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水産業の現状

○漁業生産量・魚価の低迷、漁業生産コストの増加など水産業は厳しく、漁業者の減少・高齢化が進行
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生産量の推移
平成19年において570万ｔとピーク時から半減

農林水産省「漁業・養殖業生産統計年報」

（万ｔ）
魚価の推移
魚価は低迷傾向

（円／Kg）
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ピーク時：572万t（昭和48年）
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農林水産省「水産物流通統計年報」

漁業用生産資材物価指数の推移
近年、高騰傾向。特に燃油価格の変動が著しい平成
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日本銀行「物価指数月報」及び「物価指数季報」より作成

男女別、年齢別漁業就業者数の推移
全体的に減少傾向、高齢化が目立つ

農林水産省「漁業センサス、漁業就業動向調査報告書」

（千人）

50

100

150

200

250

300

350

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

A重油

普通鋼鋼材
（厚・中板）

プラスチック
（不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂）

ロープ

合成樹脂塗料

漁網

ガラス長繊維製品

※21は、１月の値を用いている。
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資源水準の低迷

○我が国周辺水域において、資源評価を実施している水産資源をみると平成20年度は半分が低位水準に
ある。これは、海水温等海洋環境の変化、沿岸域の開発等による産卵・育成の場となる藻場・干潟の減
少、一部の資源で回復力を上回る漁獲が行われた等、様々な要因が影響している。

低位, 42

中位, 28

高位, 14

資料：水産庁・独立行政法人水産総合研究センター「我が国周辺水域の漁業資源評価」
系群：１つの魚種の中で、産卵場、産卵期、回遊経路など生活史の一部あるいは全部が他と区別される群。

高位
14系群

中位
28系群

低位
42系群

スケトウダラ(日本海北部系群、太平洋系群） 等

マサバ(太平洋系群、対馬暖流系群）、

マイワシ(太平洋系群、対馬暖流系群）、

42系群43系群低位

スルメイカ（冬季発生系群） 等

ズワイガニ（太平洋北部系群）、

マアジ(太平洋系群、対馬暖流系群）、

28系群32系群中位

スルメイカ（秋季発生系群） 等

ゴマサバ(太平洋系群、東シナ海系群）、

サンマ（太平洋北西部系群）、

14系群15系群高位

主な魚種・系群平成20年度平成19年度資源水準

３



資源回復計画の概要
○我が国周辺水域の水産資源の多くの魚種で資源が減少傾向にあることから、これらの魚種につい
て早急に資源を回復させていくため、減船、休漁等を含む漁獲努力量の削減や種苗放流等による資
源の積極的な培養、漁場環境の保全などの資源回復措置を関係する漁業種類で計画的、横断的に
講じていく必要がある。

漁獲努力量の削減

資源回復の
ための施策

資
源
回
復
措
置

積極的資源培養

漁 場 環 境 保 全

その他関連措置

【財政措置の概要】

減船、休漁、漁具改良等。
（※資源回復等推進支援事業：１４.３億円）

都道府県と連携の下に実施する適地放流や放流効果調査
（※栽培漁業資源回復等対策事業：1．４億円の内数）等。

藻場・干潟の造成・保護、漁場清掃等。

資源回復計画のPR、資源回復計画の取組のための漁業者協議会の開催。
資源回復計画対象種の資源評価
（※我が国周辺水域資源調査推進事業：１６.２億円の内数）等。

※（）内は平成20年度予算額 ４



1

2

3
4

5

6

7

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

16

17

18

19

20

21

22

23

2426

25

27

28

29

30

31 32

33

34

35

37

38

39

40

5

41
36

43

42

44

45

46

47

48

49

1 宗谷海峡海域イカナゴ資源回復計画
（平成１６年４月２２日公表）
対象漁業種類：沖合底びき網漁業

2 えりも以西海域マツカワ資源回復計画
（平成１７年３月１０日公表）
対象漁業種類：刺し網漁業、小型定置網漁業など

3 太平洋北部沖合性カレイ類資源回復計画
（平成１５年３月１０日公表）
対象漁業種類：沖合底びき網漁業、小型機船底びき網漁業

5 日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画
（平成１５年７月１日公表）
対象漁業種類：沖合底びき網漁業、小型機船底びき網漁業、

刺し網漁業、小型定置網漁業

12 大分県豊前海アサリ資源回復計画
（平成１６年３月２６日公表）
対象漁業種類：小型機船底びき網漁業、採貝漁業

11 周防灘小型機船底びき網漁業対象種（ﾏｺｶﾞﾚｲ､ﾒｲﾀｶﾞﾚｲ､
ｲｼｶﾞﾚｲ､ﾋﾗﾒ､ｸﾙﾏｴﾋﾞ、ｼｬｺ、ｶﾞｻﾞﾐ）資源回復計画
（平成１６年１１月１９日公表）
対象漁業種類：小型機船底びき網漁業

8 日本海西部あかがれい（ずわいがに）資源回復計画
（平成１４年９月６日公表）
対象漁業種類：沖合底びき網漁業、小型機船底びき網漁業

13 九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画
（平成１７年４月１５日公表）
対象漁業種類：とらふぐはえなわ漁業

10 カタクチイワシ瀬戸内海系群（燧灘）資源回復計画
（平成１７年３月３１日公表）
対象漁業種類：船びき網漁業

4 マサバ太平洋系群資源回復計画
（平成１５年１０月２３日公表）
対象漁業種類：大中型まき網漁業

7 日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画
（平成１７年４月７日公表）
対象漁業種類：日本海べにずわいがに漁業、べにずわいが
にかご漁業

6 伊勢湾・三河湾小型機船底びき網漁業対象種（ﾄﾗﾌｸﾞ、ｼｬ
ｺ、ﾏｱﾅｺﾞ）資源回復計画（平成14年8月13日公表）
対象漁業種類：小型機船底びき網漁業

9 サワラ瀬戸内海系群資源回復計画
（平成１４年４月１２日公表）
対象漁業種類：流し網漁業など

14 熊本県アサリ資源回復計画（平成17年3月30日公表）
対象漁業種類：採貝漁業

15 南西諸島海域マチ類資源回復計画
（平成１７年４月１５日公表）
対象漁業種類：底魚一本釣漁業、底立はえなわ漁業

16 大分県豊後水道域クルマエビ資源回復計画
（平成１７年８月４日公表）
対象漁業種類：小型機船底びき網漁業,えび建網漁業

23 和歌山県太平洋南区イサキ資源回復計画
（平成１８年５月１日公表）
対象漁業種類：一本釣漁業

25 山口県日本海海域あまだい類資源回復計画
（平成１８年７月２４日公表）
対象漁業種類:あまだいはえ縄漁業､その他の釣り漁業

26 滋賀県ニゴロブナ資源回復計画
（平成１８年１０月６日公表）
対象漁業種類：刺網漁業、沖びき網漁業、小型定置網漁業、
もんどり漁業

17 宮崎海域カサゴ資源回復計画（平成17年８月９日公表）
対象漁業種類：かさご延縄漁業、刺網漁業、小型底びき網漁
業など

18 岩手県ヒラメ資源回復計画（平成１８年２月２７日公表）
対象漁業種類：刺し網漁業、沖合底びき網漁業、定置網漁業
など

19 愛媛県伊予灘マコガレイ資源回復計画
（平成１８年３月２０日公表）
対象漁業種類：磯建網漁業

20 神奈川県三浦半島地区アワビ資源回復計画
（平成１８年３月２２日公表）
対象漁業種類：みづき漁業、裸もぐり漁業、固定式刺網

21 山口県瀬戸内海アサリ資源回復計画
（平成１８年３月２８日公表）
対象漁業種類：探貝漁業、潜水器漁業

22 滋賀県琵琶湖セタシジミ資源回復計画
（平成18年3月30日公表）
対象漁業種類：貝掻網漁業、貝びき網漁業

24 茨城県霞ヶ浦北浦海区ワカサギ資源回復計画
（平成１８年７月１１日公表）
対象漁業種類：いさざ・ごろひき網漁業、わかさぎ・しらうおひ
き網漁業

27 伊勢湾・三河湾イカナゴ資源回復計画
（平成１８年１１月１０日公表）
対象漁業種類：いわし・いかなご船びき網漁業、いかなご船
びき網漁業、ばっち網漁業等

28 熊本県ヒラメ資源回復計画（平成18年12月25日公表）
対象漁業種類：刺網漁業、釣漁業、定置網漁業

29 福島県マアナゴ資源回復計画
（平成１９年２月１３日公表）
対象漁業種類：沖合底びき網漁業、小型機船底びき網漁業、
機船船びき網漁業など

30 沖縄県八重山海域沿岸性魚類資源回復計画
（平成１９年３月１２日公表）
対象漁業種類：潜水器漁業、一本釣漁業、さし網漁業、小型
定置網漁業など

31 青森県ウスメバル資源回復計画
（平成１９年３月２８日公表）
対象漁業種類：さし網漁業、一本釣り漁業、小型定置網漁業
など

32 青森県イカナゴ資源回復計画
（平成１９年３月２８日公表）
対象漁業種類：こうなご光力利用敷網、小型定置網漁業

33 マダラ陸奥湾産卵群資源回復計画
（平成１９年３月２９日公表）
対象漁業種類：底建網漁業、小型定置網漁業、沖合底びき
網漁業

34 太平洋南部キンメダイ資源回復計画
（平成１９年３月２９日公表）
対象漁業種類：キンメダイ底刺し網漁業、立縄漁業、底立て
はえ縄漁業

35 スケトウダラ日本海北部系群資源回復計画
（平成１９年３月２９日公表）
対象漁業種類：沖合底びき網漁業、刺し網漁業、はえ縄漁業、他

36 山形県シロギス資源回復計画
（平成１９年４月２日公表）
対象漁業種類：きすさし網漁業

37 石川県ヒラメ・沿岸性カレイ類資源回復計画
（平成１９年４月２７日公表）
対象漁業種類：ごち網漁業、小型底びき網漁業、刺し網漁業など

38 福岡湾口域イカナゴ資源回復計画
（平成１９年５月３０日公表）
対象漁業種類：いかなご房丈網漁業

39 新潟県佐渡海区マナマコ資源回復計画
（平成１９年６月５日公表）
対象漁業種類：なまこ漁業､小型機船底びき網漁業等

40 新潟県ウスメバル資源回復計画
（平成１９年６月５日公表）
対象漁業種類：刺網漁業

41 山形県ヒラメ資源回復計画
（平成１９年１０月１１日公表）
対象漁業種類：小型機船底びき網漁業、さし網漁業など

42 宮城県マコガレイ資源回復計画
（平成２０年２月１２日公表）
対象漁業種類：小型底びき網漁業、刺網漁業

43 宮城県マアナゴ資源回復計画
（平成２０年２月１２日公表）
対象漁業種類：アナゴ筒漁業、小型底びき網漁業

実施中の資源回復計画
（魚種別）

44 青森県太平洋海域ヒラメ資源回復計画
（平成２０年３月２４日公表）
対象漁業種類：小型機船底びき網漁業、かれい・ひらめ刺網
漁業

45 有明海ガザミ資源回復計画
（平成２０年３月２８日公表）
対象漁業種類：刺網漁業、かご漁業、小型機船底びき網漁
業、たもすくい網漁業

46 岩手県ケガニ・ミズダコ資源回復計画
（平成２０年３月２８日公表）
対象漁業種類：かご漁業、刺し網漁業、沖合底びき網漁業など

47 茨城県シライトマキバイ資源回復計画
（平成２０年３月２８日公表）
対象漁業種類：沖合カゴ漁業、沖合底びき網漁業、小型機船
底びき網漁業
○対象資源：アサリ
○計画内容：殻長制限、漁獲量の制限など

48 大分県タチウオ資源回復計画
（平成２１年３月３０日公表）
対象漁業種類：釣り漁業、小型機船底びき網漁業、はえなわ漁業

49 日本海西部・九州西海域マアジﾞ(ﾏｻﾊﾞ・ﾏｲﾜｼ)資源回復
計画（平成２１年３月３１日公表）
対象漁業種類：大中型まき網漁業など ５



431万尾

太平洋北区
（ヒラメ）

155万尾
361万尾

日本海北区（ヒラメ）

385万尾

3,911万尾

瀬戸内海区(クルマエビ・ガザミ
・マダイ・ヒラメ・サワラ・キジハタ)

481万尾

1,501万尾

217万尾

35万尾

60万尾

17万尾

主な種苗放流量（海区毎の主な魚種の放流量）

（平成19年度栽培漁業種苗生産、入手・放流実績より）

146万尾

東シナ海区
（トラフグ）

北海道太平洋北
（マツカワ）

太平洋中区
（マダイ・トラフグ・クルマエビ）

2,692万尾

○水産動物のうち約８０種類が種苗放流及びその技術開発の対象となっており、この
うち１１種類（マダイ、ヒラメ等）において全国で１千万尾以上の種苗が放流されている。

６



○藻場・干潟は「海のゆりかご」とも言われ、沿岸域の生態系を維持する上で重要な海域
○近年、磯焼けや水質汚染、埋立等により消失が進み、藻場は20年間で650km2（65,156ha）が、干潟は50年
間で330km2（33,241ha）が消滅

藻場・干潟の消失

図 藻場の面積の推移 出典：水産白書（平成19年度）

図 干潟の面積の推移 出典：水産白書（平成19年度）

藻場・干潟の消失 藻場・干潟の機能低下や減少による水産資源の減少

（棒グラフ：千トン） （線グラフ：千トン）

出典：農林水産省「漁業・養殖業生産統計年報」から作成
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２．漁場整備の概要

・漁港漁場整備事業の制度の概要 ・・・ ９

・長期計画における漁場整備の

整備目標と事業量 ・・・・・・・ １３
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国
漁港漁場整備基本方針

●事業の基本的考え方を提示

●農林水産大臣が策定

【法律の目的】

水産業の健全な発展及びこれによる水産物の供給の安定を図るため、環境との調和に配慮しつつ、漁港漁場整備事業を総合的か
つ計画的に推進し、及び漁港の維持管理を適正にし、もつて国民生活の安定及び国民経済の発展に寄与し、あわせて豊かで住み
よい漁村の振興に資することを目的とする。

【漁港漁場整備事業のうち漁場の整備の法律規定】

優れた漁場として形成されるべき相当規模の水面において行う魚礁の設置、水産動植物の増殖場及び養殖場の造成その他水産動
植物の増殖及び養殖を推進するための事業並びに漁場としての効用の低下している水面におけるその効用を回復するためのたい
積物の除去その他漁場の保全のための事業

漁港漁場整備長期計画

●事業の実施の目標及び事業量を規定
●閣議により決定基本方針に

即して作成

地
方
公
共
団
体

特定漁港漁場整備事業計画

●個別地区の漁港漁場整備事業の計画を策定
●地方公共団体等が策定

基本方針に
即して作成

特定漁港漁場整備事業計画
に基づき、長期計画に掲げた
目標に沿って、個別地区の事業
を展開

漁港漁場整備事業の制度の概要

等
９



①沖合域（領海１２海里以遠）
・沖合の経済的排他水域において、大規模な漁場整備事
業を国が事業主体となって実施する。

【主な事業】
●直轄特定漁港漁場整備事業

マウンド魚礁 高層魚礁

主な漁場整備事業の概要①

②沿岸～沖合域（共同漁業権区域外～領海１２海里）
・共同漁業権区域外において、漁場施設整備を地方公共
団体等が事業主体となって実施する。
例）魚礁、増殖場、藻場・干潟の整備、堆積物の除去、

底質改善（作れい、覆砂、浚渫、耕運等）

【主な事業】
●広域水産物供給基盤事業のうち
広域漁場整備事業
広域漁港整備事業※

※漁港整備と並行しての漁場施設
整備のみ可

●水域環境保全創造事業
●浮魚礁漁場整備事業

魚礁 浮魚礁 増殖礁
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③沿岸域（共同漁業権区域内）
・共同漁業権区域内において、漁場施設整備を地方公共
団体等が事業主体となって実施する。
例）魚礁、増殖場、藻場・干潟の整備、堆積物の除去、底
質改善（作れい、覆砂、浚渫、耕運等）

④陸域
・漁場環境が悪化している閉鎖的な湾や入り江等の後背地
における森林・河川流域・海岸等において、栄養塩類等の
供給や濁水の緩和等ために、広葉樹林の造成、間伐等を
実施する。

【主な事業】
●漁場保全関連特定森林整備事業
（漁場保全の森づくり事業）

作れい

覆砂 浚渫

耕運

干潟造成

主な漁場整備事業の概要②

藻場造成

【主な事業】
●地域水産物供給基盤事業
●広域水産物供給基盤事業のうち
広域漁場整備事業※２

広域漁港整備事業※２

※2漁場施設の整備は共同漁業権の
区域内でも、利用を行う範囲が共
同漁業権の区以外であること。

●水域環境保全創造事業
●浮魚礁漁場整備事業

自然調和
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フロンティア漁場整備の概要（国直轄、Ｈ１９年～）

１．趣 旨

排他的経済水域において、国が資源の回復を

促進するための施設整備を資源管理措置と併

せて実施することにより、当該海域の水産資源

の生産力を向上させ、水産物の安定供給の確

保を図る。

２．事業の対象

国が漁獲可能量（ＴＡＣ）等を定めている魚種

で、保護・増殖等のための緊急の措置を講ずる

必要があるもの

ＴＡＣ対
象魚種

さんま、すけとうだら、まあじ、まいわ
し、まさば及びごまさば、するめいか、
ずわいがに （計７魚種）

ＴＡＥ対
象魚種

あかがれい、いかなご、さめがれい、
さわら、とらふぐ、まがれい、まこがれ
い、やなぎむしがれい、やりいか
（計９魚種）

排他的経済水域（世界第6位） 約447万k㎡

国土面積（世界第61位） 約38万k㎡

海岸線延長（世界第6位） 約3.5万km

人口（世界第10位） 約1．27億人
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・重点的に取り組む課題を３つに絞り込み、効率的、効果的に事業を推進
・３つの課題ごとに、成果目標と事業量を設定

水産情勢と漁港漁場整備長期計画（H19～23）

我が国周辺水域における水
産資源の生産力の向上

国際競争力強化と力強い産地
づくりの推進

水産物の安定的な提供等を支
える安全で安心な漁村の形成

漁港漁場整備長期計画の策定

・排他的経済水域における水産
資源の保護・回復
・栽培漁業や資源管理との連携
強化 等

・生産コストの縮減、鮮度保持・
衛生管理の強化
・災害に強い水産物供給体制づく
りの推進 等

・漁村における衛生環境の改善
・漁村の防災力の強化の推進
等

○水産物の重要性と消費流通造の
変化
・水産物は栄養バランスの優れた重要な食料
・食の外部依存の進展、スーパーマーケット
の販売シェアの上昇

○国際化の進展と水産物の世界的
需要の高まり
・WTO、EPA交渉の進展
・欧米、アジアを中心に水産物需要量の増大
・我が国からの水産物輸出の増加

○資源状況の悪化
・我が国周辺水域の水産資源の半数以上は
低位水準
・世界的にも水産資源の半分以上が満限ま
で、４分の１程度が過剰に漁獲
・藻場・干潟の減少や磯焼けの進行等による
水産動植物生育環境の悪化

○漁業生産構造の脆弱化
・漁業生産量・生産額の減少
・漁業就業者の減少、高齢化
・漁船の高船齢化
・燃油価格の高騰

○水産業・漁村に対する国民の
期待の高まり

・自然環境や生態系の保全等の水産業・漁
村が有する多面的機能に対する国民の期待
の高まり

情勢の変化

■低位水準にとどまっている水産資源の

回復・管理の推進

■国際競争力のある経営体の育成・確保

と活力ある漁業就業構造の確立

■水産物の安定供給を図るための加工・

流通・消費施策の展開

水産基本計画における政策課題

■水産業の未来を切り拓く新技術の開発

及び普及

■漁港・漁場・漁村の総合的整備と水産業・

漁村の多面的機能の発揮

■水産関係団体の再編整備

水産物供給システムの基盤の構築を目指して

～総合的かつ計画的な事業の実施～

13



長期計画における漁場整備の整備目標と事業量

重点課題 我が国周辺水域における水産資源の生産力の向上

【基本的考え方】
・水産基本計画における自給率目標を確実に達成するため、つくり育てる漁業や資源管理と
連携を図りつつ、漁場整備を推進

＜成果目標：平成２３年度末を目途＞
漁場再生及び新規漁場整備により概ね１４．５万トンの水産物を新たに提供
（概ね２３０万人の国民の消費を賄う水産物に相当）

〔漁場再生に向けた整備〕 〔新規漁場の整備〕

磯焼けした藻場 藻場を改善
保護礁 魚礁

＜事業量：平成１９年度～平成２３年度＞
・魚礁や増養殖場の整備 概ね７万５，０００ｈａ
・漁場の効用回復のための堆積物除去等 概ね２５万ｈａ
・藻場・干潟の保全等 概ね５，０００ｈａ
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事業量の進捗

魚礁や増養殖場の整備

漁場の効用回復のための堆積物除去等

藻場・干潟の保全等

平成１９年度及び平成２０年度とも、

①魚礁や増養殖場の新規漁場整備について

は既定の事業量に対し低い傾向

②堆積物除去や藻場・干潟の保全といった

漁場再生については高い傾向

重点課題 我が国周辺水域における水産資源の生産力の向上

＜事業量：平成１９年度～平成２３年度＞
・魚礁や増養殖場の整備 概ね７万５，０００ｈａ
・漁場の効用回復のための堆積物除去等 概ね２５万ｈａ
・藻場・干潟の保全等 概ね５，０００ｈａ
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成果目標の進捗

重点課題 我が国周辺水域における水産資源の生産力の向上

＜成果目標：平成２３年度末を目途＞
漁場再生及び新規漁場整備により概ね１４．５万トンの水産物を新たに提供
（概ね２３０万人の国民の消費を賄う水産物に相当）

成果目標については、整備後の
一年間を効果調査に要するため、
平成１９年度分が最新

平成１９年度は、目標値2.1万
トンに対し実績値2.4万トン
（達成率114%）
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■魚礁
■浮魚礁
■増殖場
■湧昇マウンド礁
■水域環境保全の対策
■藻場造成
■干潟造成

■森川海の連携
（漁場保全の森づくり事業）

漁場整備の取組（ハードとソフトの一体的な整備）
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■磯焼け対策（ハード・ソフト）

■藻場・干潟の機能調査
■珊瑚礁の増殖（技術開発）
■湖沼の漁場改善（技術普及）
■環境・生態系保全活動

○生育環境づくりとそのネットワーク化に配慮して事業の規模・配置を決定するとともに、藻
場・干潟の生産力改善等の技術開発などの水産関係施策に加えて、森林整備など川上から川下に
至る一連の関連施策との連携を強力に推進することにより、相乗的な効果の発揮に努めている。

■自然調和・活用型漁港漁場づくり
（技術の集積・普及等）

■水産系副産物活用推進モデル事業
（間伐材・貝殻魚礁等）

ハード
ソフト



魚礁設置（一般的な魚礁）

■■施設の考え方施設の考え方

人工魚礁は、魚類などの水産生物が礁、沈船などに蝟集する性質を利用し、コンクリートブロック等の耐久性
素材による構造物を海中に設置し、対象とする水産生物の漁獲の拡大、操業の効率化及び保護培養を図るための
施設である。並型の魚礁設置事業は昭和29年に開始した。

■■実施実施例（長崎県長崎北地区）例（長崎県長崎北地区）

■■計画の概要計画の概要

魚礁に蝟集するシマアジ

魚礁の配置の例魚礁の配置の例

魚礁の例魚礁の例

事業予定箇所は漁業の盛んな地域から近距離に位置するものの、海底地形
の起伏に乏しいため、漁場としての利用度が低い海域である。このため、当
該海域にブリ、マダイ、ヒラメ等を対象とした大規模な魚礁漁場を造成し、
浮魚や底魚などを対象とした優良漁場の形成を図る。事業期間は３か年で
30,000空ｍ3の魚礁を設置する。総事業費は６００百万円。
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浮魚礁整備

■施設の考え方■施設の考え方

マグロ、カツオ、シイラなどの大回遊魚は、海洋の漂流物に集まる習性があることが知られており、
この習性を利用し海面または海面下に人工の浮体構造物を係留し、魚類の蝟集・滞留・誘導を図ろうと
するもの。平成６年度から国庫補助対象化され、主に水深500～1,000mの海域に設置されている。平成
20年度現在での全国での実施数は１８４基である。

■■実施実施例（例（高知県高知県 表層型浮魚礁表層型浮魚礁 1212基基））

■■計画計画の概要の概要

■事業概要■事業概要

カツオ・マグロ類・シイラ等の表層性回遊魚の蝟集効果による漁獲量の増
加・漁家の経営改善を目的とする。事業期間は単年で、１基当たりの事業費は
２億～３億円。現在、高知県ではこれまでに設置した12基を維持しながら順次
更新を行なっている。
なお、高知県の浮魚礁は、1基当たり年間52百万円（平成10～19年平均）の

漁獲実績がある。
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増殖場整備（地先生物対応）

■施設の考え方■施設の考え方

岩礁浅海域の代表的な増殖対象種であるアワビ類、ウニ類、イセエビ等の有用海産生物やコンブ、ワカメ等
の有用海藻類の増殖を図るために、餌料海藻類の付着や増殖対象生物にとって好適な生息場となる石材や異型
ブロックなどの着定基質を設置するもの。投石は昭和27年度の浅海漁場開発事業のころから実施されている。

■実施例（北海道増毛地区）■実施例（北海道増毛地区）

■計画の概要■計画の概要●囲い礁配置構造

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、沿岸域の漁業生産に大きな影響が生じている。
海藻の着生が見られない水深2m～4mの水深帯に、着定基質を設
置することで餌料海藻の繁茂を通したエゾバフンウニの資源量の
拡大・安定化を図り、長期にわたっての安定した水産物の供給を
達成するとともに、漁家経営の安定に資する。事業期間は２か年
で、総事業費は９０百万円である。

○施設設置前 ○施設設置後

海藻群落が形成され、優良
漁場となる。

水深が深く、転石帯のた
め海藻の着生に不向き
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湧昇マウンド礁

■施設の考え方■施設の考え方

マウンドによる湧昇流（鉛直混合）により底層の栄養塩を真光層に湧昇させ、一次生産量（光合成による植
物プランクトンの増殖）の増加および食物連鎖を通じて有用水産物の増殖を図り、広域的な漁場を形成するも
の。さらに、ブロックあるいは石材で造成される構造物は魚礁としての機能も併せ持ち、有用水産物の蝟集や
岩礁性生物の産卵・生育の場ともなる。平成１５年度から整備が進められており、平成２０年度までに長崎県
西部地区など３地区５工区で整備済み。平成２１年度は２地区２工区の整備を予定している。

■実施例（長崎県北部地区）■実施例（長崎県北部地区）

●壱岐西

●宇久北
●対馬東

■計画の概要■計画の概要

海底近くの栄養豊富な海水が海面近くまで上昇する湧昇
流を人工的に発生させる海底人工山脈を造成し、沖合海域
の生産性向上を図る。事業期間は９か年で総事業費は３,
５３０百万円。

22



水域環境保全の対策（水域環境保全創造事業）

■事業の趣旨

藻場・干潟の減少や磯焼けの進行、赤潮の発生、漂流・漂着ゴミの増加等により、水産動植物の生育環境
が悪化しており、近年の資源評価結果によれば、資源評価を実施している水産資源のうち半数近くの資源
が低位水準にある。また、漁港の静穏水域では、幼稚仔のゆりかごとしての役割や蓄養殖が行われており、
周辺の漁場環境と密接な関係を有している。
このようなことから、水産資源の生産力の向上及び漁港漁場の水域環境の改善を効果的に推進するため、

漁港・漁場の一体的な水域環境保全対策を推進する。

■事業の概要

水産資源の生産力の向上及び漁
港漁場の水域環境の改善を効果的
に推進するため、堆積物の除去、
底質改善(しゅんせつ､作れい､耕
うん､覆砂等)、藻場・干潟の整備、
養殖場の汚泥しゅんせつ、海水交
流施設・清浄海水導入装置・漁港
浄化施設・廃油処理施設等の整備、
清掃船建造､廃船処理（放置座礁
船の処理を含む）等を実施する。

事業期間は平成21年～、
平成21年度国費2,800百万円

悪化した海底に良質な砂
の散布
○福岡県 福岡有明地区

海底に堆積したヘ
ドロ等の除去
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海底に堆積した浮泥を排出させ
る澪の掘削

○熊本県 熊本有明海地区

貝桁網の曳航等による
海底の撹拌

○大阪府 大阪南部地区

◆底質改善の事例

しゅんせつ

作れい

耕うん

覆砂



磯焼け対策：藻場造成（徳島県阿南地区）
■計画の概要■計画の概要

着定基質となる転石等の乏しい海域において、自然石等の設置により基質の確保と海底面の嵩上げを行い、周辺藻場から自然に供
給される胞子等の着定により岩礁性藻場を造成することにより、近年減少している藻場の多面的機能を回復させ、漁業生産量の増加
を図る。
さらに、磯焼け対策緊急整備事業により①食害生物対策②モニタリング③着定基質表面の更新及び浮泥の除去を行うことで、より
効果的に藻場造成を推進している。
事業期間は5年間で着定基質9ｈａを整備する。総事業費は600百万円。

福村工区

中林工区

大潟工区

橘工区

椿泊・阿南工区

伊島工区

波
沖

岸
天然の岩

コンクリートブロック囲礁

石

囲礁図ｲﾒｰｼﾞ

１０

１６．９

弁天岩

１０ｍ

３０ｍ

１０ｍ

１ ０

５

水深９ ｍ

計画平面図

事業実施予定箇所

位置図

藻場の現状

事業実施後のイメージ
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干潟造成（岡山県井笠地区）

３．事業の効果
①漁業生産量の増大
アサリ・ヨシエビ 54.8t/年の増加
②水質の浄化
海水中の有機物（COD）除去量 1,542kg／年

１．事業の背景・目的
当地区では、これまでにヒラメ・ガザミ・ヨシエビ等の種苗を放流しているものの、ガザミ等一部
の魚種を除き、その効果が目に見えて上がっていない。この要因として、幼稚仔の良好な保育場
となる干潟・藻場の広範囲での消滅が考えられる（周辺海域では、笠岡湾干拓約1,650ha、寄島
干拓約100ha等の影響によって、かつて沿岸部に広がっていた干潟の大半が消滅している）。
また、アサリについては、浮遊幼生の着底期以降、すべてのライフサイクルで干潟を生息場所と
していることから、干潟の消失がアサリ漁獲量減少の直接的な要因となっている。
このため、失われた干潟等の再生・創出を進めることで漁場環境の積極的な修復を図り、漁業
資源の増大を目指している。

４．干潟の整備中の様子２．事業の概要
①事業主体：岡山県
②事業内容：潜堤と覆砂による干潟造成（2工区で5.62ha）

【干潟完成イメージ（左上：干潮時）】

潜堤

覆砂

【裏埋材を入れて約1年後】
干潟内の12地点で調査を行った結果、多い
地点で680個体/m2、少ない地点で24個体
/m2とバラツキがあるものの、１平方メートル
あたり平均217個体のアサリが確認された。

■平均殻長 22.87mm（±6.05mm）
■平均重量 3.24g（±2.15g）
■最大殻長 38.00mm
■最大重量 11.67g

【裏埋材を入れた干潟の様子】
平成19年に干潟面の底部に裏埋材
（10kg未満の岩砕）をいれた。
事業実施海域では、アサリの種苗供給
は行っておらず、周辺海域に生息している
天然アサリの浮遊幼生が加入してくる。
今後、この岩砕の上に覆砂を行う定とし
ている。

【事業位置：岡山県西部海域】

投入した岩砕部分
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森川海の連携（漁場保全の森づくり事業）

■事業の趣旨

森林は、水源かん養機能や土砂流出防止機能等を有するとともに、河川水を通じて豊富な栄養塩類等を漁
場へ供給していることから、「森は海の恋人」というキャッチフレーズに代表されるように、豊かな森が
豊かな漁場を保全している。また、地球温暖化問題は、人類の生存基盤に関わる最も重要な環境問題の一
つであり、京都議定書に基づく森林のCO2吸収量1300万炭素トンの目標達成に向けて森林整備等の強力な
推進が不可欠な状況にある。
このため、林野庁と連携して、漁場環境の保全に資する森づくりを積極的に推進するものである。

■事業の概要

漁場環境が悪化している閉鎖的
な湾や入り江等の後背地における
森林・河川流域・海岸等において、
栄養塩類等の供給や濁水の緩和等
ために、広葉樹林の造成、間伐等
を実施する。

事業期間は平成19～24年
平成21年度国費10,000百万円
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～自然調和・活用型漁港漁場づくり～
■事業の概要■事業の概要

水産環境に配慮した漁港づくり

近年、自然海浜、藻場・干潟、生態系等自然環境の保全について国民的な関心が高まる一方で、水産業においては、
良好な漁場環境を保全しつつ、沿岸水域の高度利用が求められている。水産基盤整備事業においては、今後一層高ま
ると思われる環境保全への要請に的確に対応するため、平成６年度から自然環境と調和した構造物、工法の採用等を
総合的に行う「自然調和・活用型漁港漁場づくり推進事業」を実施し、自然調和・活用型技術の集積及び普及を図っ
ている。

○自然調和型漁港づくり推進事業○自然調和型漁港づくり推進事業

水質の保全、周辺環境への影響緩和等自然環境との調和に配慮した漁港施設の整備を行うもの。（藻場の形成、
海水交流、藻がつきやすい自然石の使用等）平成６年度から、全国５１地区で整備されている。

事業実施後の効果

幼稚魚の
育成の場

■実施例（島根県浜田漁港）■実施例（島根県浜田漁港）
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漁場環境改善のためのリサイクル
～水産系副産物活用推進モデル事業～

■事業の概要■事業の概要

ホタテ・カキ等の貝殻は年間約５０万トン発生しているが、その処分先が少ないことから放置される事例が多く、
異臭の発生や景観の悪化、不法投棄等の環境面から問題が生じている。
このため、貝殻等水産系副産物を、漁場の底質改良材、増殖礁、土木材料などとして大量に活用するためのモデル
事業の実施及び技術の検証・改善を行うことにより、水産系副産物のリサイクル材としての活用の全国への普及を促
進し、水産業における循環型経済社会の構築のための取り組みを推進している。

■実施例（大分県別府湾地区■実施例（大分県別府湾地区 ））

既製魚礁にアコヤガイ貝殻を付加

事業実施後の効果
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磯焼け対策：ソフト施策による地域活動支援

■対策の考え方■対策の考え方

水産生物の産卵、幼稚仔魚の成育等の資源生産の場としてのみならず、海水中の有機物の分解、窒素・リン等栄養塩の取り込み
による水質浄化機能を有するなど、良好な沿岸域環境維持に重要な役割を果たしている藻場が大規模に消失する磯焼けに対して、
食害生物の駆除、食害防止に必要な構造物の設置、海藻類等の播種・移植等を漁場整備の事業と併せて実施することで、効率的な
環境改善を図るもの。

■■実施実施例（大分県南海部地区）例（大分県南海部地区） ■■実施実施例（長崎県新三重地区）例（長崎県新三重地区）

身入りなし

磯焼け状態

漁業者の活動

海藻の幼体の出現

防護カゴ及び海藻付きの核藻場ブロックを着定
基質として使用することにより、食害生物からの
母藻を保護し、更に周辺の漁場へ胞子が拡散する
ことで藻場の回復を期待する。

新三重

核藻場ブロック（母藻及び防護カゴ付き）による藻場造成概念図

クロメ

0.70m

1.45m

0.75m

　　　　　　φ3.00m
（ＭＦ藻礁１Ｍ型（全防護カゴ付））

設置直後 効果発現時母藻からの胞子拡散

漁業者自らが取り組む活動への支援。漁業者が自主的にグループ
を立ち上げ回復目標（海藻の繁茂とウニの身入り改善）を設定、ウ
ニ類の除去、ウニ防護フェンスの設置、海藻移植といったソフト活
動の実施に対し、技術的及び経済的なサポートを行う。
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藻場・干潟の機能（効果）の定量化等に関する調査

■調査の概要
藻場・干潟は水質浄化能力やCO2の固定能力といった重要な機能を持ちます
が、その能力はほとんど定量化されておらず、水産基盤整備調査事業において
も、これらの効果の定量化や貨幣換算するための技術開発調査を行っています。

●藻場等の沿岸海域保全機能等の解明調査
海藻の年間の現存量の変化と元素含有量を把握し、C,N,P固定量
を算出

●干潟の有害物質浄化能力の調査
干潟が持つフェノール関連有害物質の分解能力に関する調査

●河口干潟による栄養塩負荷の緩衝機能の定量的評価
浮泥や干潟表層泥のリン保有量および底生藻類の現存量、生産量、
栄養塩除去能力などについての調査

干潟に関する調査藻場に関する調査

●底魚類幼稚魚の餌料環境からみた干潟域の底質改善効果
干潟の底質変化が底魚類の分布や生態に及ぼす影響についての調査

●大型褐藻群落の海水浄化機能の定量化の検討
褐藻群落の吸収する窒素・リンの量を推定

●漁場の費用対効果分析手法の検討調査
（藻場・干潟における炭素固定効果検討）
藻場・干潟の造成、漁場造成（覆砂等）を対象に、CO2固定効果を
定量的（貨幣化）に算定する手法を検討
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サンゴ礁の増殖（技術開発）

■調査の概要■調査の概要

水産資源の産卵、餌場、幼稚仔魚の生育の場として重要なサンゴ礁が減少している現状にかんがみ、沖ノ鳥島を対象にサンゴ
を増殖する手法の開発を実施。具体的には、沖ノ鳥島で採取した親サンゴを産卵させ、種苗を生産し、成長した稚サンゴを再び
沖ノ鳥島に運搬、移植した結果、平成２０年５月に移植した１．５ｃｍ程度のサンゴが、平成２１年１月には５ｃｍ程度まで成
長するなど、一定の効果が認められたところ。平成２１年度からは、前年度までと異なる複数種のサンゴの種苗生産技術の開発
や、効率よくサンゴを移植できる増殖基盤の開発等に着手。

＜沖ノ鳥島について＞ ＜有性生殖法の概要＞ ＜取組結果＞

沖ノ鳥島は、東京から
約1,700km離れた場所
に位置し、我が国最南
端の島。我が国の国土
面積(約38万km²)を上
回る約40万km²の排他
的経済水域を有する。

稚サンゴ飼育

親サンゴ産卵

サンゴ種苗生産センター

（沖縄県阿嘉島）

親サンゴ飼育

親サンゴ採取 長距離運搬

稚サンゴ移植

有性生殖法

豊かなサンゴ群集

稚サンゴ飼育

親サンゴ産卵

サンゴ種苗生産センター

（沖縄県阿嘉島）

親サンゴ飼育

親サンゴ採取 長距離運搬

稚サンゴ移植

有性生殖法

豊かなサンゴ群集

平成20年5月

平成21年1月

1.5cmのサンゴが
5cmまで成長
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「事業の必要性」

【湖沼漁業の現状】

水質・底質等の漁場環境の悪化により、漁

獲量の減少に歯止めがかからない状態

「事業の概要」

本事業が実施されることで、
①漁場レベルの広範な水域で順応的管理に基づく湖沼の漁場改善技術が導入されることになり、湖沼漁場改善
の取組みが加速される。
②湖沼の漁場改善技術ガイドラインで提示された技術の実用レベルでの効果検証が可能となり、実用レベルに
おける技術の改良等同ガイドラインの内容の充実が図られる。
③事業効果が明確化できることにより、漁場改善技術導入の全国的な展開が期待できる。

「事業の達成目標」

平成18年～20年の『湖沼の漁場改善技術開発事業』にお

いて、湖沼漁場が抱える問題点の整理及び湖沼の特性に

応じた漁場の保全・修復技術の検討、琵琶湖、宍道湖、小

川原湖においてモデル事業を実施し、『湖沼の漁場改善技

術ガイドライン』を取りまとめ。

本事業では、湖沼の漁場改善技術ガイドラインに即

し、湖底耕うん等の漁場改善活動について、その効

果を検証しつつ行う取組への支援を実施する。
【湖沼漁業を取りまく外的要因】

・燃油価格の高騰による漁業活動への影響

・輸入による水産物の確保が困難な状況

我
が
国
の
水
産
物
の
安
定
供
給
の
た
め

に
も
湖
沼
漁
業
の
復
活
が
必
要
不
可
欠

0

2万

4万

6万

漁
獲
量
(t
)

H17S41 H1 H10S50 S60

約6万ｔから2万ｔ以下へ激減

湖沼の漁場改善（湖沼の漁場改善技術普及推進事業）
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湖沼の漁場改善技術ガイドライン
水産庁では、平成１8～20年度にかけて湖沼の漁場改善技術開発事業を
実施し、「湖沼の漁場改善技術ガイドライン」を取りまとめました。
本ガイドラインは、湖沼の特性や湖沼漁場の現状を整理し、既存の知見や
技術開発による成果を踏まえて、課題に応じた適切な技術や技術導入にお
ける留意点についてとりまとめており、本ガイドラインを活用した「湖沼の漁場
改善」に向けた取組を全国的に普及させていくことを目的としています。

Ⅰガイドラインについて
対象とする湖沼は、漁場環境の悪化が進んだ全国の
湖沼とし、対象とする改善技術は、湖沼漁業関係者が率
先して取り組むことの可能な、湖底耕耘等の漁場改善技
術を中心にとりまとめ。

Ⅱ湖沼の特性と湖沼漁場の現状
湖沼における主な対象魚種とその漁法、湖沼漁獲量の
推移等を統計データ等を用い具体的に解説。
また、「アオコ」「貧酸素水」「底質悪化（ヘドロ）」等の悪
化状況について解説。

Ⅲ湖沼の漁場改善技術ガイドライン
順応的管理の考え方について解説するとともに、漁場
改善技術の導入までの手順や導入後の効果検証方法
等を段階的に示し、事例を交えて解説。また、実際の漁
場で実施された取り組み事例をDVD動画として紹介。
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環境・生態系保全活動（藻場・干潟の保全活動への支援について）

現 状
藻場・干潟の公益的機能
①漁業生産
②水質浄化
③生物多様性の維持
④CO2の固定

⑤浸食抑制による海岸保全
⑥親水性や環境学習の場

藻場・干潟の減少

干潟についても二枚貝の減少等に
より、水質浄化機能が大幅に低下

藻場・干潟を生息場所等とする主
要な水産動植物の漁獲量の減少

水産資源の減少による水産物の
安定供給への支障

（基本計画の持続的生産目標の未達成）

①

②

③

漁業者の減少・高齢化による保全活動の
担い手の減少、弱体化とそれに伴う活動
量の減少

保全活動量の増加に伴う費用負担増

藻場の面積推移

漁業者による藻場・干潟
等の保全管理がこれら
の外部経済を支えている

当グラフは経済価値が算出でき
た機能のみに限定して作成。
その他経済価値で算出できない
機能として、「生物多様性の維
持機能」などがある。

金額単位：億円

内側：藻場
外側：干潟

就業者数：27.8万人（H9）⇒20.4万人（H19）
65歳以上の割合：27%（H9）⇒37%（H19）

出展：(株）三菱総合研究所（平成１６年）、漁業・養殖業生産統計年報（平成１６年）による

保全活動がスタビライザー（矢印）と
して機能

環境変化によって両者のバランスが崩れると。。。

漁業者による保全活動がある場合

最近の藻場衰退のメカニズム
健全な藻場では海藻の生産力と植食動物の摂食量がバランス

漁業者による保全活動が衰退した場合

バランス崩れたまま藻場衰退へ

青丸は海藻の生産力
赤丸は植食動物の摂食量
の大きさを示す。

保全活動がスタビライザー（矢印）と
して機能

環境変化によって両者のバランスが崩れると。。。

漁業者による保全活動がある場合

最近の藻場衰退のメカニズム
健全な藻場では海藻の生産力と植食動物の摂食量がバランス

漁業者による保全活動が衰退した場合

バランス崩れたまま藻場衰退へ

青丸は海藻の生産力
赤丸は植食動物の摂食量
の大きさを示す。

例：ウニ・アイゴに
よる食害

地球温暖化等の環境変化による食害
生物の増加とこれを除去するために必
要な活動量の増加

要 因

Ｈ１９以降は推定値
１２．５万ha

１４．５万ha

Ｈ１９以降は推定値
１２．５万ha

１４．５万ha

放置

水質浄化等の公益的機能
の低下に伴う国民負担増

今後の施策の展開方向

○ 藻場・干潟で既に消失・機能低下したものについての基盤整備

公共事業により 5,000ha 造成等
（Ｈ19～Ｈ23）

現在実施している施策

単位：千トン

+
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S62 63  H元 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 

藻場・干潟に依存するもの（全生活史） 藻場・干潟に依存するもの（一部生活史） 沿岸漁業

（右軸）

自然石やコンクリートブロ
ック等の着底基質の設置
による藻場の造成

砂の投入により人工的に
干潟の造成

藻場造成 干潟造成

○ 現存する藻場・干潟等について漁業者等による保全活動を支援
（新たな交付金制度の創設）

環境・生態系保全活動支援事業（新規） １，２３０百万円

アマモの移植 干潟の耕うん

藻場：１２．５万haの維持・
回復
干潟：４．８万haにおける
機能の維持・回復

目 標

○ 藻場・干潟等の保全活動等を核とした人と海との共生を推進するため、
優良事例の普及等による国民的な理解の醸成、保全活動の計画策定や
実施に至る段階における技術的なサポート等の実施

環境・生態系保全活動支援推進事業（新規） １００百万円

水産基盤整備事業による
藻場・干潟の造成等（継続）

漁業・養殖業生産統計年報により作成

自然環境保全基礎調査（環境庁）等により作成

約８割が高齢化によ
り既に活動が難しく
なっている又は将来
的に難しくなると認識

全国の漁協・支所に対するアンケート

青 赤
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４．点から空間、
環境重視型へ

新たな視点 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ３６
日本海西部地区（あかがれい・ずわいがに） ・・・ ３７
播磨灘海域（マコガレイ） ・・・・・・・・・・・・・・・・ ３９
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新たな視点：点から空間、環境重視型へ

水産環境整備のあり方

・CO２削減
・エコ、環境・生態系の保全
・既存ストックの有効利用など

視点２：環境重視型へ

視点１：点から空間へ

+

• 水産環境整備の概念

• 水産環境整備の範囲の捉え方

• 水産生物の生活史・成長段階の捉え方

• 漁港に求められる稚魚育成機能のあり方

• 成長段階に対応した水産環境整備のあり方
（対象種・対象範囲の考え方、計画手法等）
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日本海西部地区
～生活史を踏まえた漁場整備の計画（あかがれい・ずわいがに）～

○あかがれい・ずわいがにの主な生息水深２００ｍ～５００ｍであり、産卵は浅い水深で行うこと
から、水深２００ｍ程度の生息場所に、保護育成礁を設置する。

225ｍ 250～300ｍ 300～500ｍ水深

海底

稚ガニ

♂

第Ⅰゾエア期

第Ⅱゾエア期

プレゾエア期

メガロッパ

第一齢♀

孵化

２～３月

交尾産卵

初産：夏～秋

経産：冬～春

水深

50～150ｍ層

150ｍ 200ｍ 230～280ｍ 400～500ｍ
以深

産卵

成長

２～４月
４～５月

９～10月

11～１月

約100日

♀♂

♀♂
♂ ♀

♀

♀

♀

♂

♂

♀

♂

海底

あかがれいの生活史模式図 ずわいがにの生活史模式図

・全般に１８０～５００ｍ、産卵場水深は、
１８０ｍ～２００ｍ付近

・全般に２００～５００ｍ、２６０～３００ｍ
を境に浅い水深は雌、深い水深は雄 37



隠岐ノ島

～日本海西部海域における、あかがれい・ずわいがに資源の保護・増大～

第１保護育成礁

第２保護育成礁

第３保護育成礁

第６保護育成礁
第５保護育成礁

第２保護育成礁
第３保護育成礁

第４保護育成礁

第２保護育成礁

第１保護育成礁

第３保護育成礁第４保護育成礁

第６保護育成礁

第５保護育成礁

第１保護育成礁

第３保護育成礁

第２保護育成礁
第４保護育成礁

第５保護育成礁
第６保護育成礁

： Ｈ２０年度実施箇所

第１保護育成礁

日本海西部地区

５００ｍ

１５０ｍ

２００ｍ

１００ｍ

○事業内容
あかがれい又はずわいがにを保護するために必要
な機能を備えた増殖場の造成（保護育成礁の造成）
○事業主体 ： 国
○総事業費 ： ６，５００百万円
○平成２０年度事業費（当初予算） ：４００百万円
○平成２１年度予算額 ：１，０００百万円
○事業期間 ： Ｈ１９～Ｈ２６
○計画規模 ： ２１群、8,400ha （１群：2,000m×2,000m）
○費用の負担割合 ： 国：３／４，

関係３県（兵庫、鳥取、島根）：１／４

2,000m×2,000mの区画の
中に複数のブロックを設置し

１群を構成。

保護育成礁のイメージ
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播磨灘海域 ～播磨灘海域における広域的なマコガレイの漁場整備（計画）の検討～

マコガレイの移動経路
孵化仔魚：
稚魚，未成魚：

これまでの漁場整備 成長段階を踏まえた今後の漁場整備の考え方（イメージ）

マコガレイを対象とした増殖施設

岡山県：マコガレイ増殖場：2箇所
造成目標：幼稚魚育成場の創出，

餌料効果の増大
構 造：人工魚礁の設置
兵庫県：マコガレイ増殖場：1箇所
造成目標：幼稚魚育成場の模倣

→海津（あいづ）域の創出
構 造：投石とブロックを千鳥状に配置し，

点在型の藻場をつくる

マコガレイの生息場ネットワークに着目した
県域を越えた役割分担

マコガレイの成長模式図 育成場整備の一例

マコガレイの成長段階別分布における各県の生息特徴
産卵場 稚魚 幼魚～未成魚 成魚（漁場）

岡山県海域 なし ○ ○ △
兵庫県海域 ◎ ○ ○ ○
香川県海域 ○ △ ○ ○

 マコガレイ着底場 
 

マコガレイ産卵場 

：産卵確認 

：聞き取り 

カレイ類主要漁場 

    

岡山海域：稚魚の育成場整備

香川海域：産卵場保護

兵庫海域：稚魚の育成場整備・産卵場保護

播磨灘海域を対象とした面的整備のイメージ

注）◎：多く分布 ○：普通に分布 △：少ない分布

地先型漁場の造成（点の整備）
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産卵場保護

育成場整備



播磨灘海域における環境情報について

水 深 図

底 質 図

流 況 図

マコガレイ幼稚仔分散予測（計算結果）
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