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平成 22 年度第 1 回海洋・沿岸域における水産環境整備の技術検討会議事要旨 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（開催要領） 

１．開催日時：平成 22 年（2010 年）5 月 26 日（水）13:30～15:40 
２．場  所：農林水産省水産庁中央会議室 

３．出 席 者： 

（委員） 

 磯部 雅彦  東京大学 副学長 大学院新領域創成科学研究科教授 

 松田 治   広島大学 名誉教授 

 瀬戸 雅文  福井県立大学 海洋生物資源学部教授 
 生田 和正  独立行政法人 水産総合研究センター 水産工学研究所 水産土木工学部長 
 鉢呂 昌弘  北海道 水産林務部 水産局 水産振興課長 

 田中 丈裕  岡山県 農林水産部 水産課長 

 壽  久文  大分県 農林水産部 水産振興課長 
 
（事例報告） 
 川村 俊一  青森県 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課企画・振興ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 
 
（水産庁） 

 橋本 牧   水産庁漁港漁場整備部長 

 宇賀神義宣  水産庁漁港漁場整備部計画課長 

 本田 直久    水産庁漁港漁場整備部防災漁村課長 

 岡  貞行    水産庁漁港漁場整備部防災漁村課水産施設災害対策室長 

 石井 馨   水産庁漁港漁場整備部計画課課長補佐（総括班、司会） 
 内山 裕三  水産庁漁港漁場整備部計画課課長補佐（計画班） 

 

（議事次第） 

１．開会 

２．挨拶 

３．議事 
（１）水産環境整備の推進に向けて 

  （２）豊かな海を育む総合対策事業の検討事例 

  （３）水産環境整備の具体的な技術検討課題 

  （４）その他 

４．閉会 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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【挨拶】 

・橋本漁港漁場整備部長より挨拶。 
【議事１】 

・水産庁計画課内山課長補佐より資料２－１～資料２－３に基づき説明、その後、生田委

員より資料３に基づき説明。 
（磯部座長）昨年、中間とりまとめを策定して、その後資料２－１のような施策を行って

いるという紹介と、また都道府県の方に意見を伺ったところ資料２－３のように技術的

な課題があるという説明があった。次に水産工学研究所における取組の説明があった。

さらに、松田委員、瀬戸委員から資料９、資料１０で昨年の成果などを踏まえて、論文

を投稿していただいている。昨年のとりまとめ、それを受けての施策、都道府県の意見、

皆さんの周りの方の反響がどうだったかなど、質問・意見等ございますか。 
（松田委員）生田委員から水産工学研究所の取組について説明があったが、印象深いもの

がある。特に、資料３のｐ３であるが、３つのタスクを総括するような形で、景観生態

研究というグループがある。森林の方からも学んでいるとのことだが、景観生態研究で

どのあたりに重点をおいているかなどについて教えてほしい。 
（生田委員）これからの取組であり、まだ脆弱なところもあるが、今考えているのは GIS

を用いて、魚礁の配置などが、対象とする自然生物の生活史を捉えているか、また、そ

れぞれがネットワークを形成しているのかというところを景観生態学的に解析するこ

となどを想定している。 
（瀬戸委員）資料２－１の施策の概要について、教えて欲しい部分と提案したいものがあ

る。ｐ２のマウンド礁の湧昇流漁場について、資料３のｐ８とも関係してくるが、マア

ジ・マサバ・マイワシ資源の増大を図るために、基礎生産力を向上させるとある。資料

３のｐ８のように礁の周辺や上層部に魚群が蝟集する現象と、栄養塩類が湧昇して生産

性が向上する現象は、形成要因や発現のスケールが違うのではないか。マリノフォーラ

ム２１が以前検討した、往復流が卓越する沿岸域における湧昇流漁場などでは、湧昇し

た栄養塩類が周辺海域にある程度滞留することも考えられる。一方、海流など一方向流

の影響を受ける沖合域では、湧昇した栄養塩類によって植物プランクトンが増殖する１

～２週間の間に栄養塩類も遙か彼方へ拡散してしまう。これらの一次生産に基づいて生

産された浮魚類（マアジ・マサバ・マイワシ）が再びマウンド礁まで戻ってきて蝟集し

たという考え方にはならないのではないか。マウンド礁の評価においては、従来の栄養

塩類の湧昇に基づく間接的な生物生産効果に加えて、湧昇流自体が小さなフロント域を

形成し、浮魚類を蝟集する直接的な効果を新たに加えるなど、もう一工夫必要なのでは

ないかと考えている。昨年、ある県で計画されているマウンド礁の検討委員会に出席し

たが、マウンド礁の B/C を算定したところ、魚礁としての効果と比較して栄養塩類の

湧昇に基づく生物生産効果がずいぶん小さかったことを記憶している。もう少し実態に

即した評価の仕方があるのかなと感じている。 
資料２－１のｐ３に「藻場・干潟等の保全活動への支援」とある。その「等」は、具

体的に何を含めるのか教えていただきたい。福井県では干潟などの浅場よりもう少し深

い、水深数十ｍ（70～100m 程度、アマダイ等対象）の海底耕耘や、もっと大水深であ

る３００ｍ以上でホッコクアカエビ等を対象とした海底耕耘を行っている。「等」には、

これらも含まれるのか、教えていただきたい。漁業者が公共事業に頼らなくても、自ら
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取り組もうとするような試みの中に、効果的な保全活動に該当するような新たな施策が

見出されるかもしれないので調べていただきたい。 
資料２－１のｐ４の水産生物の生活史に対応した漁場環境形成事業について、昨年の

あり方検討会のとりまとめを反映しており、非常に喜ばしいと思って聞いていた。その

記載内容であるが、点から空間へ考えを広げていく中で、仮説検証型の増殖プロセスを

構築していくような文言がどこかに入っていることが必要ではないか。 
（磯部座長）事務局で、今答えられるものがあればお願いする。 
（事務局）湧昇流について、瀬戸委員もよくご存じのとおり、表層へあがった栄養塩量か

らプランクトンを算出して、それにより資源の増大が図られるという計算を行っている。

現状では、そのような評価を行っているところである。 
（瀬戸委員）今後、湧昇流の評価の考え方を変更する考えはあるのか。 
（事務局）今実施しているものには適用できない。ご指摘の点については承った。 
（磯部座長）モニタリングは手間とお金がかかるので大変である。しかし、こういう整備

を行ったときにマウンド礁を整備して、漁獲量が増えたか減ったかという入口と出口だ

けではなくて、途中の段階として、塩分や水温の分布がどうなったのか、栄養塩類がど

うなったのか、プランクトンがどうなったのか、それで魚がどうなったのか、順を追っ

て、どこまでが検証できて、どこから先が予測と違ったのか、わかるといいのではない

か。そうは言っても、手間とお金がかかるので大変かもしれないが、出来るだけ取り組

まないと今後につなげるのが難しいと思う。 
（事務局）資料２－１のｐ３の環境・生態系保全活動における活動場所の考え方であるが、

基本的には水産資源の保護育成場だけではなくて、様々な公益的な機能を有する場であ

るというのが事業の前提となっている。この事業の保全の対象とする資源であるが、藻

場、干潟、それから「等」に含まれるものとしてサンゴ礁や湖沼域のヨシ帯も含まれる。

さらに、干潟域のような潮の干満差によって干出するような場所ではないが、二枚貝が

豊富に棲んでいて生物の多様な生息場である「浅場」についても保全活動の対象として

いる。ただし、浅場は概念が水深１０ｍより浅い区域を指し、それより深い場所は、特

に公益的機能を有する場所について都道府県が特別に指定することはできるが、福井県

の事例のような水深数百メートルでの取組の実態はない。 
また、本事業とあわせて、事業を全国的に推進するための事業も行っている。その中

で、各地域で取り組んでいる方々が集まって、事例発表会を行っている。昨年度は、全

国４ブロックで開催し、その中の優秀な事例については、今年３月の中央大会（東京国

際フォーラム）で報告された。実際に活動に参加した漁業者の方が、なぜ活動に取り組

んだのか、どのように行っているのか、自らの言葉で語っていただいており、漁業者の

考えが直に伝わってきている。今後もこのような取組を継続し、実際に取り組んでいる

方の問題認識はどこにあるのかを把握していきたいと思っている。 
（宇賀神課長）今の件に関して、公共事業と漁業者が行う活動があるので、うまくかみ合

うようにしたい。水深３００ｍの福井県の場合には公共事業として実施している。規模

の大きい事業は公共事業として実施し、一方、浅いところや過去に公共事業で整備した

箇所の維持管理は漁業者が行うとか、相互補完しながら行っていきたい。また、マウン

ド礁の効果の把握について、長崎県で５箇所実施するなど各地で実績があり、一部、観

測データもあるので、参考になるようであればデータ提供したい。今後とも把握するよ
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う努めていきたい。 
（事務局）資料２－１のｐ４について、事業内容の（１）の①から④に検討の課題をわけ

て記載しているが、仮説検証型の増殖プロセスについても、それぞれの段階のどこに反

映できるのか今後検討していきたい。 
（田中委員）質問と補足ということで申し上げる。資料２－１のｐ５の木材利用促進とし

ての木材魚礁について、効果はあると思うが、一番問題なのはフナクイムシにより３年

～４年で木材がぼろぼろになってしまうこと。フナクイムシの穿孔性生物による現象だ

と思うが、そういったことがあるから余計に生産性の向上に繋がっているような気もす

る。その辺の問題について、力学的な耐久性というより、穿孔性の生物による持続性の

問題、逆にそれによってプラスになる生産性の向上について、何かお考えがあったら、

教えていただきたい。 
資料２－１のｐ６～７で今一緒に取組しているものを紹介いただいた。現在、調査中

である複数県による播磨灘での漁場の整備手法である。隣県協働で調査をさせていただ

いている。その中で、マコガレイだけがクローズアップされている。以前から常に、海

域に生息している生態系を構成する種全体を意識して、可能な限り複数の種を拾い上げ

て、対象にしているところである。マコガレイというのを一つの指標生物として捉えて、

一つのライフサイクルを追っていって、範囲やその整備の考え方を検討して行くのが重

要であることから、広く考えていきたいと思っているということを、付け加える。担当

している水産庁や関係県も理解いただいていると思うが、この資料を見ると一種だけに

限定しているように見えるので、その辺を補足させていただく。さらに、それぞれの調

査で、マコガレイの幼魚はマアナゴの食害を受けている。一種だけに限定して増殖を考

えていくと、その視点では、マアナゴが外敵生物になってしまう。一つの例として申し

上げたが、全ていろんなものがベクトルラインであるので、その考え方で進めているこ

とを補足させていただく。 
各県から寄せられた技術課題の中で物質循環の正常化がある。ずっと申し上げてきた

ことだが、正しいかどうかも含めて申し上げる。物質循環の正常化の定義として、二つ

ある。一つは閉鎖性の強い湾で、平面的に追い込まれて、系外に拡散していきにくいが

ために、富栄養化現象が局地的に発生する状況。あるいは、密度躍層等で、鉛直的に封

じ込められて、貧酸素水塊となる状況を物理的な循環によって解消させる。もう一つは、

有機物の分解、系外からの栄養塩類の供給に始まって、植物プランクトンの一次生産か

ら次々につながっていく生物学的な循環と捉えている。物質循環の正常化については、

今後の議論で需要であるので、このような考えで良いのかも含めてご意見をいただきた

い。 
(事務局)資料２－１のｐ５の木材利用について、ご指摘の通り、木材に関しては水産の増

殖や餌料の培養などの効果については、私どもで調査をおこなった報告書で効果がある

と報告されている。それに従って、ネーミング事業である「自然調和・活用型漁港漁場

づくり推進事業」の中で平成 15 年度から進めている。一部の地方公共団体は、効果を

評価しており、継続的に続けている。ご指摘のとおり、木材は長くても３～５年で朽ち

る。そのため、木材が浮き、航行の影響を与えないように、今間伐材魚礁として使われ

ているのは、コンクリート魚礁に対して、頑丈にボルトで締めて加工したものや小さい

ユニットのようなものとなっている。それだと木材もはけないし、手間や費用がかかっ
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てしまうため、それを克服したいというのが本事業の出発点である。効果としては認め

ていただいているので、どうすればもっと木材利用が増えるのか、本事業は補助事業で

事業主体は民間団体であり、アイデアを公募しているところ。聞くところでは、アタッ

チメント（付け替え）のような技術の提案も出てきているし、水産資源の培養とは異な

るが、木材利用の促進も事業の目的であるので、餌料が出ないような深い所に、通常の

魚礁の替わりとして入れるようなものなど様々な提案をいただいている。間伐材に限ら

ず木材全体を使って海と森の関係を重視した施策の展開を、民間や地域の力を借りてや

っていくものである。５ヶ年かけて進めて行く事業なので、いろいろな地域の声を伺い

ながら進めて行きたい。 
（磯部座長）物質循環のお尋ねもあったが、大きく言えば、平面的に陸域から栄養塩類が

流れてきて、海域・川も含めて、生物的に様態が変わって、最後に深海に出て行くとい

うのが平面的な移動だとすると、それに対して成層ができて鉛直的な状況ができる。こ

れは、両方が合わさって物質循環全体なので、二つに分ける必要はないのではないか。

詳しくは機会があった時に議論したい。 
【議題２】 
・青森県川村グループマネージャーより資料４に基づき事例説明。 
（瀬戸委員）これまでの漁場整備は、事業の実施に係る B/C の算定において、当該域にお

ける事業実施前の資源水準や、周辺海域における資源水準をもとに整備後の効果を比較

検討していた。しかし、海を対象とした事業においては事業実施前の資源状況が不明の

場合や対象海域の設定が困難で、事業を計画（B/C を算定）しづらい状況が認められる。

一方、仮説検証型の計画策定においては、過去の調査データが乏しい海域においても、

検証可能で合理的な増殖仮説を立案できれば、事業を実施しながら評価してゆくことが

できるようになるのではないか。この事例では、ウスメバルとアカモクの関係に着目し

ながら仮説をたてて検証していくことができるのではと感じた。 
資料４のｐ４に示される生活史を考えた漁場整備を見ると、魚礁漁場が目立つが、む

しろ環境基盤の視点からは、増殖機能を更に前面に出した方がよいと感じる。陸奥湾の

ゆりかご機能を事業の中でどのように評価されているか教えていただけるとありがた

い。魚礁漁場の整備が多くなってしまう理由として、環境基盤の評価が難しいことが上

げられる。環境基盤をもう少し評価できるような方法が見つかるように、この検討会で

是非とも詰めていきたい。 
あと一点だが、資料４のｐ８にウスメバル幼魚は好適水温帯を求めて深浅移動すると

ある。記憶が正しければ、日本海は全体的に地球温暖化の中で海面水温が上昇しており、

日本海の北部海域は、中部や南部のように、過去１００年間、一様に上昇する状況では

ないが、最近（過去 50 年）は、他の海域と比較しても急速に水温が上昇する傾向が認

められる。環境変動、例えば水温の変動と資源変動との相関性を加味しながら今後想定

される資源水準を予測した上で、事業評価に反映させれば事業の効果を評価しやすくな

るのかなと思う。環境変動も含めて検討してほしい。 
（川村 GM）一点目について、魚礁漁場を大々的に３箇所載せているが、従来型の漁場とし

て整備して、たまたまその中にウスメバルが含まれているということである。この増殖

場として大規模にやり始めたのが、この長後地区である。たまたまウスメバルの分布域

が関係してくるので、この繋がりを後付けで持たせることができるのかなという考え方
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として整理したということである。陸奥湾のいわゆるゆりかご機能をどう評価するとい

うことについては、試験研究機関も一つの課題としており、定量的に十分評価ができて

いない。ウスメバルについて、栽培漁業の対象種として、ずっと追いかけてきたが、こ

こにきて、残念なことに人工種苗をつくるということについて断念した。代わりに、陸

奥湾で簡単にタモすくいでで稚魚を集めることができる状況が現実にあるので、かなり

小さいうちに集めて中間育成して、外海に持っていった場合に効率的な資源添加ができ

ないかといったことをやっている。実は、水産環境整備という概念の中で、増殖場の長

後地区だけではなくて、もう少し、１～２箇所加えてはどうかなということも構想の中

にある。二点目の環境基盤の評価方法についてである。ウスメバルの稚魚は、これから

増殖場の効果調査というのをやっていくが、たまたまだが、かなり増殖場の高層魚礁の

周辺の中層域にウスメバル稚魚が蝟集して泳いでいるというところまで確認できてい

る。計量魚探を走らせると、非常にそのウスメバル稚魚と思われる群れだけが映るとい

う良好な状況があるので、そのデータを活用しながら、増殖場の効果という部分を評価

できないかと、やってみなければわからないが、そんなことを考えている。水温と資源

量との相関については、持ち帰ってこれから研究していきたいと思う。 
（磯部座長）非常に重要な視点の指摘が出ていると思うが、時間も押しているので、次の

事例紹介に移らせていただく。 
・壽委員より資料５に基づき事例説明。 
（壽委員）先ほどの事業実施上の問題点として質問したかったが、一つは、ネーミング事

業ということであるが、従来からの事業の中で出来るのを総括した形でネーミングする

というものである。大きく地域をあげて実施するものについては、何らかのメリットが

あればいいと思っている。特に、漁村再生交付金の中で、魚礁整備と放流を一体的にで

きるという事業があるが、今年度以降新しい地域の設定ができなくなった。このネーミ

ング事業の中でやる場合には、種苗放流も併せた形での事業参画が可能になるような形

で是非お願いしたい。 
（磯部座長）事例紹介の中で、ご質問があったので、それに対してお答え願う。 
（内山課長補佐）我々もこの事業を力強く進めたいと考えている。そのためにはインセン

ティブが必要だと考えており、H23 概算要求に向けて、何かこの対策としてメリット

なるものが盛り込めないか検討していきたい。 
（磯部座長）その他、よろしいでしょうか。 
【議題３】 
・内山課長補佐より資料６に基づき説明。 

（磯部座長）資料６は、今年度の本委員会における検討の重要な課題になろうかと思う。 

（松田委員）資料６の１の５、６項目について、瀬戸委員からも話があったが、湧昇流漁

場について、湧昇効果だけを評価するのはかなり難しい。愛媛県宇和海でも以前に衝立

型のコンクリート構造物による実験が行われている。同時に生物生息環境も兼ねあわせ

ると、素材として何を用いるか、どういう空間構造をしているのかとなる。その際、い

ろいろな業界からは、鉄鋼スラグ、石炭灰とか、海の環境改善に使いたい素材がいろい

ろ提案されている。マウンド礁の素材と構造を単に湧昇を起こすだけでなく、生物生息

空間とあわせて検討するアプローチが必要だと思う。 
栄養塩類の把握について、田中委員からも物質循環の正常化という話があったが、昨
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年の中間とりまとめにも掲げられている。これについては、水産庁関係プロジェクトの

中の連携の話もあったが、水産庁プロジェクトがかなり環境にシフトしていると思うが、

一方、環境省は従来の水質保全から生態系、生物生息環境へとお互い近づいている部分

がある。把握している限りで、環境省の閉鎖性海域対策室が今年度から海域の物質循環

健全化計画策定事業（海域ヘルシープラン策定モデル事業）が始まっている。３年間か

けて、いきなり物質循環を正常化しようというのではなく、正常化するにはどうすれば

よいのかプランをたてる。具体的には、三陸、播磨灘北部と三河湾でケーススタディが

始まるらしい。そういうものと情報交換や将来的な連携ができるようになることが必要

だと思う。 
（生田委員）先ほどの間伐材の利用を含めた自然素材の利用といった話が出たが、今後水

辺の環境整備を進めていく上で、国民の視点が重要になってくる気がする。しかし、水

の中の環境保全は見えにくい。漁港周辺の整備の時に、自然景観と調和するとか、そう

いった視点がより重要になってくるのではないか。例えば、アメリカなどでは、沿岸域

の整備等については非常に住民の目が厳しく、なかなか構造物が作りにくい。例えば、

桟橋を作る際にも木材を使って定期的に架け替えるとか、そういった取組がなされてい

る。国民の視点からも漁場整備のやり方が変わってきているのがわかるようなアピール

が、今後も重要な視点になってくると思う。 
（鉢呂委員）「生活史に対応した」という中で、構造的に、魚礁と組み合わせた種苗放流や

餌料生物の増産によって、生産量を確保していくというような中身も含まれると考えて

いる。一方、水産生物の生活エリアとして他の施設の関連、人為的な行為などから生物

多様性の問題も生じることも考えられる。魚礁と餌料生物の増産と、種苗放流とあるい

は放流効果といった関係を精査した中で、いろんな魚礁の組み立てなりを考えていく必

要があると思う。その辺も今後議論していただきたい。 
（田中委員）栄養塩類の関係の「物質循環の正常化」については、松田委員からのご指摘

のとおりですが、平面的かつ鉛直的な物理学的な物質循環の正常化と食物連鎖をベース

にした生物学的な正常化の二つの側面があると申し上げた。この点について、マクロ的

な視点で議論していただきたい。 
また、鉄鋼スラグの活用。鉄鋼スラグの有効活用の要請が非常にある。現実の問題と

して、間伐材や貝殻は理解を得やすいが、自然発生のものではない鉄鋼スラグの場合、

漁業者の意識的なものがあると思う。現実的には試験的に使ってきている。有効活用で

きる要素は十分あると思うが、長期的に追跡した例がまだない。短期的には、魚が増え

たなどいろんな報告がある。１０、１５、２０年という追跡調査が無いので、過去のそ

ういったフィールドがあれば、ここで紹介願いたい。 
もう一点だが、点から空間というところで、既存魚礁のネットワーク化。昭和５０年

代以降、沿整事業で相当の魚礁を設置してきているが、そういったものがその海域でど

のような機能を果たしているのか。再評価といいますか、ある海域の再整備を考える場

合に、点から空間へ広げるということになれば、既存の環境の構成要素として、過去の

既存魚礁がどういう役割機能を果たしているのかいうところが一番最初の出発点であ

る気がする。そういう意味での既存魚礁のネットワーク化という捉え方でいいのでしょ

うか。 
（壽委員）漁港施設等の水産環境整備の観点からの改良とある。改良ということで、漁港
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の担当者といろいろと話をしたが、漁港の方もかなり修復する必要があるところもある。

そういう中で、例えば消波堤を崩すという場合に、崩した後の処理にかなり困難な場面

に遭遇する場合がある。そういった既存のものを環境整備の中に、役立てて使うような

形の取組を全国的に考えていったらどうかと思う。一つの政策として、なるべくお金を

使わずに漁場環境を良くしていくという視点を考えればどうかと思う。 
（瀬戸委員）まず環境基盤の重視は、生物多様性の向上と直接関連している。生物多様性

の向上においては、例えば里山における、物理的な適度な攪乱を継続的に行うことで、

極相まで遷移せずに様々な遷移段階が形成され、生物多様性が維持される考え方は、海

にもいろいろな意味で当てはまるのではないか。資料１０のｐ2「適度な攪乱の持続的

な管理」に私なりの解説をしている。資料１０のｐ4 の「おわりに」に生物多様性の価

値を認識するための方法として、「生態系サービス」を上げているが、もう少し水産資

源とつながるような評価の仕方があるように感じる。生物多様性評価の考え方について、

この検討会の中で方向性がでればと思う。 
次に「１．環境基盤の重視」の貝殻を使った餌料培養礁については、資料２－３にも

たくさん要望が出ていたように記憶している。その中でも、単に貝殻を使うだけではな

くて、清掃する前のいろいろ付着物がついているものもそのまま使った方がもっと生産

性が高いのではないかなどの意見があった。環境に優しい二枚貝の無給餌養殖において

も、高密度で飼育すれば自家汚染を招くことから、餌料培養礁などにおいても、周辺の

天然礁と比較して優位に生産性が高いような構造物を高密度で配置することは、むしろ

あまりプラスにならない場合も想定される。環境基盤に見合った漁場の整備基準のよう

なものについても検討してゆく必要があるのではないかと思う。 
「２．点から空間へ」について、資料１０のｐ３「複合化とシステム化」で説明して

いるが、養殖施設と増殖施設をうまく組み合わせてシステム化するとか、蝟集効果、増

殖効果、養殖効果などのいろいろな要素技術をどのように組み合わせていくのかという

具体的な話をこの検討会でざっくばらんに煮詰めていければと思う。 
資料１０のｐ４「おわりに」のところで水産対象種についてふれているが、隣の県が

やっているから当県も同じ栽培対象種を放流するというスタイルでは、仮に資源が増え

ても価格が暴落するなど、漁業として成り立たないということもある。例えば、既存の

流通ラインになかなか乗せられない、生産量の少ない、保存ができない、地場でしか食

べられないような水産資源は、希少価値としての新たな資源性が生まれてくる可能性が

ある。積極的に情報発信して観光客に漁家民宿までに来てもらい食べてもらうことで、

地域振興と地産地消にもつながる。生物多様性の視点からみても、様々な種類の魚介類

を満遍なく利用することは資源的にも非常によろしいことになるのかなと感じる。生物

多様性に配慮した対象種の選定の仕方というものも、どこかに入れればいいのかなと思

う。 
（松田委員）「２．点から空間へ」とモニタリングとの関係だが、青森県と大分県から生活

史を配慮した立体的な先駆け的な取組のご紹介があった。青森県ではウスメバル、大分

県ではマコガレイを、それぞれ調査されていると思うが、この検討会では、生態系全体

がどうなっているのか、底上げをどうするのかに着目しており、できればその他の生物

とか他の魚種がどのように変わってきたのか、それが当然餌とか食う食われるの関係も

あるかと思うので、既にやられているかもしれないが、今後そのような調査を行う場合
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は、対象とする魚種だけでなく、生態系全体の仕組みがどう変わったかをモニタリング

をする必要があると思う。 
３番の環境・生態系保全活動や最後の PR だが、水産庁のお話であった環境・生態系

保全事業のブロックで優秀な事業が全国大会にでるという件で、瀬戸内海の漁師に話を

聞いたが、「今度全国大会に行かなきゃいけんのだ、たいへんなんだ。」とうれしそうに

話していた。生き甲斐というものになっている気がした。この事業は、水産庁として今

までと違った予算の使い方ではないかと理解しているし、盛り上がってくると良いと思

う。 
（磯部座長）松田委員からご指摘があったことと関連するが、今まで発言がなかったこと

で、中間とりまとめをして、事業を始めているが、国と都道府県の役割分担というか、

どの辺を中心に推進していくのか整理が必要ではなかろうか、と思っている。中間とり

まとめには、全体的なことを大所高所からまとめていて、もう少しブレークダウンした

水産環境整備を展開するような基本方針的なものがどうなのか。基本方針に従って都道

府県がマスタープランを作って、水産環境整備を具体的に進めていくという枠組みでと

らえられないか。具体的には基本方針と申し上げたのは、例えば生活史という言葉が出

ていて、それぞれの生物について、岩礁であるとか砂泥域であるとか水温とか水深、餌

とかが一般的に記述されていて、都道府県が展開する時には、地図上に落としていく。

地図上に落としていくと、いろいろな種類の生物、田中委員からあったが、商用になる

ものとならないもの、それも含めていろいろなものを地図上に落としていく。今度は、

その地図を縦に並べてみると、同じ地点が重なり、その地点でどんな環境整備をしてい

かなければならないか、それを瀬戸委員からも仮説検証型という言葉があったが、地図

上に落とした絵がいろんな種類についてかけていくと、ある意味の仮説になると。その

仮説を実際に実現するために、どんな整備をやっていくか。やりながらモニタリングを

して検証していく、といったことも必要なのではないかと。そういう必要があると思う。 
都道府県からみると、中間とりまとめだけだと、ややこの先どうしたらいいのかとい

うのが多少まだまだ迷うということもあるのかなと。 
  それから、後は、過去の紹介をしたらどうかとご意見があった。今日は水産環境整備

というまさにそういう事例の紹介をしていただいたが、過去に事業をやってきて、一歩

手前にあるという事例を紹介していただければ、そこから一歩発展させれば、水産環境

整備に繋がっていくんだと思った。今の私の意見も含めて、基本的には今後事務局で今

日の意見を整理していただいて、次回以降の議論にいかしていただくということを基本

にしていきたいと思う。この時点で事務局からお答えいただけることがあれば今お願い

したい。あるいは次回に向けて整理していただいて、それを意見として活かすというこ

とでよろしいか。 
（内山課長補佐）然り。基本的な質問も含めて次回対応していきたい。 
（磯部座長）委員の先生もそれでよろしいか。 
 
（司会）次回は 6 月 25 日(金)14 時 30 分から第２特別会議室にて開催予定。 
 

（以 上） 


