場を提供するとともに、藻場と同様に幼稚仔魚の生育場所となっているほか、
海域の水質浄化や流入する栄養塩濃度の急激な変動を抑える緩衝地帯として重要な役割。 

・しかし、陸上からの砂や栄養塩の供給の低下、また、ホトトギス貝やナルトビエイ等の有害生物等により、アサリ等
干潟に生息する二枚貝の生産量が減少。 

【ホトトギス貝による底質の泥質化】 

・物理的な閉塞 
・下層の底質悪化 

泥質化 
資料：漁業・養殖業生産統計年報 

干潟等の機能 

アサリの生産量推移 

S58:約16万トン 

H24:約2万7,000トン 

干潟機能の主な低下要因 

【漁場への泥分の堆積】 

【ナルトビエイによる食害】 

エイの摂食痕 



・水産資源の生産力の向上と豊かな生態系の維持・回復を目的として、魚礁・増殖場等の漁場施設整備並びに底質改善や藻場・
干潟の整備等水域環境保全に資する事業を実施。水産生物の動態、生活史に対応した良好な生息環境空間を創出することで、生
態系全体の生産力の底上げを目指す。 

計画策定の考え方 

         水産環境整備事業   

水産環境整備マスタープラン実施状況（H27.４月末現在） 

・水産生物の動態、生活史等を 
 踏まえた整備範囲の設定 
・複数種類の水産生物を対象 
・藻場・干潟、魚礁等の複合的 
 な生息環境空間を整える 

これまでの「点」的な考え方から、
対象とする水産生物の動態、生活史
を踏まえた生息環境空間として対象
範囲を捉え直す。 

海域全体の生産力の底上げ 

・第３次漁港漁場整備長期計画（H２４～２８）におい 
 て、おおむね２０海域でマスタープランに基づいた 
 整備を実施することを目標。 
・現在、全国の１７の海域でマスタープランを策定し、 
 水産生物の生活史に配慮した事業を実施中。 

多面的機能発揮対策 
栽培漁業 等 

平成２８年度概算要求額（平成２７年度当初予算額） 
    １２，３１４（１０，８６２）百万円 

事業概要 

①漁場施設の整備 
 魚礁（浮魚礁含む）、増殖場（着定基質、湧昇流漁場等）、養殖場（消波施
設、区画施設等） 
②水域環境保全のための事業 
 堆積物除去、底質改善（浚渫、耕うん、覆砂等）、作澪、藻場・干潟の整備
等 
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藻場・干潟の整備状況 
・現在、第3次漁港漁場整備長期計画に基づき、水産関係公共事業等において、藻場・干潟整備を実施。 
・平成１９年度より、ハード整備とあわせて海藻等の播種・移植等のソフト対策が実施できるよう事業制度を拡充し、

より効果的な事業実施。 

覆砂整備による干潟造成 

藻の生体をスポアバッグに入
れ、海藻の種を海底に供給 

着定基質設置による藻場造成 

ガラモ場の形成 

着定基質の設置 

ha 

藻場・干潟の造成面積の推移 

沿岸漁場整備開発事業
（S51～H13） 

第１次漁港漁場整備長
期計画（H14～18） 

第2次漁港漁場整備長期
計画（H19～23） 

S51 
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H13 H18 H23 H28

第３次長期計画造成目標面積 

第２次長期計画造成面積合計 

第１次長期計画造成面積合計 

沿岸漁場整備事業造成面積合計 

累計面積 

10,602 

10,602 

16,596 

5,994 

5,660 

22,256 

おおむね 
5,500
（目標） 

第３次漁港漁場整備長期
計画（H24～28） 

10,602 10,602 10,602 

5,994 5,994 

5,660 

藻場の造成 干潟造成 
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マコガレイの生活史 

マコガレイ幼稚魚分布域に対応した藻場整備の実施 

水産生物の生活史に対応した藻場整備 
・伊予灘地区水産環境整備マスタープランにおいては、マコガレイの稚魚期における餌料不足に対応するため、生活史に
対応した藻場整備を推進。 

6 出処：窪田委員提出資料に基づき水産庁にて作成 



アサリの浮遊幼生の移動を考慮した漁場整備の事例（三重県） 
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アサリの浮遊幼生 
の移動 

出処：太田委員提出資料に基づき水産庁にて作成 

伊勢湾奥 



①環境・生態系保全 
  ア 水域の保全 

・藻場の保全 
・サンゴ礁の保全 
・種苗放流    等 

 イ 水辺の保全 
・干潟の保全 
・ヨシ帯の保全 
・漂流漂着物処理 
・内水面の生態系の 
   維持保全    等 
 

②海の安全確保 
・国境・水域の監視 
・海難救助    等 
 

※多面的機能の理解・増進を図る取
組（教育・学習） 
漁村文化については、上記① 、②の活
動にあわせて実施する場合に支援 

  干潟の保全（干潟の耕うん）  

国境の監視 

海難救助（訓練） 

【事業の仕組み】 

地域協議会 
• 都道府県、市町村、漁業者団体、学識経験者等により

構成 
• 活動組織の指導、交付金の管理等 

活動組織 
• 漁業者、地域住民、学校、NPO等で構成 
• 活動項目を選択し、実施 

水 
産 
庁 

交付 交付 

藻場の保全（ウニの駆除） 

環境・生態系の維持・回復や安心して活動できる海域の確保など、漁業者等が行
う水産業・漁村の多面的機能の発揮に資する地域の活動を支援 

第２期対策 
（平成２８年度～３２年度） 

【見直しのポイント】 
 
１. 支援メニューを施策目

的に即して、体系的に整
理 

２. 漁村文化については、 
①、②の活動にあわせて
実施する多面的機能の理
解・増進を図る取組（教
育・学習）を行う場合に
支援 

３. 地方負担については、
裨益の度合い、事業の継
続性等に配慮しつつ導入 

【支援メニュー】 

【補助率】 

①定額（１／２相当） 
（地方の負担割合は、国と地方の合計負担額の原則３割） 

②定額（ただし、資機材については１／２） 

水産多面的機能発揮対策 平成２８年度予算概算要求額２，９５０（２，８００）百万円 

（事業効果の可視化を図るため、活動面積単価を導入） 



水産多面的機能発揮対策事業の実施状況 

平成２５年度 

５６地域協議会（４４道府県） 

８１０活動組織  

平成２６年度 

５８地域協議会（４５道府県） 

９１０活動組織 

平成２７年度（4/21現在） 

５６地域協議会（４４道府県） 

８４８活動組織 
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うち、藻場・干潟の保全を行う活動組織数 
H25 H26 H27（予定） 

藻場の保全 ２７５ ２９１ ３００ 

干潟等の保全 １９４ ２１７ ２２１ 



健全なもの 

維持・保全

が 
必要なもの 

3.8万ha （22%） 

13.5万ha （78%） 

全国の 
藻場・干潟 

面積 
17.3万ha 

藻場・干潟保全活動 

13.5万ha 

3.5万ha
（25.9%） 

（注1）H19年の算出面積から大きな変化がないものと推定。 
（注2）本事業でカバーする4.5万haのうち、維持保全が必要な
藻場・干潟の面積（3.5万ha）の比率から推定 

3.5万haの藻場・干潟は、人口6万人相当の
下水処理施設160基分の水質浄化機能に
相当（1,550億円）。 
 

○ 全国の藻場・干潟（17.3万ha）（注1）のうち、維持・保全が必要なものは、約8割（注2）と推計される。 
○ 維持・保全が必要な全国の藻場・干潟のうち、現在、本事業により3.5万haで活動を実施中。 

10 



  
     

  

磯焼け対策の技術開発と普及 

 
 

 

①技術の開発と普及 

○平成27年3月に植食性魚類の生態に関する知見等の充実（ノトイスズミ、アイゴ等の行動・ 
 採食行動）や磯焼け対策の実施事例の追加等を行い、ガイドラインを改訂、周知。 

○平成19年2月に磯焼け現象の原因とその具体的な対応策をとりまとめて、ガイドラインを策定。 

②取組に関する情報共有 

試験研究機関、地方公共団体、漁協等が参画する会議を
全国レベル及び地域レベルで開催 

・磯焼け対策全国協議会（平成19年度～） 

・北海道磯焼け対策連絡会議(平成21年度～） 
・（長崎県）地域別磯焼け対策会議(平成25年度～） 

＜水産庁＞ 

＜県＞ 

磯焼け対策全国協議会の様子 

○平成22年度から平成26年度まで「水産生物の生活史に対応した漁場環境形成推進事業」を実施。 
 ・漁場機能を阻害する要因の除去技術の開発 
   （ノトイスズミ、アイゴ等の食害魚類の生活史を把握し、それに基づいた効率的な漁獲方法の開発） 
 ・漁場機能増進技術の開発実証 
   （小型海藻を活用した藻場の短期回復手法等、漁場再生技術の開発） 

食害魚類の漁獲手法 藻場の短期回復手法 
（小型海藻網の移設試験） 

ノトイスズミの生態 

改訂版磯焼け対策 
ガイドライン 
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低水温の発生域と藻場の被度分布 
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周辺より低い水温の発生域（右図の赤色）で、藻場の被度は高くなる（左図の濃緑～緑色） 

低水温の 
 発生頻度 

低水温が発生しやすい領域 
   ＝藻場が繁茂 

低水温が発生しにくい領域 
   ＝藻場が少ない 

出処：水産基盤整備調査委託事業「人工湧昇流による磯焼け改善手法確立調査」（H21-23）水産庁 
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