
水産環境整備の推進に向けて(案）に対する都道府県からの質問・意見
項目 質問・修正意見 理由 対応方針（案）

1

第１章１．（１）情勢の
変化

「沿岸漁業についてもわずかながら減少傾向にある。」
沖縄県においては、「わずかながら」ではないため、検討
願いたい。（沖縄県）

全国の統計値からの記載である

2
第1章１．（２）これまで
の漁場整備

「柔軟な整備」は従来掲げてきた「順応的整備」と同様の
考え方でしょうか。（兵庫県）

「柔軟な整備」については、第1章３（３）資源・環
境変動への対応において説明しているところ。

3
第1章１．（２）これまで
の漁場整備

「水産生物」の定義について、全体に水産生物という言葉
が幾度も使われているが、定義を注釈で入れていただけ
るとわかりやすくなると思う。（岡山県）

水産有用種を指す言葉と思われるが、P13の上から11
行目では、「有用な水産資源」との記述もあり、「水産有
用種」と「水産生物」の使い分けがあるのかと感じてしま
う。

水産生物に統一

4
第１章１．（２）これま
での漁場整備

　「これまでの整備の課題」に関して、海岸保全、港湾整
備など土木事業との連携不足について追記していただき
たい。（山口県）

水産・土木とも海に対する環境改変を行っているにもか
かわらず、これまで縦割り行政の弊害で連携が取れて
いない現状がある。また、土木サイドの整備計画に本事
業で想定されている推進協議会の意見を反映させる仕
組み作りを検討するとともに、本案については、土木サ
イドにも周知していただきたい。

原文どおり。
ここでは漁場整備自体の記述となっているため

第1章１．（２）これまで
漁場整備 「 慮が 分 う えな （ 県）

従来の増殖場整備でも生活史を配慮を行ってきてお
うな強 表 す 在 行 事業

原文どおり
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5 の漁場整備 「配慮が不十分」→もう少し弱くいえないか。（山口県） り、このような強い表現にすると現在まで行ってきた事業
を否定することにならないか少し不安があるため。

原文どおり。
検討会で合意が得られている

6
第1章１．（２）これまで
の漁場整備

「環境収容力」の注釈について
　水産基盤整備事業用語辞典の抜粋（空間の平均的環
境条件下において、特定な種の個体群が種の保存を維
持しうる 大の個体数）の方が、わかりやすいと思います。
（岡山県）

貴見を踏まえ、「海域ごとに、そこに継続的に存
在できる生物の 大量」の部分を「ある大きさの
空間の平均的環境条件下において、特定な種
の個体群が種の保存を維持しうる 大の個体
数」と修正

7

第１章　３．（１）環境
基盤の重視（３）資
源・環境変動への対
応

「湧昇流漁場の整備など新たな環境創出」を行うと新たな
物質循環が生じ、「物質循環の正常化」の方向とは逆の
施策となるのでは？
何の「良好な状態を維持・保全」するのか？資源か、環境
か？両方であれば難しい。（山形県）

湧昇流漁場の整備は、生産性の高い環境を作
り出すため、栄養塩を湧昇させるものであり、(1)
①の物質循環の正常化の考え方に通じる。

8

第１章１．（２）これま
での漁場整備
第３章１．（１）対象範
囲の設定（P8L10）

本案では、水産生物の生活史に着目し「広域的、俯瞰的
な整備へと転換を図る」こととされているが、現実的には、
ある程度、行政区分を考慮して事業計画（全体計画）を策
定せざるを得ないため、対象範囲の設定については柔軟
な対応ができるように記載していただきたい。（山口県）

多くの県においては、県営事業であっても受益市町か
ら負担金を徴収している実態があり、市町の考えなしに
全体計画を策定することは困難である。
　対象範囲を生息環境空間の広がりから決定すると１市
町の行政区域を越えるものがほとんどで、市町営による
漁場事業の実施が困難と思料される。

原文どおり。
行政区分に関しては、本とりまとめの内容にそぐ
わない。
工区分けなどにより、市町と調整できないか検
討してほしい
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項目 質問・修正意見 理由 対応方針（案）

9
第１章１．（２）これま
での漁場整備

「これまでの整備は・・・、より広域的・俯瞰的な視点を取り
入れた実効性の高い整備へと転換を図る必要である。」
「実行性の高い整備を行うため、知見収集を十分行った
後、整備を行う旨」記載すべき。（沖縄県）

現在の書きぶりでは、知見収集と並行して漁場整備を
行うと読み取れる。並行した実施では十分な効果が期
待できないし、実施すべきではない。

原文どおり。
十分な知見が集まるのを待って整備が相当遅
れることは趣旨にあわないため。
並行しても効果は期待できると考える

10
第１章　１．（２）これま
での漁場整備

漁場整備を巡る情勢の変化や課題を踏まえた新たな制
度設計の必要性は理解できるが、海域を限定し、集中的
に管理した方が実効性の高い整備が可能となる場合もあ
ると思われ、必ずしも「広域的、俯瞰的な視点」が必要な
いのではないか。（山口県）

海域を限定した場合においても、広域的、俯瞰
的な視点をもって検討する必要があると認識し
ている。

11
第１章　２．水産環境
整備の基本方針

考え方は理解できるものの、現実的には多くの生物につ
いて、多岐にわたる検証、評価が求められることとなり、計
画策定から事業の検証・評価が煩雑になる恐れがある。
事業実施に際しては、求める資料について、シンプルなも
のとするよう配慮願いたい。（山口県）

可能な限り配慮することとしたい。

12
第１章３．（１）③間伐
材の利用 間伐材部分の削除（静岡県）

間伐材の有用性や具体的な利用方法は検討中の段階
であり、利用促進を図る明確な根拠はないと思われま
す。逆に間伐材の海洋投棄につながる危惧も捨てきれ
ません。

原文どおり。
有用性を前提に既に事業展開しているため。海
洋投棄への懸念は分けて考える話である。

13
第１章２．水産環境整
備の基本方針

「水産生物の動態、生活史に対応した・・・」とあるが、生活
史が解明されているものの方が少ないのではないか。（佐
賀県）

水産生物の生活史について把握できているとこ
ろから少しずつ進めるもの。

14
第1章２．水産環境整
備の基本方針

「生息環境空間」→「生息環境」（山形県）
環境の中には空間という概念も含まれるので、あえて重
ねて表現する必要はないのでは。

原文どおり。
空間の概念を強調するため

15

第1章　２．基本方針
第１章　３．（１）③
第３章　３．実施内容

基本方針には--環境基盤の重視--とあり、3.(1)では--環
境を重視する視点から基盤を整備し—--とあります。
一方で、同段落の3.(1)③では--漁港等の海域に設置さ
れた構造物を環境基盤として捉え直す--とあります。
また、第3章計画策定の3.実施内容では
--環境基盤の重視を踏まえてその活用を積極的に検討
する-とあります。
これらを比較すると「環境基盤」とは環境を重視して今後
設置する魚礁等の構築物であるようにも、計画段階で活
用できる既存の構築物であるようにも読めます。
「環境基盤」の定義をご教示願いたい。

貴見のとおり、両方を含むものと考える。なお、
P09の記述については修正
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項目 質問・修正意見 理由 対応方針（案）

16
第１章３．（１）環境基
盤の重視

追加の提案
⑤　沿岸域における陸水起源の栄養塩の活用
沿岸域については河川からの栄養塩の供給の多寡が、
その水域の生産力の制限要因となっている。陸水起源の
栄養塩を活用することにより、藻場の回復や幼稚魚育成
域の生産力増大を推進する。
（山形県）

本県を含む北部日本海沿岸域は多雪地帯であるた
め、春期の融雪増水による栄養塩の供給が特に多く、
これが沿岸域に広く滞留・拡散することにより、春期に
沿岸域で産卵、着底する多様な水産生物を育んできた
と考えている。しかし、近年は河口の人工化、海岸線の
人工化が進み、沿岸域に滞留することが少なくなり、沖
合に移送され、表層に拡散するなど流況が変化してき
ている。

原文どおり。
適切な栄養塩レベルの確保については、「①物
質循環の把握と正常化」の中で記述。

17
第１章３．（１）環境基
盤の重視

有用な水産生物のみを都合よく増やすことは生態系の観
点から非現実的であり
↓
（削除）

一般論として趣旨は理解できますが、雑海藻を駆除し
てｽｻﾋﾞﾉﾘのみを繁茂させるノリ養殖や、競合生物を駆
除してアサリのみを増産する貝類漁場管理が現実に行
われているため、削除すべきと考えます。

貴見の趣旨を踏まえ、「生態系の観点から非現
実的であり」の部分を「生態系全体に着目した
場合、必ずしも合理的ではなく」に修正

18
第１章　３．（１）環境
基盤の重視

「生態系の観点」の意味について
　意味が理解しにくいので、わかりやすい表現にしてほし
い。食物連鎖の原理という理解でよいでしょうか。（岡山
県）

19
第１章　３．（１）環境
基盤の重視

「（有用な水産生物のみを都合良く増やすことは生態系の
観点から非現実的であり、）環境を重視する視点から基盤
を整備し、生態系全体の生産力の底上げをめざしてい
く。」という文章の意味について
　文章全体がわかりにくいので、わかりやすくして欲しい。
（岡山県）

「（有用な水産生物のみを都合良く増やすことは食物連
鎖の原理から非現実的であることから、）生態系の基礎
生産を拡大することによる生態系全体の生産力の増加
を目指し、物理・化学的環境を考慮した基盤整備を推
進していく。」という理解で良いでしょうか。

（岡山県）
進していく。」という理解で良いでしょうか。

20
第１章　３．（１）環境
基盤の重視

従来からの事業では、堆積土砂の除去は費用対効果の
面で事業化できないものが多かったが、水産環境整備と
いう観点においては、漁場の復旧という考え方で、B/C如
何にかかわらず堆積物等の除去は可能とするのか。（山
口県）

効果の把握について新たな視点で検討してい
る。

21
第１章　３．（１）環境
基盤の重視

物質循環が変化した要因（ダム、港湾施設等）を除外しな
ければ、正常化は不可能であり、物質循環が変化した原
因者の責任をどう捉え、どう対応していくのか。(山口県）

正常化は単一手法にとらわれるものではない。
環境が変化した中でどのように捉えるかを考え
ていく。

22
第１章　３．（１）環境
基盤の重視

浮魚礁の位置付けについて，明記していただきたい。（鹿
児島県）

沖合域における整備が湧昇流漁場の整備に特化され
ているが，回遊性魚種を対象とした浮魚礁は，環境整
備上どのような位置づけなのかがわからない。

原文どおり。
水産環境整備の観点から湧昇流漁場を特出し
している。他の整備についても対象とする水産
生物に併せて取り入れていくものであり、本文に
明記する必要はないと考えている。

23
第１章３．（１）①物質
循環の正常化

競合生物の抑制について記述（滋賀県）
外来種などの利用されない生物の異常増殖は、物質循
環を停滞させるため、それらの持続的抑制は環境基盤
整備の一つとして位置付けるべきと考える。

原文どおり。
生物同士の関連性については（２）点から空間
へで記述されているため。
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項目 質問・修正意見 理由 対応方針（案）

24
第１章３．（１）①物質
循環の正常化

本県の調査研究では、頻発する貧酸素水塊の解消に、
湧昇流漁場が寄与するとしています。湧昇流の定義に貧
酸素水塊の解消効果を加えることを要望します。（福岡
県）

原文どおり。ここでは貧酸素水塊の解消効果を
念頭に置いていないが、貧酸素水塊の解消に
ついては、第３章（２）①「物質循環の把握の正
常化」の中で取り扱って参りたい。なお、P10の
記述については修正。

25
第１章３．（１）①物質
循環の正常化

・対象海域の物質循環を把握するための調査は，事業対
象とはならないのか？（鹿児島県）

事業内容に応じて必要なものは対象となる。

26
第１章３．（１）①物質
循環の正常化

　河川から海域までにかかる物質循環について、これまで
総合的に調査研究をされたことがないと思うが、その把握
手法について今後指針が示されるのか。
　また、把握にかかる調査費用について公共事業費で実
施することができるのか。
　正常化という表現があるが、正常の定義をどのように考
えるのか。（北海道）

把握手法の調査研究については、貴見を踏ま
え検討を進めていきたい。実施については、現
行制度において可能な調査内容を有効に活用
することが望ましい。正常化の基準は地域ごと
に設定されるものと考える。

27
第１章３．（１）①物質
循環の正常化

「物質循環の把握と正常化」とあるのですが、正常化の指
標は海域ごとに設定するのでしょうか。水質、栄養塩類
等、「正常」の目安は海域ごとに異なると思いますが、基
礎情報に乏しいため、指標の設定は難しいと考えます。
（石川県）（石川県）

28
第１章３．（１）①物質
循環の正常化

下から7行目にある「栄養塩レベルの確保」について
　　　水産基盤整備担当者（土木職等の「栄養塩」という言
葉に馴染みが無い人もいる）を想定した指針・手引きとし
た場合、「栄養塩」がどういったもので、どのような役割を
示すのかを注釈で示した方が、理解されやすくなるので
はないでしょうか。（岡山県）

貴見を踏まえ、「栄養塩レベルの確保」の部分を
「栄養塩（海藻の成長に必要な窒素、リン等）の
レベルの確保」と修正。

29
第１章３．（１）①物質
循環の正常化

適切な栄養塩レベルや干潟維持に必要な土砂流入量等
の物質循環の適切な把握をどのように行うことを想定して
いるのか。環境基盤の整備の中で具体的な調査指針等
を示すのか。（山口県）

今のところ調査指針等の検討は行っていない。
まず、海域毎に必要な把握を行っていくことを
想定している。

30
第１章３．（１）①物質
循環の正常化

「里海」脚注が必要ではないか。
（山口県）

本文中の里海に脚注を追加。
５　沿岸域のうち、自然生態系と調和しつつ人
手を加えることにより、高い生産性と生物多様性
保全が図られている海（生物多様性国家戦略２
０１０）

31
第１章３．（１）①物質
循環の正常化

「空間における水質、栄養塩、流動、漂砂、底質等の物質
循環・・・」
流動とは何を意味しているのか、ご教示願いたい。（沖縄
県）

海水流動のことである。
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項目 質問・修正意見 理由 対応方針（案）

32
第１章３．（１）②藻
場・干潟の保全・造成
及び底質改善の推進

「飛躍的に回復」現実性のある表現にすべきではないか。
（山口県）

貴見を踏まえ、「減少傾向に歯止めをかけるべ
く、飛躍的に回復しなければならない」の部分を
「減少傾向に歯止めをかける取組を早急に推進
する必要がある」と修正。

33
第１章３．（1）③資源
の有効活用等の推進

,既存魚礁は「資源」との理解でよろしいか。
第3章3．③資源の有効活用,の表現と併せて整理し,ご教
示願いたい。

以下の通り修正
「資源」→「未利用資源」

34
第１章３．（1）③資源
の有効活用等の推進

「新たな評価手法の方向性」に記載されているように「水
産生物を特定できる場合は従来の評価手法を基本とす
る」のであれば、魚礁の原単位を主とした定量的評価とせ
ざるを得ない。事業での活用を促進するのであれば、餌
料培養機能の評価方法を早期に確立する必要がある。
（山口県）

餌料培養構造物を装着した人工魚礁の事前評
価において、餌料培養構造物の効果が反映さ
れた増産期待量の設定が可能な場合、それを
用いて生産量増加効果を評価することができ
る。餌料生物の生産量の算定は、間伐材魚礁
の調査で試験的に実施した例等を参考にされ
たい。

35
第１章３．（1）③資源
の有効活用等の推進

「既存魚礁の再生を図り、」とありますが、具体的にはどの
ようなイメージなのでしょうか。また、国庫補助事業となる
のでしょうか

貴見の趣旨を踏まえ、「既存魚礁の再生を図り」
の部分を「過去に設置した魚礁等の効果の検
証とその効果的な活用を推進し、」に修正の有効活用等の推進

のでしょうか。
証とその効果的な活用を推進し、」に修正

36
第１章３．（1）③資源
の有効活用等の推進

「既存魚礁の再生を図り」とあります。
魚礁の機能再生については現場からの要望も大きいとこ
ろですが,採用可能な手法についてご教示願いたい。

効果が低下して使われなくなっている魚礁漁場
の有効利用をいう。国庫補助となるかどうかは内
容による。

37
第１章３．（1）③資源
の有効活用等の推進

「既存魚礁の再生」の意味について
　「既存魚礁の再生」がイメージしにくいので、わかりやす
い表現にして欲しい。（岡山県）

「○○等の既存魚礁の再生」といった例示を合わせて
記述いただけるとわかりやすくなると思います。

38
第１章３．（1）③資源
の有効活用等の推進

既存魚礁の再生とは具体的にどういうことか。（佐賀県）

39
第１章３．（1）③資源
の有効活用等の推進

具体的な記述がないが、何を想定しているのか。網掛かり
の防除などを補助の対象とするのか？（山口県）

効果が低下して使われなくなっている魚礁漁場
の有効利用をいう。国庫補助となるかどうかは内
容による。

40
第１章３．（1）④沖合
域における湧昇流漁
場等の整備

「湧昇流漁場の整備」について、
湧昇流はコントロールできるものではないはずだが、ここ
で言う漁場の整備とは具体的にどういう整備のことか？
（沖縄県）

湧昇流漁場の整備は、生産性の高い環境を作
り出すため、栄養塩を湧昇させるもので、既に
物質循環が把握された事例がある漁場整備と
いえる。
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項目 質問・修正意見 理由 対応方針（案）

41
第１章３．（1）④沖合
域における湧昇流漁
場等の整備

本案全体を通じ、沖合域については、「湧昇流漁場の整
備」に限定された記載となっているが、新たな環境創出で
はない生産漁場の整備等は、今後、整備の対象とはしな
いのか。
　また、本文中の次行以下①～④については、「沿岸域」
と「沖合域」に分けて記載してはどうか。（山口県）

原案どおり。（湧昇流漁場の整備については例
示であり、生産力の向上を図るための整備が含
まれる。）
整備の対象を絞り込むことは考えていない。
なお、「④沖合域については、…」の文の2,3個
目の読点を削除し、湧昇流漁場以外の漁場整
備もある旨をわかりやすくする。

42
第１章　３．（２）点から
空間へ

「良好な生息環境を創出するため」
↓
「水産生物の良好な生息環境を創出するため」（山口県）

貴見のとおり修正

43
第１章　３．（２）点から
空間へ

「複数の離れた場所に」との記述について、資源を「系群」
として捉えた場合は、この記述もありえるが、離れず連続
して生息しているような資源（ナマコやサザエ、海藻類な
ど）は当てはまらないのではないか。また、文章が全体的
に難解（山口県）

ここでは、ナマコやサザエなど連続して生息して
いるものは、1つの集団として捉えている。
少し難解に見えることから一部修正。

44
第１章３．（２）点から
空間へ

「こうした水産生物を中心として」→「こうした水産生物を内
包して」（山形県）

生態系は水産生物を中心に構築されると考えるのは人
間側の論理。今回生態系に着目した事業展開を考える
ならばもう少し謙虚な表現にした方がよい。

貴見のとおり修正

整備の対象範囲には、・・を一要素として評価することも重

45
第１章３．（２）点から
空間へ

整備の対象範囲には、 を 要素として評価することも重
要である
↓
整備の対象範囲に含まれる、・・を一要素として評価する
ことも重要である

貴見のとおり修正

46
第１章３．（２）点から
空間へ

「沖合域については、・・・慎重に選定することが望ましい」
との記述については、削除するか前段の段落に含めて記
述していただきたい。（山口県）

当該２行は「沖合域」について記載されているが、①資
源回復計画等との整合、②造成適地を慎重に選定する
ことは沖合域に限定したことではなく、漁場造成全般に
関係するため。

沖合域における記載について、趣旨を明確化
するため一部修正。

47
第１章３．（２）点から
空間へ

「沖合域については、・・・」について
　段落が変わった初めに、「沖合域については…」との説
明がなされているため、この段落より前が、「沿岸域につ
いて」の説明だったのかな、と感じてしまいます。沿岸域と
沖合域を定義する説明文があるとわかりやすくなると思い
ます。
　また、沖合域については、資源回復計画との整合性に
よる適地選定の記述がされていますが、適地選定は、生
物の動態を把握すると伴に関係する物理環境等を勘案し
て検討したうえで、資源回復計画等と整合性を図ることが
望ましいと思います。（岡山県）

48
第１章　３．（３）資源・
環境変動への対応

　「計画段階ですべてを把握、予測することは困難であ
る」にしてはどうでしょうか。（「予測」の追加）（岡山県）

貴見のとおり修正
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項目 質問・修正意見 理由 対応方針（案）

49
第１章３．（３）資源・
環境変動への対応

「計画段階で全てを把握することは困難である。従って・・
柔軟な整備を行う」とあります。
事前に長期計画の承認を受け,それに従って単年度予算
を要求・執行し,計画変更の都度承認を必要とする従前の
やり方が,今後どのように変更されるのでしょうか。次期長
期計画の検討時間が少ない状況ですので,見通しをご教
示願いたい。

実施方法などは検討しているが、手続きについ
ては、検討していない。必要が生じれば見直し
ていく。

50
第１章３．（３）資源・
環境変動への対応

「柔軟な整備」について
　計画を柔軟に変更できるという意味と理解してよいので
しょうか。（岡山県）

修正しない
柔軟な整備と計画を柔軟に変更することを意図
していない。

51
第１章３．（３）資源・
環境変動への対応

「・・・柔軟な整備を行う。」柔軟な整備とは何か。
資源や環境は常に変動しているが、整備した漁場はこれ
らに合わせて変動可能なのか。（沖縄県）

「柔軟な整備」については、第２章において説明
しているところ。

52
第１章３．（３）資源・
環境変動への対応

上から1行目にある「漁業者の役割は重要である」につい
て
　　　「計画時の早い段階からの関与が不可欠である」と具
体的に明記しては、どうでしょうか。
（岡山県）

原文どおり。
ここでは、連携の主体として漁業者の重要性を
説明。環境・生態系保全活動との連携の必要性
については、第3章５①で詳細に説明。

「生息環境空間を実験生態系フィールドと捉えて新たな

53
第１章３．（３）資源・
環境変動への対応

「生息環境空間を実験生態系フィールドと捉えて新たな
技術開発や実施実験の場として活用を図ることも重要で
ある。」
環境等に配慮するような文言を追加すべき。（沖縄県）

自然環境下において安易に実証実験を行うことは好ま
しくないため。

原文どおり。
自然を破壊するような実証実験は想定されな
い。

54
第１章３．（３）資源・
環境変動への対応

新しい制度の中で、水産公共事業で実証実験に補助す
る制度を創設するのか。（山口県）

技術活用パイロット事業・モデル事業等の活用
により、実証的な施工は積極的に取り入れてい
きたい。

55 第２章１．概要
生活史の把握や沿岸域の状況調査など、現状把握の推
進を追記して欲しい。（新潟県）

環境収容力など、水産環境整備を計画するための知見
が圧倒的に不足しているため。

趣旨を踏まえて修正

56 第２章１．概要

水産環境整備では、対象範囲が点（事業の実施箇所）か
ら空間（生活史全体）となっているが、複数の事業で構成
される空間作りにおいて、費用対効果が１以上保たれれ
ば事業が実施できると考えて良いか。（北海道）

　個々の施設の便益を考えた場合、産卵場、育成場、
漁獲場所それぞれ対象となる魚を漁獲する便益を考え
ると便益が重複となり、施設の費用対効果が個々には１
を超えない状況が危惧される。

個別相談されたい
新たな評価手法は検討中である

57 第２章１．概要

「従来型の事業は、目標の漁獲増加量を重視していた」
について
　水産環境整備事業（空間重視）との比較を強調するの
であれば、「従来型の事業は、対象生物の漁獲増加量を
重視していた」という表現の方が、わかりやすいと思いま
す。（岡山県）

貴見のとおり修正

7



資料１－２

項目 質問・修正意見 理由 対応方針（案）

58
第２章　１．概要
第３章　２．目標設定

「生態系全体の生産力の底上げ」の意味について
　「生態系全体の生産力の底上げ」の意味がわかりにくい
ので、わかりやすい表現にして欲しい。
　　(P5　上から10行目、P9　下から12行目も同じ)
（岡山県）

「底上げ」という言葉からは生態系ピラミッドの底辺を拡
大するイメージを抱いてしまうので、生態系ピラミッド全
体を拡大するイメージ文言の方がよいと思います。

「生態系全体の生産力の底上げ」は原文どおり
とし、趣旨を踏まえて他の箇所を補足する。

59 第２章１．概要

生態系全体を事業の対象と捉えた場合、関与する生物種
は多岐にわたり、生態等が把握できてない生物の方が多
い。
　また、水産公共事業は有用水産資源の増産を目指す必
要があり、「生態系全体の生産力の底上げ」を目標とする
のであれば、水産庁の枠ではなく環境省の枠ではないの
か。（山口県）

生態を研究レベルで把握することは現時点では
想定していない。
また、都道府県レベルで所掌の縦割りの意識を
有している実態を踏まえ、今後それらの解消に
努めていきたい。

60 第２章１．概要

水産基盤整備事業の目標は「生態系全体の生産力の底
上げ」とあるが、実施方法は「対象魚種の生活史に対応し
た漁場整備」となっている。この実施方法では従来の「対
象種の増産」が目標であると感じるが矛盾はないのか？
（新潟県）

一般的に対象種の知見は他より豊富であり、そ
れらにまず着目して実施していく流れは、生産
力の底上げという方針に矛盾しないと考えてい
る。

61 第２章１．概要
「水産資源の回復・増大と豊かな生態系の維持・回復」
→「豊かな生態系の維持・回復による水産資源の回復・増
大」（山形県）

水産資源だけに着目した回復・増大策ではうまく行かな
い部分について、生態系全体を豊にすることにより水産
資源も増やそうという表現はいかがか。

原文どおり。
水産環境整備では、それぞれを目標に位置づ
けている。

表中の「関係者等による協議会の設置（実施体制・水産

62 第２章１．概要

表中 関係者等による協議会 設置（実施体制 水産
環境整備の欄）」について
　協議会といった畏まった場では漁業者等から率直な意
見が出にくくなるとともに、事業主体等の負担事務量（委
員日程調整、会場準備、旅費･報償など）が増大するた
め、協議会よりもざっくばらんな場（関係者が一堂に会す
る場でなくても、事業主体と関係者が1対1で意見交換す
る場合も想定される）、例えば「関係者等による意見交換
の場の設置」といった程度の表現が良いのではないでしょ
うか。（岡山県）

P7の下から12行目では、「推進協議会のような場」との
表現になっています。

貴見趣旨を踏まえ、
「事業主体のほか、関係する水産業協同組合、
地方公共団体及び試験研究機関が中心となっ
た意見交換の場を定期的に持つことが望まし
い。その中で意見交換を行うとともに、水産環境
整備の目標、事業の進捗、モニタリング等の情
報を共有する。」と修正。

63 第２章１．概要（表中）

実施体制　--関係者等による協議会とあります。
この協議会は、事業主体、試験研究機関、関係市町、関
係漁協が参加する既存の魚礁利用協議会と理解してよろ
しいか、ご教示願いたい。

なお、既存の魚礁利用協議会の場を利用しても
差し支えない。

64 第２章１．概要 協議会の設置は義務となるのか。（新潟県）

65 第２章１．概要　表中
協議会の設置
事務量が増えるわりに実益がないと思われます。（静岡
県）

特に本技術検討会は高度な生態系の活用を目指して
おり、評価できる人材は限られると思われます。

66 第２章１．概要　表中
複数種（整備海域において生態系を構成する主要な生
物）（佐賀県）

「生態系を構成する生物全体」では莫大な数となり評価
困難と思われる。

原文どおり。
種ごとではなく生物量で評価することも含むため
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項目 質問・修正意見 理由 対応方針（案）

67 第2章１．概要　表中
対象種の「生態系を構成する生物全体」を「生態系を考慮
する」に変更（静岡県）

全生態系を掌握することは、開放域の海洋では現実的
に大変厳しいと思われます。

原文どおり。
現実にできる範囲を想定している。

68 第２章１．概要　表中

生態系ピラミッドの評価手法が開発されていない中では、
従来の水産生物の漁獲量等で定量的な評価を行わざる
を得ず、結果として従来の事業と何ら変わらないものとな
るのではないか。（山口県）

いきなり大きく変えることは考えていない。
第3章にあるような計画づくりやモニタリングなど
少しずつ変えられるところから工夫していくもの
と考えている。

69 第2章１．概要
生態系ピラミッドの他の階層による評価
具体的にどういうことなのか。ご教示頂きたい。（沖縄県）

本とりまとめでは考え方にとめ、具体的には、今
後別途検討を深めていく予定である。

70 第２章１．概要　表中
「生態系ピラミッドの他の階層による評価」について、別紙
（新たな評価手法の方向性）に記載されているが、もう少
し具体的に説明願いたい。（佐賀県）

71 第２章１．概要　表中

表中の整備内容について水産環境整備では、生息環境
空間の改善・修復・創出となっているが、具体的な事業内
容として従来の魚礁・増殖場等の整備と異なる手法で実
施することになるのか？（大分県）

従来の整備手法も含めて実施する。

第２章２ 事業体系
新規プランからスタートする事業の流れだけではなく、既
存

これまでの基盤整備事業では、測試による対応のみ
で 十分なモニタリングがおこなわれておらず 既存事

原文どおり。
72

第２章２．事業体系
新 業
存の基盤整備事業について、モニタリングからスタートす
る事業を実施できるようにしていただきたい。（山口県）

で、十分なモニタリングがおこなわれておらず、既存事
業についてモニタリングから事業をスタートさせること
で、低コストの事業展開が期待できる。

個別に必要性、内容、モニタリング内容等を加
味して判断していきたい。

73 第２章２．事業体系

図中の「Plan（計画）」のカギ括弧内について
　図中の「Plan(計画)」のカギカッコ内に、
　 ○事前調査
　　　　生物相、生態系の構造の把握
　　　　生息環境（水温、塩分、底質・・・）の把握
　 ○制限要因の絞込み
　 ○対策案の絞込み
　といった表現を入れてみると、わかりやすくなるのではな
いでしょうか。
また、P6　「（１）計画」内の記述に「現状把握と課題整理」
について説明する記述を入れてはどうでしょうか。（岡山
県）

目標作成等の前に、以下のような現状把握や海域が抱
える課題の整理を行うことが、水産環境整備を行ってい
く上で重要ではないかと思います。

わかりやすく修正

74 第２章２．事業体系

ＰＤＣＡサイクルは従来型の公共事業から脱却するために
は非常に意義深いものと考える反面、現実的にそのような
取り組みが可能なのかどうか疑問も残る。　特に複数年の
取り組みとして考えるなら、予算等が確実に確保できるの
か。また、複数年の計画において予算の裏付けがなく
なった場合、それまでのモニタリング調査あるいはそれま
での評価内容をどのように考えるのか。　（山口県）

予算配分については検討会の対象外。
ただ、水産環境整備の考え方を一歩でも二歩
でも進め、広くその効果や必要性の理解が得ら
れれば、予算の確保につながるのではないか。
後段の「予算の裏付けがなくなる」については、
その仮定を理解できないためコメントを差し控え
る。
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資料１－２

項目 質問・修正意見 理由 対応方針（案）

75 第２章２．事業体系

PDCAサイクルを実施すれば、整備内容、全体計画を見
直すことになる。全体計画が変われば、計画変更となると
考えられるので、その旨の記述が必要ではないだろうか。
（茨城県）

原文どおり。
現行の表現でも趣旨は読み取れると考える。

76 第２章２．（１）計画

現在、全体計画の事前評価では費用対効果が重視され
ているが、水産環境整備の全体計画ではどのように事前
評価を行うのか？
現在、魚礁整備と藻場造成は、一体的に整備してもその
増産効果は個別に算出している。一体的に増産効果を評
価した場合、従来の算出方法では費用対効果が出ないと
想定される。（新潟県）

一部修正。全体計画は、費用対効果分析の対
象には考えていない。

77 第２章２．（１）計画
長期的目標と短期的目標の具体的な違いと位置づけ（茨
城県）

長期的目標と短期的目標がわかりにくい。長期的目標
＝全体計画（マスタープラン）、短期目標＝実施計画
（アクションプラン）であることがわかるように記載した方
がわかりやすい。

わかりやすく修正

78 第２章２．（１）計画

短期的な目標に係る個別の実施計画は、従来の水産基
盤整備事業における事業計画と同様のイメージか
　「全体計画」は広域的、俯瞰的に策定しても、個別の実
施計画は従来のとおり、「点」としての整備とならざるを得
ないと考える。（山口県）

貴見のとおり。

「目標は不確実性を加味して設定 とある 方で「定量的

79 第２章２．（１）計画

「目標は不確実性を加味して設定」とある一方で「定量的
な指標を用いて事前評価」とあります。
不確実な目標を定量評価する手法について、今後ガイド
ライン等を示していただけるのか見通しをご教示願いた
い。

わかりやすく説明。
前段が全体計画で、後段は実施計画として分け
て考えていく。
ガイドラインは今のところ検討していない。

80 第２章２．（１）計画

目標に環境や資源変動といった不確実性を加味するとし
ているが、どの程度までを許容範囲に想定しているの
か？定量的な目標に不確実な値を加味することは難しい
と考える。そのため、設定した目標そのものに意味がある
ものといえるのか？（茨城県）

81 第２章２．（１）計画
「不確実性を加味して設定する。」とはどのような内容で
しょうか。（兵庫県）

予測できないような資源・環境変動などについ
てある仮定をおいて検証できるようにしながら設
定すること。

82 第２章２．（１）計画
「不確実性を加味して設定する。」とありますが、具体的に
はどのように設定するのでしょうか。

83 第２章２．（１）計画
「不確実性を加味した目標設定」とは何を想定しているの
か。（山口県）

84 第２章２．（１）計画
不確実性を加味して設定した目標に対する事後評価は
いかにするのか。（山口県）

事後は予測した仮定を踏まえて検証していく。
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資料１－２

項目 質問・修正意見 理由 対応方針（案）

85 第２章２．（１）計画

「目標については、対象海域の環境や資源の変動といっ
た不確実性を加味して設定する。」について、現実的に可
能なのか。また、この目標を評価する場合、どのように評
価するのか。（沖縄県）

仮定をおけば可能と考えている。

86 第２章１．（１）計画

「生息環境空間の生物生産量そのものの増加に着目」に
ついて
　「生息環境空間の環境収容力を的確に評価し、生物生
産量そのものの増加に着目」という表現にしてはどうでしょ
うか。（岡山県）

貴見のとおり修正

87 第２章２．（１）計画
「全体計画」に係るB/Cの考え方は？「定性的（Ｐ9）」であ
ればB/Cは求めないと考えてよいのか。（山口県）

一部修正。全体計画は、費用対効果分析の対
象には考えていない。

88 第２章２．（１）計画
「定量的な指標を用いて事前評価を行う。」とありますが、
定量的な指標とは、具体的にどのようなことを想定してい
るのでしょうか。(岩手県）

現行の指標に、新たなものを追加する予定であ
る。

89 第２章２．（１）計画
定量的な指標について、水産統計の魚種区分が減少し
ている中でいかにして精度、信頼性を担保するのか。(佐
賀県）

地域の創意工夫やモニタリングがポイントにな
る。

害敵駆除や耕耘によって管理される　アサリ漁場は干
潟の本来の姿ではないという主張、ノリ支柱柵漁場とし
ての利用が低下した海域に発達したカキ礁を重視する
主張があ ます ま 海域浄化が進 だ結果 色

90 第２章２．（２）実施

その海域の本来の生態系を重視し
↓
漁業活動によって長年にわたって順応的な管理をされて
きた里海の生態系を重視し

主張があります。また、海域浄化が進んだ結果ノリの色
落ちが発生するなど、「本来の生態系」は、漁業活動に
とって好ましいものではない場合があります。
　平成22年10月18日の読売新聞夕刊では、外来種ﾎﾝ
ﾋﾞﾉｽｶﾞｲが漁業資源として利用されている実態を紹介す
る一方で、「本来の生態系を取り戻すための環境整備
が必要」としてリード文を締めくくっています（記事コピー
添付）。
第1章3-(1）-①（ｐ3）では「里海の視点から見た適切な
栄養塩レベルの確保」とあり、同様に「里海の生態系」と
するか、「本来の」を削除すべきと考えます。

貴見を踏まえ、以下のとおり修正
（修正前）
「その海域の本来の生態系を重視し」
（修正後）
「その海域の生態系の保全、再生を重視した」

91 第２章２．（２）実施 本来の生態系とはいつの時点を想定するのか。（香川県）

瀬戸内海は、戦前、高度成長期以後、平成以降で大き
く生態系及び環境が変化している。漁獲量から見れ
ば、高度成長期以後が望ましいが、富栄養化しており
環境面では好ましくない。
戦前の状況は不明な点が多く、目標とすべきか疑問が
残る。

92 第２章２．（２）実施
１００年前、10年前、現在と生態系や環境は時々刻々と変
化しており、いつの時点を「本来の生態系」と捉えるのか
により整備の内容も変わってくる。（山口県）
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項目 質問・修正意見 理由 対応方針（案）

93 第２章２．（２）実施

　「試行的に一部事業を実施・検証」「改善によって、事業
の柔軟な対応が確立」という記載があるが、柔軟に事業の
中止や見直しが可能となる手法（手法例：「事業中止の場
合の補助金返還が不要」、「見直しによる追加費用をB/C
算定の費用から軽減する措置」など）について、何らかの
措置がされると考えて良いか。
(北海道）

　北海道のような開放的な海域では、沿岸域に増殖対
象魚種の一部の生活空間しかなく、生活史全般に対す
る知見が欠けている。
　一部の生活史から仮説による施設の整備を計画して
も、効果の検証を行うと、見合った効果が出ず、事業の
中止や見直しを行うことが必至である。
　そのような場合に、柔軟な対応が可能となるような制
度設計を行わないと、当初計画の段階で事業の実施可
能性が著しく少なくなってしまうと考える。

効果が出ない地域・整備内容を念頭に置いた
質問であり、そもそもそのような地域は、これまで
も今後も整備の対象にならないのではないか。
なお、水産環境整備は、実施可能性を広げるこ
とも目指しており質問の趣旨が事務局に伝わっ
ていない恐れもある。

94 第２章２．（２）実施
試行的に一部事業を実施し、効果が見られない場合、事
業休止としても、補助金の返還にはあたらないこととする。
（三重県）

効果検証しながら、柔軟に事業を実施するためには、
補助金の返還対象としないことが重要。

具体的な記述に修正

95 第２章２．（２）実施

本来の生態系を重視し、順応的な整備が可能となる体制
とは、如何なる体制か？
「試行的に一部事業を実施・検証しつつ、本格的な事業
展開」との文言がある。これは、試験調査を事業内容に盛
り込むことを想定しているのか？（茨城県）

96 第２章２．（２）実施
「順応的な整備が可能となる体制」について
　「体制・制度」としてはどうでしょうか。（岡山県）

順応的な整備が可能となる体制を作るためには、順応
的な整備がしやすい事業制度も必要

「有効と考えられる」について
貴見の趣旨を踏まえ 「本格的な事業展開を進

97 第２章２．（２）実施

「有効と考えられる」について
　実績が少ない技術・手法についての試行・検証は、「有
効と考えられる」よりも、「必須である」との表現の方が良い
のではないでしょうか。（岡山県）

貴見の趣旨を踏まえ、「本格的な事業展開を進
める手順も有効と考えられる」の部分を「本格的
な事業へ展開することが必要である」と修正

98
第２章２．（３）検証・
評価

「検証に必要なモニタリングを計画的・効率的に実施す
る。」と記述があるが、モニタリングとは、個別の実施計画
ごとにモニタリングを行うのか、全体計画に対してモニタリ
ングを行うのか。それによって、モニタリングによる負担
（人的、経費的）が問題となる。（島根県）

個別の実施計画、全体計画を推進するうえでモ
ニタリングは必要であり、実施手法や体制、地域
特性を勘案して適切に判断していく必要があ
る。

99
第２章２．（３）検証・
評価

・検証に必要なモニタリングは，一括委託でも対応可能
か？またその費用はでるか？（鹿児島県）

委託方法は別途相談されたい。

100
第２章２．（３）検証・
評価

「水産環境整備」事業の中で、これらを活用するための経
費(ソフト事業)も手当されるのか。現実的には予算的な裏
付けがないと連携は困難と考えられる（予算的な裏付けが
あっても難しい）。（山口県）

本文では、事業を効率的に実施するための連
携について記載している。
例えば、漁業者と連携した取組としては、環境・
生態系保全活動等が考えられ、底びき網漁業
のサンプリングの費用負担としては測量試験費
の活用が考えられる。
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項目 質問・修正意見 理由 対応方針（案）

101
第２章２．（３）検証・
評価

モニタリングが、県の試験研究機関により主体的に実施さ
れるような表現となっているが、手法が確立されている調
査は、民間調査会社に委託すべきではないか？（秋田
県）

モニタリングは事業主体が実施するものである
が、実施体制に関しては事業主体の判断に委
ねられる。

102
第２章２．（３）検証・
評価

事業完了後の継続的なモニタリングの費用についての補
助はあるのか。（佐賀県）

趣旨を踏まえて修正

103
第２章２．（３）検証・
評価

水産環境整備事業では、事後調査も補助されると考えて
良いか？（新潟県）

必要なものについては整備後３年程度は対応
できるように検討中。

104
第２章２．（３）検証・
評価

多様な主体の活用や連携を検討し
さらに事業完了後生物相の変遷が安定するまで継続的
に実施する。
↓
事業主体が、事業完了後３年程度継続的に実施できる仕
組みが必要である。

モニタリングの主体は事業主体であり、その期間は、第
4章（p13）の「モニタリングの期間を整備後3年程度は可
能とする仕組みが必要」と整合させるべきと考えます。

105
第２章２．（３）検証・
評価

完了後のモニタリングは、生物相が安定するまでとしてい
るが、環境の変動に伴い生物相は変化するので、何を
持って安定と判断すべきか不明。
第4章の整備後3年との整合性がとれていない。（香川県）

環境の変動に伴い資源量、生態系は変化するものであ
り、目標の設定が困難である。

106
第２章２．（３）検証・ 「生物相の変遷が安定するまで継続的に実施する」を削 少なくても複数年が必要で、現状では予算的にも人員

106
第２章２．（３）検証
評価

生物相の変遷が安定するまで継続的に実施する」を削
除（静岡県）

少なくても複数年が必要で、現状では予算的にも人員
的にも厳しいです。

107
第２章２．（３）検証・
評価

「・・・生物相の変遷が安定するまで継続的に実施する。
都道府県レベルでの人員の減少、予算の減少による調査
力の低下、水産統計の魚種区分の減少等も勘案する。」
（沖縄県）

現状を勘案したら継続的に実施することは困難では。
矛盾しないか。

108
第２章２．（３）検証・
評価

海域環境の変化や資源変動がある中で、生物相の安定
をいつと捉えるのか。本案では「３カ年のモニタリング」が
記述されているが、生物相の変遷は一概に３年で安定す
るものではなく、５年程度は必要。（山口県）

109
第２章２．（３）検証・
評価

「都道府県レベルの人員の減少、予算減少による調査力
の低下、水産統計の魚種区分の減少等も勘案する。」の
意味について
　意味がわかりにくいので、わかりやすくして欲しい。人員
減少、予算減少、統計情報の減少といった現状があるの
で、検証・評価は「出来る範囲でよい」といった意味でしょ
うか。（岡山県）

110
第２章２．（３）検証・
評価

生物相の変遷の安定するまでの期間について幅を持た
せて欲しい。（茨城県）

生物相の変遷の安定するまでの定義について。第4章
の中でモニタリング期間を3年程度としているが、3年程
度の期間で生物相の変遷が安定しない場合も考えられ
るため。
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項目 質問・修正意見 理由 対応方針（案）

111
第２章２．（３）検証・
評価

具体的には、なにをどう「勘案」するのか。（山口県）
モニタリングを行う人員と費用を工面できるかど
うか

112
第２章２．（３）検証・
評価

「長期的に生態系を構成する全ての・・・学校教育と連携
して・・・
活用することも考えられる。」を削除（山口県）

モニタリングの補完調査として、環境に関心を有する
者、地域住民、学校教育との連携による調査は、市民
運動や学校教育の域を出ず、効果把握に正確性を求
められる公共事業の調査にはなじまないため。

原文どおり。
限られた予算の中で、これまでなじみのないも
のもできる限り活用していくべきと考える

113
第２章２．（３）検証・
評価

長期的に・・環境に関心を有する者・・と連携して実施す
る・・調査などを活用することも考えられる。

前段落の「3年程度」と、「長期のモニタリング」を対比
し、モニタリングの実施主体を明示した記述とするべきと
考えます。
また、事業成果に責任を有しない者の参加によって
PDCAサイクルの評価および会計検査に耐えうる結果
が得られるか疑義があります。

原文どおり。
ここではモニタリングの補完手段の例について
記述。モニタリングの補完手段の採否や実施主
体、方法は、現場の状況に照らし水産環境整備
の実施主体が適切に判断すべきと考える。

114
第２章２．（３）検証・
評価

地域住民や学校教育による調査は公共事業の調査には
なじまない。（山口県）

学校教育等と連携した調査では、例えば指標
生物の出現状況等の定性的なデータが水産環
境整備の基礎的情報として活用できることも考
えられる。

115 第２章 ２ （４）改善

事業の柔軟な対応については必要なことであるが、精度
の向上の結果、B/Cが下がる場合や、マイナスに転じる場
合などの対応はいかにするのか

マイナス部分も適切に検証し、以降に反映して
いく。
また 毎年 数年毎を想定 頻度 地域特性を

115 第２章　２．（４）改善 合などの対応はいかにするのか。
また、検証の頻度のイメージは？（毎年やるのか、数年毎
にやるのか）（山口県）

また、毎年～数年毎を想定。頻度は地域特性を
踏まえて決めた方がよいと考えている。

116 第２章３．実施体制

実施機関、共同研究
事業実施は国、地方公共団体および試験研究機関が主
体となりますが、より専門的で総合的な知識を有する大学
または民間企業にも参入してもらうことが望ましいと考えま
す。（京都府）

貴見のとおり。今後の参考にしたい。

117 第２章３．実施体制

特に漁業活動に影響する部分が多いので、漁業者の理
解の中で
↓
特に直接の利用者であり、受益者となる漁業者の理解を
得ながら

漁業活動を振興することが事業の主目的であるため、
変更すべきと考えます。

原文どおり。
漁場整備の目的は漁業活動の振興のみではな
く、環境との調和に配慮することも重要であるた
め。

118 第２章３．実施体制

従来の水産基盤整備は漁業振興策として地元漁業者か
らの要望、同意に基づき実施してきたが、水案環境整備
は、「生態系全体の生産力の底上げ」のため、漁業者から
求められていない「環境の改善」までを実施していく方針
なのか。（山口県）

貴見のとおり。
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項目 質問・修正意見 理由 対応方針（案）

119 第２章３．実施体制

事業主体のほか、関係する水産業協同組合、地方公共
団体及び試験研究機関が中心となった推進協議会のよう
な場を
↓
事業主体のほか、関係する水産業協同組合、地方公共
団体及び試験研究機関等が構成員となった協議会等を

漁業活動を振興することが事業の主目的であるため、
変更すべきと考えます。

「事業主体のほか、関係する水産業協同組合、
地方公共団体及び試験研究機関が中心となっ
た意見交換の場を定期的に持つことが望まし
い。その中で意見交換を行うとともに、水産環境
整備の目標、事業の進捗、モニタリング等の情
報を共有する。」と修正。

120 第２章３．実施体制

・推進協議会設立は義務でしょうか？場合によっては，な
くても良いか？
・協議会のメンバーは事業主体中心に任意で良いのか？
例えば県一本でも良いのか？事業毎に立てなくてはなら
ないのか？
・協議会開催費用は補助対象となるか？（鹿児島県）

なお、協議会開催費用は現在補助対象とは
なっていない。

121
第２章３．実施体制

「そのために、事業実施主体のほか、関係する水産業協
同組合、地方公共団体及び試験研究機関が中心となっ
た推進協議会のような場を定期的に開催していくことが望
ましい。」
↓
「そのために、事業実施主体のほか、関係する水産業協
同組合、地方公共団体及び試験研究機関などが連携し

な事業推進 体 作

推進協議会のような形式的な場をつくりよりも関係者で
必要に応じて集まる柔軟な推進体制が必要であるた
め。

て円滑な事業推進を図っていくことができる体制作りが必
要である。」（兵庫県）

122 第２章３．実施体制

本県では、予算削減の対象として各種協議会の必要性が
取り上げられているため、法的な設置規定がないと新たな
実施体制として協議会を立ち上げ、定期的に開催するこ
とは困難と考えられるが、この扱いについて伺いたい。
　さらに、対象範囲が複数県にわたる場合での国の関与
とは、どのようなものを想定しているのか？
（茨城県）

123 第２章３．実施体制

　水産環境整備の実施体制では、推進協議会等による情
報共有がうたわれているが、水産環境整備の計画作りに
際しても、協議会で議論することを前提にしているのか。
（北海道）

124 第２章３．実施体制

漁業調整上の問題（海域における県境未確定）や会計検
査対応の問題もあり、複数県が連携しての事業実施は困
難。県境問題も含めて、国がどこまで関与するのか。（山
口県）

播磨灘の事例により、事業の実施に関する課題
をモデル的に検討していきたい。
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項目 質問・修正意見 理由 対応方針（案）

125 第２章３．実施体制

広域回遊魚は、各県海域で異なる生活史段階に合わせ
た漁業が営まれているため、その調整は難しく、密な連携
が必要と考えます。「環境整備の推進協議会のような場」
の設置と併せて、水産庁の方針をご教示ください。（福岡
県）

広域回遊魚をめぐる調整については、個別具
体的に検討してまいりたい。

126 第２章３．実施体制

「国が適切に関与することが求められる。」との意味につい
て
　複数の都道府県が関与する計画の場合に、国が漁業
者との調整を行う用意があるということでしょうか。（岡山
県）

今のところ行政レベルの調整を念頭においてい
る

127 第２章４．新たな効果
・環境収容力の向上や生物多様性の保全等の効果算出
手法は？新たな効果として今後検討されていくのか？（鹿
児島県）

貴見のとおり。現在検討中である。

128 第２章４．新たな効果 生物多様性の保全（里海の保全）
第1章にも「生物多様性」の表現がありましたが、生物多
様性と漁場管理（里海的な管理）は相反する概念でも
あるので、整理して表現を統一するべきと考えます。

原文どおり。
ここでは相反する概念ととらえていない（P3脚注
参照）。

129 第２章４．新たな効果
「漁港施設・養殖施設等の活用」
↓
削除（山口県）

効果ではなく手段、手法ではないか。 削除修正

既設漁場の周辺や、かつて整備したが効果が
130 第２章４．新たな効果 “未利用”の定義についてご教示願いたい。（沖縄県）

既設漁場の周辺や、かつて整備したが効果が
低下して使われなくなっているなど、開発の可
能性を有する漁場を示す。

131 第２章４．新たな効果

「環境収容力の向上」効果が示されていますが、環境収
容力とは何をもって評価するのか不明です。具体的には
何を想定されていますか？もし具体的な指標があれば記
入願います。また、「生態系全体の底上げ」についても、
現状に比較して向上させることだと思いますので、現状に
ついてどのように評価するのか具体的なものがあれば記
述願います。（福井県）

環境収容力の評価手法は検討中である。

132 第２章４．新たな効果
「生態系全体の生産力の底上げ」は、「環境収容力の向
上」だけでなく、①～③全てに該当する。（山口県）

水産環境整備の目的そのものであり、「新たな効果」と
して記述は違和感がある。

削除修正

133 第３章　計画策定

目標設定や効果検証・評価の考え方などの記述が具体
性に欠け、作業量や作業期間、予算措置の可能性など、
現実的な手法との乖離が見られます。これらの点につい
ても、提言を受けて作成するガイドライン等において整理
されるよう希望します。

原文どおり
ここでは基本的な考え方にとどめ、目標設定や
効果検証などの具体的な事例を増やしていく中
で、ガイドライン等も含めて検討していく
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項目 質問・修正意見 理由 対応方針（案）

134 第３章　計画策定

第3章の 初には--全体計画と実施計画に分けて位置
づける—とあります。
この2段階の計画と、承認が必要とされる漁港漁場整備長
期計画の関係、また、「柔軟な整備」という基本方針を受
けて、今後の計画承認・変更承認がどのような仕組みにな
るのか、見通しをご教示願いたい。

全体計画は、豊かな海を育む総合対策事業
実施計画は、個別事業計画を念頭においてい
る。

135
第３章１．（１）対象範
囲の設定

以下のような手順を明示しては、どうでしょうか。
（１）保全・修復が必要な海域（「灘」「湾」の単位）を設定
（２）海域環境に係る基本情報の整理（①地形・流れ等の
海域環境データの整理、②各種統計データや調査結果
の整理、③対象海域の生態系構造の把握または推定）
（３）対象海域における現状及び問題点の評価及び課題
（保全・修復手法を含む）
（４）対象海域の保全・修復の指標となる対象種の選定・
抽出
（５）指標種等に係る基本情報の整理（①対象種の生活史
の把握（生活史の図化を含む）、②生息場ネットワークの
把握と評価、③環境・生態会保全活動、資源回復計画、
栽培漁業の整理）（岡山県）

　計画策定（対象範囲の選定）については、対象とする
生物に着目する前の段階にいくつかの段階を明示する
と、水産環境整備の目的に沿っていることがわかりやす
くなると思われます。

趣旨を踏まえて修正

136
第３章１．（１）対象範
囲の設定

対象範囲について、河川も含意すると解釈できるように修
正していただきたい （山口県）

物質循環の把握や森・川・海の連携を進めるために
は 河川を含めなければ環境整備は成り立たない

原文どおり。
河川を含めた陸域については、対象範囲とはせ136

囲の設定 正していただきたい。（山口県） は、河川を含めなければ環境整備は成り立たない。
河川を含めた陸域に ては、対象範囲とはせ
ずに連携の中で進めることを想定している。

137
第３章１．（１）対象範
囲の設定

「対象とする水産生物はこれまでの漁場整備の実績、栽
培漁業対象種・資源回復計画対象種に着目する。」
↓
「対象とする水産生物はこれまでの漁場整備の実績、栽
培漁業対象種・資源回復計画対象種に着目するほか、海
域環境や地域の漁業実態を充分に考慮した上で選定す
ることとする。」（沖縄県）

本県はサンゴ礁海域であり、海域特性や漁業形態が他
県と大きく異なる。複雑な生態系を有する海域であるた
め、原案では対象とすることが出来ない重要な水産対
象種も多く出てくるのではないか。
焦点は絞りつつも、より有意義な事業展開が出来るよう
ご検討いただきたい。

趣旨を踏まえて修正

138
第３章
計画策定
１．対象範囲

対象とする水産生物は複数選定するとしているが、生活
段階ごとの生息環境まで考慮した結果、複数種類が選定
できない場合の取り扱いについて伺いたい。（茨城県）

環境基盤の重視の考えを踏まえると、複数種類
が選定できない海域は今のところ想定していな
い。

139 第３章　計画策定

対象種，目標，整備内容
・生態系全体の生産力の底上げ，生活環境空間の改善・
修復・創出を目標とした場合，湾や灘で生活史が完結す
るものしか対象種とならないのか？
・ 高度回遊性魚種であるカツオ，マグロは対象となるか？
・ ベントスやプランクトン，餌料生物が主対象ともなり得る
か？
・単に対象種を蝟集させて，漁獲するようなタイプの魚礁
は事業対象外となるのか？（鹿児島県）

第３章計画策定を参照。
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項目 質問・修正意見 理由 対応方針（案）

140
第３章１．（１）対象範
囲の設定

対象範囲の設定に「湖」を追加（滋賀県）
海域以外の水産環境整備の推進についても記述すべ
きである。

原文どおり。
例示として「湖」を追加する必要性はないと考え
る

141

第３章　１．（１）対象
範囲の設定
（沖合域の水産生物
について）

本事業の対象海域は、沿岸海域の「灘」や「湾」が主体と
なっていますが、京都府の主要漁業の1つである底曳き
網漁は沖合海域となります。本事業での沖合海域の位置
付けは、どのように考えればよろしいか。
（京都府）

重要な対象魚種であるズワイガニ、アカガレイ資源の生
産力を底上げするための沖合海域の環境条件や餌生
物の動向を把握する必要があると考えます。

沿岸域・沖合域の別にとらわれず、対象生物の
生活史にかかわる空間的広がりを対象とされた
い。

142
第３章　１．（１）対象
範囲の設定

空間の広がりは、「灘」、「湾」の単位が目安となる　とされ
ていますが、沖合域や深海域については、これを広く読
む形になるのでしょうか、それとも、別に策定する予定があ
るのでしょうか。（福井県）

143
第３章１．（１）対象範
囲の設定

空間の広がりは「灘」と「湾」の単位が目安となる。とされて
いるが、それ以外の想定される単位を
示していただきたい（東京都）

東京都の島しょの場合、「灘」「湾」を単位とすることが難
しい。外洋に面した島の場合、閉じられた環境が少ない
ため、どうしても生活史が広域に及ぶ生物が多く、空間
の単位の考え方が難しいため。

「○○海」、「○○沿岸」を追加

144
第３章１．（１）対象範

「灘」 → 「○○海」（秋田県）

「灘」を辞書で引くと「陸地から遠くて波のあらい海。」と
なっている。あいまいで分かりにくい表現なので、修正
が必要ではないか。
秋田県で漁獲されるマダイ、ヒラメ、ハタハタなどは、青

144
第３章１．（１）対象範
囲の設定

「灘」 → 「○○海」（秋田県）
秋田県で漁獲される ダイ、 ラメ、 タ タなどは、青
森県から石川県までの海域を回遊しており、日本海北
部系群と呼ばれている。よって、この海域をひとくくりに
することができる。

145
第３章１．（１）対象範
囲の設定

「空間の広がりは「灘」、「湾」の単位が目安になる」とある
が、水産生物の生活史における移動回遊範囲をひとつの
広がりの単位として目安とすべき。（青森県）

本県周辺海域を考えた場合、「灘」、「湾」の単位と考え
ると、該当するのは陸奥湾のみで、日本海、太平洋、津
軽海峡では対象範囲の設定ができなくなるおそれがあ
るから。

146
第３章１．（１）対象範
囲の設定

「空間の広がりは、「灘」、「湾」、「沿岸域もしくは沿岸地
先」の単位が目安となる。

このような定義だと、「湾」以外の部分は事業展開が出
来ないもと感じる。また、国で定めた資源回復計画対象
種となると、「灘」、「湾」で賄いきれない範囲と思われ
る。

147
第３章１．（１）対象範
囲の設定

空間の広がりの目安を「灘」「湾」とする根拠が不明。資源
の系群に着目するのであれば、もっと広範囲になる（例え
ば「瀬戸内海系群」「日本海西部系群」とか）。但し、現実
的には行政区分等を考慮しなければ事業は進まない。ま
た対象範囲が広範囲になればなるほど、市町営による事
業実施は困難となることが想定されるが、水産環境整備
の中で、市町営による事業実施についてどう対応していく
のか。(山口県）

「灘」「湾」は目安であり、もっと広げられるのであ
れば、もっと広範囲に考えるものである。
市町村、漁業協同組合による事業も、可能な限
り水産環境整備としての事業として位置づける
ことが望ましい。
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項目 質問・修正意見 理由 対応方針（案）

148
第３章１．（１）対象範
囲の設定

対象は「生態系を構成する生物全体(P5)」とあるが、対象
生物は「漁場整備の実績や栽培対象種、資源回復対象
種に着目する」としており、本案のなかで矛盾した表現と
なっている。これまでと同様に有用な水産生物とするの
か。(山口県）

範囲を設定するときの考え方であり、他と矛盾す
るものではない。

149
第３章１．（１）対象範
囲の設定

下から17行目にある「その種が属する水産生物の動態」
の意味について
　意味がわかりにくいので、わかりやすくして欲しい。「同じ
ニッチの他種の動態」という意味でしょうか。（岡山県）

150
第３章１．（１）対象範
囲の設定

「その種が属する水産生物の動態や生態系に及ぼす影
響も踏まえて、対象とする水産生物は複数種類を選定す
る。」
複数種の選択方法について実例を挙げて具体的に説明
すべき。（沖縄県）

複数種類を選定する際、どの地域でもこれまでどおり有
用種を取り上げざるを得ないと考えられる。この場合３．
新たな視点と展開方向（１）環境基盤の重視「有用な水
産生物のみを都合よく増やすことは生態系の観点から
非現実的・・・」に矛盾すると考えられる

削除修正

151
第３章１．（１）対象範
囲の設定

「その種が属する水産生物」とはどのような意味なのか？
（山形県）

152
第３章１．（１）対象範
囲の設定

生態系に及ぼす影響を踏まえ、対象とする生物にはベン
トス、海藻などの餌料生物まで考慮するのか。(山口県）

新たな知見の収集が必要

153
第３章１．（２）基本情
報の整理

新たな知見の収集が必要
これまでの試験研究によって得られた知見については、
近年の著しい海水温の上昇や環境の変化により、現状と
合致しない事例も認められます。
　過去の知見を整理し、必要であれば新たなデータを追
加・収集する必要があると考えます。（京都府）

貴見を踏まえて今後の参考にしたい。なお、新
たなデータの追加と収集はモニタリングの一環
として実施することとなる。

154
第３章１．（２）基本情
報の整理

「生態系構造の把握、推定」は、どの程度の精度が必要
なのか。現実問題として、生態系構造全体を求めるのは
非常に難しいと考えられ、現実的ではない。（山口県）

水産生物の資源の回復を目的としていることを
踏まえ、検討していきたい。現状よりも一歩でも
二歩でも精度の向上に努める。

155
第３章１．（２）基本情
報の整理⑤

生活史の把握（食害生物、生存率、繁殖率、分散率等を
含む）の括弧部分を削除（静岡県）

これらの知見がある魚種はほとんどないと思われるの
で、現実的に対応が難しいと思います。

原文どおり
（）なので、知見がなければ整理しなくても良い

156
第３章１．（２）基本情
報の整理

対象種の生存（残）率、繁殖率及び分散率はどういう手法
を用いて算出するのか？（具体的に記載すると理解しや
すい）（富山県）

個別の手法を本文で記載する予定はない。地
域特性にあわせて判断してほしい。
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項目 質問・修正意見 理由 対応方針（案）

157 第３章２．目標設定

長期的な目標、短期的な目標の意味、位置づけがわかり
にくい。長期的な目標のための短期的目標という意味、つ
まり、長期的な目標を達成するための段階的目標が短期
的目標といった整理でよいのでしょうか？
なお、生態系全体の生産力を定量化できるのか疑問があ
り、定量的な検証が可能とする短期目標との整理がつき
にくい。(茨城県）

長期と短期の記述は全体を通して修正する。な
お、検証方法については、別途検討している。

158 第３章２．目標設定
目標を設定するにあたり、何かシンボルとなる魚種を具体
的に設定し、例を示してはどうでしょうか？（福井県）

生態系全体を底上げするにしても、魚種により生活史
全体のなかで沿岸域への依存度は異なります。底上げ
したい生物をある程度カテゴリーに分けて、具体的に記
述すると、とてもイメージがわきやすくなると思います。

技術検討会資料を参照とされたい。

159 第３章２．目標設定
ここでいう「水産環境」とはどのような意味なのか？（山形
県）

基本方針に記載されているとおり

160 第３章２．目標設定

「水産環境の変動性や生息生物の種間関係」の意味につ
いて
　「水産環境」という言葉の定義を、わかりやすくして欲し
い。水産有用生物を取り巻く物理・化学的環境（水温、塩
分、潮流、栄養塩など）のことでしょうか。
　また、「生息生物の種間関係」という言葉も分かりやすく
して欲しい 水産有用生物を中心とする捕食 被食関係を

削除する

して欲しい。水産有用生物を中心とする捕食-被食関係を
意味するのでしょうか。（岡山県）

161
第３章２．目標設定
（１）長期的な目標

定量的なB/Cは求めないのか。(山口県）
長期的な目標は、全体計画に位置づけ、そこで
は、今のところB/Cを用いる予定はない。

162
第３章２．目標設定
（２）短期的な目標

基本的には、従前の事業基本計画と同じと考えて良いの
か？(山口県）

貴見のとおり。従前の枠組みを活用し、モニタリ
ングや生態系の底上げなどの新たな視点を加
えていきたい。

163
第３章２．目標設定

「計画策定段階では、環境や資源の変動を正確に把握す
ることは困難である。そのため、海域特性を踏まえた長期
的な目標と、定量的な検証が可能な短期的な目標とに分
けて考える。」
環境や資源の変動を正確に把握することが困難であるな
らば、目標の設定も困難ではないか。（沖縄県）

原文どおり。
正確に把握することは困難と考えるが、ある仮
定のもと目標を設定していく必要がある。

164
第３章２．（２）短期的
な目標

対象生物を特定しない事業実施もあり得るのか？(山口
県）

今のところ、想定されない。

165
第３章２．（１）長期目
標（2）短期目標

２.(1)(2)では2段階の計画についての記述がなく、長期目
標と短期目標の説明となっていますが、長期計画と実施
計画についての説明をいただきたい。

わかりやすく説明
全体計画は、豊かな海を育む総合対策事業
実施計画は、個別事業計画
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166
第３章２．（１）長期的
な目標

水産環境整備事業では、事後評価と計画改善が必要で
あることから、計画の変更に係る事務手続きは簡素化して
欲しい。（新潟県）

事業主体の負担が過度とならないよう配慮した
い。

167
第３章２．（１）長期的
な目標

「生態系の修復」を「生態系の保全・修復」にしてはどうで
しょうか。（岡山県）

趣旨を踏まえて修正

168
第３章２．（１）長期的
な目標

生態系の修復とは具体的に何を意味しているか？（具体
的に記載すると理解しやすい）（富山県）

「生態系の修復」を「生態系の保全・再生」に修
正。

169
第３章２．（２）短期的
な目標

生態系ピラミッドのある階層に着目して定量化する方法と
は？（具体的に記載すると理解しやすい）（富山県）

第1回から第3回の検討会資料にあるとおり。

170 第３章３．実施内容
「広い海域でのスケール効果」とはどのような内容でしょう
か。（兵庫県）

水産環境整備の展開方向である①環境基盤の
重視、②点から空間へ、③資源・環境変動への
対応を示している。

171 第３章３．実施内容
「整備箇所」は「整備範囲」の方がよいのではないでしょう
か。（岡山県）

貴見のとおり修正

172 第３章３．実施内容
下から6行目にある「スケール効果」の意味をわかりやすく
して欲しい。(岡山県）

わかりやすく説明

貴見の趣旨を踏まえ、「「環境基盤の重視」を踏
まえ その活用を積極的に活用する」の部分を

173 第３章３．実施内容

環境基盤の重視」を踏まえて、その活用を積極的に検討
する
↓
環境基盤の活用を積極的に検討する

基本方針のうち「環境基盤の重視」を使うのであれば、
「点から空間へ」がないことに違和感があります。
また、別途「環境基盤」という用語の定義が必要と考え
ます。

まえ、その活用を積極的に活用する」の部分を
「具体的な整備内容の検討に当たっては、物質
循環の把握に努め、貝殻、間伐材、過去に整備
した施設を積極的に活用するなど事業の効率
的・効果的な実施が図られるよう考慮する」と修
正

174 第３章３．実施内容 具体的な実施内容が記述されていない

この項目については、提言全体の中でも特に書きぶり
が整理されていないように見えます。
タイトルは「実施内容」ですが、具体的な整備内容が述
べられておらず、　新規に設置する魚礁等構造物につ
いては全く言及がありません。

具体的な整備内容の記述については、「「環境
基盤の重視」を踏まえ、その活用を積極的に活
用する」の部分を「具体的な整備内容の検討に
当たっては、物質循環の把握に努め、貝殻、間
伐材、過去に整備した施設を積極的に活用す
るなど事業の効率的・効果的な実施が図られる
よう考慮する」と修正。
新規に設置する構造物については、原文の記
述で読み込めるものであり、特に個別の記述は
必要でないと考える。

175 第３章３．実施内容

下から10行目と4行目にある「環境基盤」とは、どのような
物を示しているのか、わかりやすくして欲しい。「環境基
盤」は、魚礁等ではなく干潟や藻場等の環境貢献の大き
い施設を示すということでしょうか。（岡山県）

なお、P09の記述については修正
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176 第３章３．実施内容
適正化法上の手続きは不要とするのか。また、このような
改良について補助対象とするのか。（山口県）

適正化法上の必要な手続きは行う。なお、海水
交換を行う機能の付加については、水産基盤
整備事業の対象となっている。

177 第３章３．実施内容
下から4行目にある「その活用」の「その」が示すものをわ
かりやすくして欲しい。（岡山県）

わかりやすく説明

178 第３章３．実施内容
何を指すのか。間伐材や貝殻？新技術？　具体的に記
載した方がわかりやすい。(山口県）

「環境基盤の重視」については、第1章３．（１）
「環境基盤の重視」において説明しているとこ
ろ。

179 第３章３．実施内容

環境や資源に応じて柔軟な整備を行うこととされている
が、レジームシフトのような環境変動に対応できる目標設
定が可能とは思えない。レジームシフトに対応できる目標
の内容や期間について、どう考えているのか。（山口県）

レジームシフトのような環境変動に対しては、長
期的な目標を、PDCAサイクルの中で一定期間
ごとに見直すことにより対応するものと考えてい
る。

180
第３章３．①物質循環
の把握と正常化

　「多様な生態系・・・・物質循環の正常化を目指す。」と記
述されているが、ここで言う正常化とはどの様なものか。現
状で対象となる海域における栄養塩レベルや栄養塩の循
環経路等が把握できていない中で、どこが正常なのか基
準の設定が難しいと考える。（島根県）

把握している状況で、当該海域がどのような物
質循環があるべき姿か仮説をたてることを想定
している。
基準の設定に応えるため、今回ＰＤＣＡサイクル
のような実施手法を取り入れていく。

181
第３章３．①物質循環
の把握と正常化

物質循環の正常化を図る具体的な方法は？（具体的に
記載すると理解しやすい）（富山県）

物質循環を正常化することを目的にした
藻場・干潟の整備や底質改善を想定している。

182
第３章３．①物質循環
の把握と正常化

① の物質循環の把握と正常化については、具体的にど
のような手法が想定されているのか？（大分県）

さらに、密度流を制御するような手法も今後は考
えられる。

183
第３章３．①物質循環
の把握と正常化

内湾域等の栄養塩の循環経路の把握や物理的・生物学
的な見地から物質循環正常化のための関係部局との調
整については、想定しながら漁場整備計画を検討してい
ますが、着実に実現するにはハードルが高いと考えます。
（福岡県）

184
第３章３．①物質循環
の把握と正常化

対象海域における・・栄養塩の循環経路をできる限り把握
した上で・・物質循環の正常化を目指す。
↓
（削除）

非常に困難と考えます。
文章を残すのであれば、物質循環のうち栄養塩につい
てのみ述べている点を整理した上で、把握と正常化の
手法について示していただきたい。

185
第３章３．①物質循環
の把握と正常化

物質やエネルギーが適切に循環する
↓
物質が適切に循環する

「物質やエネルギー」とありますが、段落中にエネル
ギーを受ける部分がなく、物質のうち栄養塩類と漁港の
海水交換について述べられているのみなので、「エネ
ルギー」を削除すべきと考えます。

貴見のとおり修正
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186
第３章３．①物質循環
の把握と正常化

多様な生態系を涵養するためには、・・が適切に循環する
生産性の高い環境を維持することが必要である。
↓
多様な生物種によって構成される生態系を維持するため
には、・・が適切に循環する環境を維持することが必要で
ある。

「生態系」は「無機的環境とそれによって立つ生物群集
の総体で、ひとまとまりの森林や湖沼など」であるため、
「多様な」は「生態系」の構成要素にかかるべきと考えま
す。
「涵養」には「育てる」意味が含まれているため、「維持
する必要」に結びつきません。
「生産性の高い環境」とありますが、「生態系」は「生産
者と環境」を含む系であるので、整合しません。

貴見の趣旨を踏まえ、「多様な生態系を涵養す
るためには」の部分を「豊かな生態系を保全・再
生するためには」と修正

187
第３章３．①物質循環
の把握と正常化

適切な栄養塩の確保など具体的な整備方法が不明もしく
は無いものを含めない方がよい。（香川県）

本県海域では、栄養塩不足によるノリ色落ち被害が続
いており、栄養塩の供給について様々な検討を実施し
ているが対策法がない。水産環境整備で何かしらの整
備することで、栄養塩が供給できると漁業者が過度に期
待しても困る。

原文どおり。
本とりまとめで過度の期待が生じるとは考えられ
ない

188
第３章３．①物質循環
の把握と正常化

・水産サイドが求める正常化（例：ダムの放水）が治水、利
水の面では受け入れられず、調整がつかないことが多
い。正常化を実現化するには、水産資源保護法のような
法的整備が必要ではないか。(山口県）

関係部局との調整が難しいとは聞いているが、
今のところ法的整備までは想定していない。

189
第３章３．①物質循環
の把握と正常化

栄養塩の循環経路まで踏まえた漁場整備は困難と考える
が、この扱いについてはどのように考えているのか。(茨城
県）

モニタリング等により、少しずつ知見を増やして
いきたい。

県）

190
第３章３．①物質循環
の把握と正常化

港内と港外の海水交換が適切に行われるような改良につ
いては、漁場整備ではなく、漁港整備に該当するのでは
ないか？（秋田県）

貴見のとおり

191
第３章３．②藻場・干
潟の保全・造成及び
底質改善の推進

「実績が少ない工法を用いる場合はまず試行的に整備を
行って経過を検証」とあります。
他章では「柔軟な整備」ともありますが、国庫補助事業とし
て試行的な整備が採択されるのか、見通しをご教示願い
たい。

試行的な案件は、個別に判断していきたい。

192
第３章３．②藻場・干
潟の保全・造成及び
底質改善の推進

サンゴについても記述して頂きたい。（沖縄県） 沖縄海域ではサンゴが藻類の役割を担っている。

P4「藻場・干潟」を「藻場・干潟等」と修正。P10
についても同様。更に、「有性生殖によるサンゴ
増殖の手引き（平成21年3月）」を追加、「干潟の
生産力が減少する要因を明らかにした上で」の
部分を「干潟生産量の減少要因といった現況を
的確に把握した上で」と修正。
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193
第３章３．②藻場・干
潟の保全・造成及び
底質改善の推進

「 近では、藻場造成における栄養塩添加手法などの開
発が進んでいる」との記述について、以下のとおり修正
↓
近年各地で行われ始めた環境・生態系保全活動をさらに
広域的に展開し、藻場・干潟の保全を効果的に推進して
いく。（山口県）

藻場造成における栄養塩添加の効果ははっきりわかっ
ておらず、開発が進んでいる段階に達していない。藻
場保全では、漁業者等が行うウニ除去等のほうが栄養
塩添加より効果的であると思われる。

「藻場・干潟の保全活動等のソフト的な取組との
連携も重要である。 近では、藻場造成におけ
る栄養塩添加手法などの開発が進んでいる。」
の部分を削除

194
第３章３．②藻場・干
潟の保全・造成及び
底質改善の推進

藻場造成における栄養塩添加手法の具体的な開発状況
は？（具体的に記載すると理解しやすい）（富山県）

栄養塩添加については、各地域で異なる手法
により試験実施等が進められているが、効果の
解明、環境への影響評価等の課題が残されて
いる状況と理解している。

195
第３章３．②藻場・干
潟の保全・造成及び
底質改善の推進

磯焼けの原因は、水温や栄養塩等の環境条件・基質の
変化・食害等の生物的要因等が複合的に作用しており、
また海域によってその要因は異なるため、効果的な対策
手法の選択が困難な状況にあると思います。
　各県の実態に対応するためにも、よりいっそう国と県が
連携して技術開発を行う必要があると考えます。（和歌山
県）

食害対策に関しては、ウニについては様々な知見が得
られ取り組みがなされていますが、植食性魚類につい
ては知見が少ない上、対策としては籠で核藻場を保護
する程度しか報告がありません。

貴見のとおり。

「貝殻・間伐材等の資源」
「既存魚礁」

196
第３章３．③資源の有
効活用の推進

既存魚礁」
「鉄鋼スラグ等新しい素材」
が併記されていますが、これらが「資源」として並立するも
のと理解してよろしいでしょうか。
また、第1章3.(1)③資源の有効活用等の推進には
「鉄鋼スラグ等新しい素材」がなく、
「漁港等の海域に設置された構造物」がありますが、
両章の表現を整理した上で「資源」の定義をご教示願い
たい。

資源の考え方については貴見のとおり。第1章
３．（１）③については、「間伐材や貝殻等を活用
した餌料培養型の魚礁整備の促進」の部分を
「間伐材や貝殻を活用した餌料培養型の魚礁
整備等の推進」と修正することで新しい素材を
含めることとする。

197
第３章３．③資源の有
効活用の推進

鉄鋼スラグの活用において、食品としての安全性の評価
は、随時情報提供してほしい。（三重県）

鉄鋼スラグの使用について、地元から問い合わせが出
てきているため、 新の情報が必要である。

原文どおり。
食品としての安全性の評価を含め、鉄鋼スラグ
の適用範囲を見極める調査・実証の実施を検
討中。

198
第３章３．③資源の有
効活用の推進

新しい素材等を水産基盤で活用する場合は、「人の健康
に影響を与えないこと」が大前提であり、国による第３者機
関等が判断すべきと考える。（山口県）

　評価する団体が複数あれば評価にもばらつき起こり、
食の安心安全を考慮するなら統一した団体が調査すべ
きである。

基本的には、事業主体が実施するものである。
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項目 質問・修正意見 理由 対応方針（案）

199
第３章３．③資源の有
効活用の推進

近年、鉄鋼メーカーと共同で鉄鋼スラグを活用した藻場
造成試験が各地で行われており、一部には全国漁業協
同組合連合会が新たに制定した鉄鋼スラグ製品安全確
認認証制度において、安全性に関する認証を受けた製
品もある。また、鉄鋼スラグについては漁業者の関心も高
いことから、今後、藻場造成事業等に広く活用される可能
性があるが、その安全性についてどう評価していくのか。
具体的には、使用に際するガイドライン的なものを作成す
る予定等あるのかお伺いしたい。（愛媛県）

食品としての安全性の評価を含め、鉄鋼スラグ
の適用範囲を見極める調査・実証の実施を検
討中。

200
第３章３．③資源の有
効活用の推進

③資源の有効利用の推進
　「食品を通じてヒトの健康に影響を与える可能性・・・」と
記述があるが、これは、事業主体が独自で評価を行うもの
なのか。できれば、新しい素材を活用するに当たっての影
響評価は、県レベルではなく、国による評価を実施してい
ただきたい。（島根県）

201
第３章３．③資源の有
効活用の推進

「ただし、鉄鋼スラグ等新しい素材を活用する際は、・・・、
食品を通じてヒトの健康に影響を与える可能性が無視で
きるか否か評価する必要がある。」との記載については、
削除する。（山口県）

鉄鋼スラグを是認する姿勢がうかがえるが、鉄鋼スラグ
を新素材と認めるには検証不足であり、スラグ関連の記
述は削除すべき。
新しい素材等を水産基盤で活用する場合は、国による
第３者機関等が判断すべきであり、国の責任において、
早急に新素材の有効性に検証していただきたい。

貴見を踏まえ、「鉄鋼スラグ等」の部分を削除す
る。

早急に新素材の有効性に検証していただきたい。

202
第３章３．③資源の有
効活用の推進

「③資源の有効活用」の中の「鉄鋼スラグ」の記載の取り
扱いについて。（茨城県）

鉄鋼スラグは話題のリサイクル資材であるが、鉄鋼スラ
グが野積みされた付近から基準を上回る濃度の鉛やホ
ウ素などの化学物質が検出された例があり、食料品生
産の現場に持ち込むには、安全の検証が必要である。

203
第３章３．③資源の有
効活用の推進

鋼鉄スラグ等が食品に影響した事例があれば教えて欲し
い。（新潟県）

事例の情報は持っていない。

204
第３章３．③資源の有
効活用の推進

下から7行目にある「機能向上」とは、具体的にどのような
ものを示すのでしょうか。（岡山県）

効果が低下して使われなくなっている魚礁漁場
の有効利用をいう。

205
第３章３．④沖合域に
おける湧昇流漁場等
の整備

「沖合域における湧昇流漁場等の整備」
↓
「沿岸・沖合域における～」に修正。（宮崎県）

本県においては、湧昇流漁場を水深80～100mの沿岸
域に整備する予定としているため。

原文どおり。沖合域における湧昇流漁場整備に
係る事項であるため。

206
第３章３．④沖合域に
おける湧昇流漁場等
の整備

沿岸域で検討すべきとされている生態系全体への影響や
対象生物の生活史などは考慮しなくてもよいのか。
　さらに、沖合域の漁場整備についても全体計画（長期的
目標）、実施計画（短期的目標）の両計画を策定する必要
があるのか。（山口県）

貴見のとおり。
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207
第３章３．④沖合域に
おける湧昇流漁場等
の整備

「資源増加量等その効果の検証を行い、設計及び評価手
法に反映」
　　　　　　　↓
「資源増加量等その効果の検証を行い、設計（省コスト
化）及び評価手法に反映」（島根県）

マウンド礁については、省コスト化の技術開発を行うべ
き。現在の構造物では投資が大きすぎる。

原案どおり。
湧昇流漁場はマウンド礁のみではない。また、
省コスト化だけでなく効果等も含めて設計に反
映されているものである。明記すると、効果など
を無視し、省コスト化だけに特化した設計を推
進するととられかねない。

208 第３章４．検証・評価 公設試験場の関わりについて記述願いたい。（沖縄県） 水試等の連携が必要。 趣旨を踏まえて修正

209 第３章４．検証・評価

表１において、「整備内容：藻場造成、サンゴ礁」の項目
における、指標項目に、水質、底質を加える。また「整備
内容：干潟・底質改善」の項目において、流況、水質、底
質を加える。（神奈川県）

事業開始後の順応的管理を行うために、藻場造成のモ
ニタリングでは、水質、底質の把握が、干潟・底質改善
のモニタリングでは流況、水質、底質の把握が必須であ
り、項目から外すべきではない。簡易な方法でよいから
データを把握すべきである（石膏球による流速把握、
ティドビッド水温計による連続測定等）。

指標項目については、これが全てではなく主な
項目を示しているものである。貴見を踏まえて以
下のとおり表1右段のタイトルを修正。
（修正前）指標項目
（修正後）主な指標項目

210 第３章４．検証・評価
本項目中で、モニタリングの主体と、期間、それを可能と
する仕組みについて述べるべきと考えます。

原文どおり。
制度としては3年程度を想定。それ以降は個別
に相談されたい。

211 第３章４．検証・評価
「モニタリングの期間を整備後5年程度は可能とする仕組
みが必要である 」

本県のアワビは、種苗放流後において、約4～5年程度
の期間で、出荷サイズとなり、対象魚種においては3年211 第３章４．検証 評価

みが必要である。」
期間で、出荷サイ となり、対象魚種にお ては3年

程度では効果が十分図れないものがあると思われる。

212
第３章４．検証・評価
第４章今後の制度設
計と研究開発

モニタリングの期間を整備後3年程度は可能とする、とさ
れているが、地域や生物に併せてモニタリングの期間も柔
軟に考えていただきたい。（東京都）

海藻礁の場合、生物相（付着海藻）の変遷が安定する
まで時間を要する場合が考えられるため。

213
第３章４．検証・評価
第４章今後の制度設
計と研究開発

モニタリング期間については、事業実施後、 低５年程度
は可能とする仕組みが必要である。（山口県）

既存の魚礁調査結果では、設置後２年程度経過して魚
類の蝟集が確認されている。また、間伐材利用のハイ
ブリット魚礁では、５年経過後も間伐材の効果が継続し
ている事例もあり、 低５年間のモニタリングは必要で
ある。

214
第３章４．検証・評価
第４章今後の制度設
計と研究開発

「整備後も生物相の変遷を十分に調査できるように、モニ
タリングの期間を整備後３年程度は可能とする仕組みが
必要である。」（沖縄県）

３年程度で生物相の変遷が十分調査できるのか疑問。

215 第３章４．検証・評価
生物相の変遷をとらえるモニタリング手法にはどんな方法
があるか？（具体的に記載すると理解しやすい）（富山県）

全国漁港漁場協会著「漁港・漁場の施設の設
計の手引」等を参照とされたい。

216 第３章４．検証・評価
モニタリング内容の検討に加えて、「目標等を下回った場
合の改良・改善手法を予め想定しておくこと」も明示して
はどうでしょうか。（岡山県）

趣旨を踏まえて修正
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項目 質問・修正意見 理由 対応方針（案）

217 第３章４．検証・評価
「モニタリング内容を決める」について、「モニタリング内容
及び体制を決める」としてはどうでしょうか。（岡山県）

貴見のとおり修正

218 第３章４．検証・評価

モニタリングについて、県の財政が厳しい中、県単独事業
や、起債の対象外の調査費補助で対応することが不可能
であることから、起債の対象となる測量試験費での対応は
可能でしょうか。（宮崎県）

必要な内容であれば測量試験費による対応が
可能となるよう検討中である。

219 第３章４．検証・評価

内湾域と外海域をまとめた広域的な計画立案をする場合
は、内湾域のみに生活史を持つタイプ、稚魚期に内湾域
で生活し成魚期になると外海に出るタイプ、外海域のみ
に生活史を持つタイプ等、生活史をタイプ別に分類した
広域的な調査が必要となる。（愛知県）

貴見のとおり

220 第３章４．検証・評価
「生物相の変遷をとらえられるような・・・」この部分をできる
ならもう少し具体的に記載したほうがよいのではないか。
（富山県）

内容が不明確なため。
原文どおり。
現行の表現でも趣旨は読み取れると考える。ま
た、具体的な内容は、別途検討予定。

221 第３章４．検証・評価

生物相の変遷を捉えられるようなモニタリングが重要とさ
れ、モニタリング指標項目の一覧が記載されているが、こ
のような項目を調査したとしても、自然変動を勘案すれば
効果の検証・評価は難しいと思われるが いかがか （山

変動の要因がモニタリングによりある程度解明
できれば、効果の検証・評価は可能と考える。

効果の検証・評価は難しいと思われるが、いかがか。（山
口県）

検

222 第３章４．検証・評価
整備内容とﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの分類に「ヨシ帯造成」および、「砂
地の整備」を追加（滋賀県）

同上 趣旨を踏まえて修正

223 第３章４．検証・評価
表２モニタリング項目として、「地形変化」を加えることを提
案する。（茨城県）

地形の変化により生息環境の変化、流況の変化が生じ
るため、モニタリングとしては重要な項目と考える。（地
形変化には、海岸線、海底地形といったことを含む）

指摘を踏まえ修正。
流況指標項目欄に「地形」を追加。

224 第３章５．連携

河川、港湾、海岸等の関係公共施策との技術協力や連
携などの必要性が記載されている。連携にあたっては、法
的な整備を含めた関係省庁間の同意が必要と考えるが、
省庁間の調整結果を踏まえた記述となっているのか、伺
いたい。
環境改善については、管理者が行うべきとの考えがある
ので、関係省庁との意見調整は必要と考える。(茨城県）

今のところ、法的な整備までは想定していない。

225 第３章５．連携
水産環境整備の中で、今後、こうした活動（ソフト事業）ま
で取り込んで実施していくことも想定しているのか。（山口
県）

水産環境整備は、ハード・ソフト一体的に実施し
ていくもの。

226 第３章５．連携
種苗を・・効果的に漁獲する栽培漁業は
↓
種苗を・・効率的に漁獲する栽培漁業は

貴見のとおり修正
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227 第３章５．連携
「②資源回復計画」を「②資源管理指針・資源管理計画」
に改める。（茨城県）

今後の資源管理指針について、国からは、「資源回復
計画」から「資源管理指針（県）」及び「資源管理計画
（漁業者）」へ移行する案が提示されている。

原文どおり
案の段階であり、内容が決まった段階で、反映
していく必要がある。

228 第３章５．連携

基礎データの収集手法
事業評価については、対象生物の漁獲動向が大きく影響
すると考えますが、漁業者以外の遊漁者による漁獲状況
が不明瞭となっているのが現状です。
遊漁者による漁獲実態を把握するシステム（マニュアル）
を構築する必要があると考えます。（京都府）

大きな課題と認識。ここでは連携ということもあり
原文の表現になっている。貴見を踏まえて今後
の参考にしたい。

229 第３章５．連携

「また、遊漁による～、遊漁者等に水産環境整備や・・・こ
とも重要である。」
↓
「また、遊漁による～、地域の実態に即し必要に応じて、
遊漁者等に水産環境整備や・・・ことも重要である。」（兵
庫県）

　現状では、漁業と遊漁の海面利用調整は困難な課題
となっており、漁場整備施設の位置等情報を安易に遊
漁者に伝えることで海上で無用のトラブルを招く場合が
想定されるため、これら情報を積極的に遊漁者に伝え
ていないのが全国的な実情であると思われる。情報提
供は各地域の実情に応じて検討すべきで、提供を前提
とした記述については問題があると考えられる。

貴見のとおり修正

水産環境整備という観点でモニタリングの充実やＰＤＣＡ
サイクルの導入など、現場に即した内容であり評価できる

230
第４章今後の制度設
計と研究開発

サイ 導入な 、現場 即 内容 あ 評価 き
ものと考えている。
　しかしながら、現実的に事業実施を考えると会計検査対
応まで見据えた場合、費用対効果をどのように考えるの
か。今後どのようにして具体的に事業効果を見出していこ
うとしているのか。(山口県）

新たな評価手法として別途検討している。

231
第４章今後の制度設
計と研究開発

「第4章今後の制度設計と研究開発」の中に、「計画策定
前の事前調査の重要性と制度」に関する記述を追記して
はどうでしょうか。（岡山県）

現在の調査事業制度では、ゼロ国制度や指令前着工
が出来ないため交付決定前の調査が出来ない状況で
あり、生活史の把握をしやすい制度について明示して
はどうでしょうか。

今後の検討課題とします。

232
第４章今後の制度設
計と研究開発

目標設定や計画づくりへの～国の支援策を検討～ → 目
標設定や計画づくり、連携事業への～国の支援策を検討
～（秋田県）

前段で、環境・生態系、資源回復計画、栽培漁業等に
ついて連携が必要であると表現されているが、栽培漁
業については国の関与、支援が薄いので、漁場整備を
進める上で、もっと支援策を講じる必要があると考える。

趣旨を踏まえて修正

233
第４章今後の制度設
計と研究開発

「積極的な国の支援策を検討しなければ事業展開が進ま
ない恐れも懸念される。」
↓
「積極的な国の支援策を検討し、事業展開を進める必要
がある。」（島根県）

この制度は、高度な技術力も求められており、国の協力
なしでは推進が図られないため、十分な協力が必要で
ある。

原文どおり。
現行の表現でも十分な協力が必要という趣旨は
読み取れると考える。
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項目 質問・修正意見 理由 対応方針（案）

234
第４章今後の制度設
計と研究開発

事業評価制度として、モニタリングの充実を提言している
が、都道府県レベルでの人員削減や予算減少による調査
力低下と記載があり、国の支援策を検討するとしている。
これはモニタリング調査や関係県との協議会に係る経費
を含めた支援策といったことでよいのか。(茨城県）

モニタリングの充実等を想定している。

235
第４章今後の制度設
計と研究開発

一方、事業効果を高めるためには・・実験生態系フィール
ドとして相互補完する体系の構築を目指していくべきであ
る。

「誰が」がない文書であり、文意の読み取りが困難で
す。2文以上に分割して整理するべきと考えます。
また、「実験生態系フィールド」とありますが、国庫補助
事業として採択されうるものか疑義があります。

わかりやすく修正

236
第４章今後の制度設
計と研究開発

平成23年度概算要求では、複数都道府県による大規模
漁場整備についてのみ、補助率の引き上げが行われて
いるが、今後、他の整備についても補助率が引き上げら
れる見込みはあるのか。(山口県）

補助率引き上げの見込みについてコメントする
ことは困難であるが、引き続き水産環境整備の
取組の促進に向けた予算要求を行ってまいりた
い。

237
新たな評価手法の方
向性

藻場造成に伴うＣＯ２削減効果を検証できないか？水産
環境整備事業により、地球温暖化防止の一翼が担えれ
ば、国庫補助事業としての意義がより増すのではない
か？（東京都）

藻場・干潟の炭素吸収機能評価のための調査・
研究に着手しているところ。

新 な評価 法 貨幣 す 法 基礎数値 体的 行 存デ す 合
評価手法については別途検討している 既存

238 別紙
新たな評価手法は、貨幣化する手法、基礎数値を具体的
に示してほしい。（三重県）

現行のガイドラインでは、既存データが不足する場合が
おおく、適切な効果算定が難しい。

評価手法については別途検討している。既存
データが不足している場合は、徐々に補完して
いけばよい。

239
「別紙」
新たな評価手法

新たな評価手法の実施手順や必要なデータなど、現在わ
かっている範囲で情報提供可能なものがあれば教えてほ
しい。（新潟県）

現在検討中である。

240
別紙新たな評価手法
の方向性

これから開発とのことだが、水産環境整備事業実施当初
はどう評価することになるのか？（新潟県）

現在検討中である。

241
別紙新たな評価手法
の方向性

「ミラミッド」について
　　　誤字→「ピラミッド」（青森県、岡山県）

誤字のため。 貴見のとおり修正
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242
別紙新たな評価手法
の方向性

ベントスなどの餌料について人工的に再現した場合の費
用と比較、とはどのように算定するのか。
例えば，ベントス餌料と配合飼料との利用効率から換算
率を飼育実験から算定したうえで，配合飼料の必要購入
経費で比較するといったことで良いのか伺います。
また、生態ピラミッドのある階層に着目して評価するとのこ
とだが、着目する階層によって評価手法も異なれば、評
価に対する考え方も異なるため、今後、階層の設定と指
標種の選定について方針を示すのか伺いたい。(茨城県）

例えば、餌料価格で代替するなど別途検討して
いる。

243
別紙新たな評価手法
の方向性

水産生物を特定できない場合の評価手法として、ベントス
などの餌料や栄養塩類について評価するとありますが、
例えば「ある海域の栄養塩類の濃度の変化させる」には、
どのような事業を、どの程度の規模で実施する必要がある
のか、知見があれば教えていただきたいと思います。（石
川県）

244
別紙新たな評価手法
の方向性

別表の標題について　「（一例）」を追記した方がよいと思
います。（岡山県）

趣旨を踏まえて修正
「例」を追記

245
別紙新たな評価手法
の方向性

餌料生物の評価は、従来、有用水産生物へ転換されるこ
とで便益を計算してきたが、これを餌料生産価格へ貨幣
化する方向で対外的な理解が得られるのか？また、蝟集

意見も含めて、対外的に説明できる評価手法を
検討している。の方向性 化する方向で対外的な理解が得られるのか？また、蝟集

する稚魚の便益と重複するのではないか？（大分県）
検討している。

246
別紙新たな評価手法
の方向性

稚魚保護効果や餌料生物の評価については、平成24年
度からの次期事業計画に盛り込む必要があるため、早急
な貨幣化の検討を要望します。（福岡県）

247
別紙新たな評価手法
の方向性別紙

成魚の魚類蝟集量の成魚の評価におけるバイオマスを魚
価で代替するのは具体的にどういった方法を使用するの
か。（具体的に記載すると理解しやすい）（富山県）

平均魚価と生物量を基本として試算する方法な
どを含めて、対外的に説明できる評価手法を検
討している。

248 総論
取りまとめの論調は、「生物多様性」「生態系」等の視点を
補強として利用しつつも、「水産資源の回復・増大」の視
点を柱として記述すべきと考えます。

　今回の提言は「中間取りまとめ」を具体化するものとさ
れておりますが、「あり方検討会」における「中間とりまと
め」過程では、都道府県意見の反映機会はなかったと
理解しております。
その上で今回の提言（案）を検討したところ、水産行政
に携わる者として、水産環境整備事業の主旨は、基本
方針冒頭にある「水産資源の回復・増大」にあり、水産
資源の増産を図る上で付帯的に生じる「対象外生物の
蝟集」「餌料生物の増加」「環境改善」等の効果を「豊か
な生態系の維持・回復」と捉え、包含して評価するもの
と理解しました。

原文どおり。
水産資源に限定せず、水産生物全体の資源の
底上げも目標に据えているため。
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249 総論

例えば下記のような枠組みも検討すべきだと考えます。
○ 「水産資源やそれを支える自然環境は、国民の財産」
と位置づけ、広域回遊魚種については、現在の排他的経
済水域でのみ対象となっているフロンティア漁場整備事
業の枠組みを沿岸域にまで広げるなどして、国が主体と
なって実施する。
○ 総合的な取り組みが必要なことから、ソフト事業（栽培
漁業、資源管理、藻場造成等）を公共事業として位置づ
け、長期的、継続的な事業実施を行う。（鳥取県）

（参考意見）
　「生態系全体の生産力の底上げ」という目標について
は賛同します。しかし、現実的には、実際の事業実施と
なると対象生物の生活史のみならず生態系の知見、資
源増加等の効果の検証等が必要と思われ、限られた予
算、人、時間、知見、既存組織の中で動かすことは、非
常に困難であると思われます。また、県域を越えた広域
回遊魚種に取り組む場合、複数の都道府県からなる協
議会が推進母体となると、各都道府県の財政事情や取
り組むべき課題の違いなどにより、広域連携も簡単では
ないと思われます。

沖合資源の減少に鑑み、これまで県や漁協によ
る漁場整備が進んでいなかった沖合海域にお
いて漁場整備を促進するため、EEZにおいて国
が漁場整備を行うこととした。また、沿岸域にお
いてはその漁獲が沿岸地域に直接裨益してい
ることから、これまで県等で整備しているところ。
こうした役割分担の下、県等による漁場整備と
国による直轄漁場整備と連携して生産力の向
上を図ることが合理的であると考えている。
なお、ソフト事業を明確に公共事業と位置づけ
ることは困難。

250 総論
平成２３年度から新たに実施する藻場造成事業について
は、「豊かな海を育む総合対策事業」において定めるマス
タープランの策定が必須か。（徳島県）

平成２３年度予算については、現在折衝中であ
り、コメントすることはできない

251 総論

また、必須でない場合、
　平成２３年度に創設される「水産環境整備事業」で実施
する藻場造成事業には、「豊かな海を育む総合対策事
業」に基づく場合と、そうでない場合が混在し、これらの補業」に基づく場合と、そうでない場合が混在し、これらの補
助率は同様であると解してよいか。（徳島県）

252 総論

事業主体として国に期待するものは、水産環境整備の実
施にあたっての考え方とガイドであって、「考えられる」「期
待できる」「重要である」等の方向性の定まっていない記
述については、本提言を受けて国が作成するガイドライン
等においては、整理して記述すべきと考えます。

原文どおり。
本とりまとめは方向性を示すものであり、具体的
な内容は、徐々に進めながら明らかにしていく。

253 全般
漁場整備の大前提として漁業調整等の視点が必要では
ないか。
（佐賀県）

現在、漁場整備を実施するにあたり、関係漁業者への
説明は勿論であるが、 近では地元ダイバーやサー
ファーからの苦情対応に苦慮しているため。

原文どおり。第３章５．「連携」において記載して
いる。
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254 その他

環境省、海上保安庁との円滑な調整が図られるよう、水産
庁が適切に関与していただきたい。
貝殻や浚渫土砂等を利用した水産環境整備において
は、材料の安全性等に関して、環境省および海上保安庁
の同意を得ることが、事業実施のネックとなっている。材料
の安全性については全国統一の基準の作成が可能と考
えられる。そこで国のレベルでこの問題を解決し、現場に
おける水産環境整備の推進が速やかに図られるようお願
いしたい。
また今後の水産環境整備においては、点から面へと整備
範囲が広がることから、海上保安庁との協議がより複雑に
なることが容易に想像されるので、水産庁は全国の事例
を把握して、各地での海上保安庁との協議に適切に関与
し、水産環境整備の推進が図られるようお願いしたい。

貝殻や浚渫土砂等の水産環境整備への利用
については、改正海防法の施行により廃棄物の
海洋投入に係る基準が定められていることか
ら、環境省及び海上保安庁は、事業目的に関
わらず審査を行っているが、当該事業が安全で
法に抵触しない有効利用であることを具体的か
つ詳細に説明する文書等を提出し、理解を得る
ことが重要である。水産庁は個別の案件への対
応はしないものの、環境省や海上保安庁の運
用等に問題があることが確認された際には対応
したいと考える。

255 その他 ・沖合域の定義は？例えば水深何ｍ以深？（鹿児島県）

明確な定義はないが、本文においては水産生
物の生活史に含まれているが、整備の対象とさ
れてこなかった海域を示している。

256 その他

所々の文章の末尾に「重要である（P4下から19行目、P5
上から1行目、3行目、12行目、下から2行目）」、「必要が
ある（P4一番下の行）」、「考えられる（P6下から8行目、P7
上から5行目）」、「努める（P7上から11行目）」、「求められ
る（P7下から8行目）」等の様々な表現があるが、それぞれ
で使 分け（重要度や意気込み等 違 ）がある でし

意識的に使い分けているわけではない

で使い分け（重要度や意気込み等の違い）があるのでしょ
うか。（岡山県）

257 その他

漁場施設の維持管理の拡充について
事業主体や漁業者などが連携して適切に維持管理を
行っていても、整備後の施設の老朽化や経年によって漁
場施設の効用の低下が起こることが考えられる。
そこで、効用の低下した漁場施設（播種・移植を含む）に
ついて、維持管理の拡充として、国の支援を受けて漁場
版ストマネ事業等を実施するなどして、漁場施設の長寿
命化や更新コストの平準化・縮減を図りたいと考える。
漁場施設（播種・移植を含む）の維持管理の拡充に関し
て、ご検討を願いたい。（滋賀県）

維持管理は、今後とも管理者が主体的に実施
するべきである。

258 その他

滋賀県では水域環境保全創造事業　琵琶湖Ⅱ期地区で
着定基質（砂地造成）を事業期間H22年～H29年で実施
しているが、今後の水産環境整備の検討地区と重複して
おり、今後、この継続事業はどのように取り扱われるか（こ
のまま継続、移行、再編成）お聞きしたい。（滋賀県）

本検討会では、個別の移行措置のような取扱は
議論しない。なお、継続事業については、必要
な措置が講じられると考えている。

259 その他
水域環境整備の区域を隣接する都道府県をまたがるよう
に囲むように指示されているが、他府県との連携事業でな
いと採択されないのか？（香川県）

「点から空間へ」をより浸透させることも意図し
て、隣県を意識するような表現とした。
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260 その他
基本情報の整理について、既存の知見がない場合新た
に調査をする必要があるが、事前調査は補助対象となる
のか？(香川県）

個別相談されたい

261 その他

全体を通じて、高い目標を目指しているように思われま
す。
しかし、今までの政策の柱であった栽培漁業や資源管理
にしても高い目標を持ちスタートしたが、技術レベルが追
いつきませんでした。

漁場整備事業を続けるためには、無理のないレベルで知
見や技術を積み上げていくべきであると思いますが、いか
がでしょうか。（静岡県）

栽培漁業は華々しくスタートしましたが、現在でも安定
して生産できるのは数種に過ぎず、コストが高く民営化
もできていません。各県では老朽化した栽培センターを
抱え、運用費の捻出にも苦労している状況です。資源
管理も資源量の把握自体が容易ではなく、管理の手法
自体も不完全です。
海洋生物の生態は、特定の海域での情報は言うに及
ばず、一般的にも十分に解明できていないものが（水産
上の主要魚種ですら）ほとんどです。

一気に飛躍するような無理をするものではなく、
少しずつ進めていくものと考えている。

262 その他

第2次長期計画はH23年度で終了する中で、次期長期計
画期間に合わせた制度設計ではなく、終期目前の長期
計画期間中にいきなり、現行の整備手法、制度を見直し、
考え方を変更したのはなぜか。（山口県）

漁場整備における「水産環境整備」の要旨は、平成19
年6月に公表された「漁港漁場整備事業の推進に関す
る基本方針（以下「基本方針」という。）」に記載されては
いるものの、第2次漁港漁場整備長期計画（以下「長期
計画」という。）では、具体的な記述はなく、平成22年度
の「海洋・沿岸域における水産環境整備のあり方中間
取りまとめ」が発表されて以降、その考え方が唐突に示
された感がある。

水産環境整備を検討会において検討していると
ころであり、決して唐突なものではなく、昨年か
ら時間をかけて進めている。

「水産物供給基盤整備事業等実施要領の運用について

263 その他

水産物供給基盤整備事業等実施要領 運用に て
（H21.3.27 20水港第2607号）」（以下「運用通知」という。）
によれば、「水産物の生産、流通に一体性を有する範囲
について圏域を設定し、その圏域における整備の方向性
を定める圏域総合水産基盤整備事業計画を・・中略・・作
成し、水産庁長官に届け出るもの」とされている。
　この圏域事業計画は、水産物の生産、流通の一体性に
視点をおいたものであり、「水産環境整備の推進に向けて
（案）（以下「方針（案）」という。）」に示された「広域的、俯
瞰的な視点を取り入れた実効性の高い整備への転換」と
は異なった視点で圏域を定めることとされているが、今
後、漁港漁場の一体的な整備を進めるなかで、どちらを
優先した計画を策定すべきなのか。（山口県）

本県においては、運用通知に基づき県内を８圏域に分
けた漁港漁場整備計画を策定し、計画的に事業を実施
しているところであるが、今後、漁場整備（水産環境整
備）にあたっては、方針(案)に基づき、新たな圏域設定
を必要とするのか。

指摘の圏域とは考え方が異なるので、それぞれ
独自に進めていくものと考えている。

264 その他

対象種の生活史を考えた場合、本案にもあるように魚類
資源については複数県にまたがる範囲を設定せざるを得
ない場合が多いと考えられるが、その場合の実施主体は
どうするのか。会計検査対応等を考えた場合には、複数
県による事業実施は事実上困難と考えられるが、国は具
体的にどのようにかかわるつもりなのか。また、逆に市町
営による事業実施に際しての対象範囲についてはいかに
考えるのか。(山口県）

播磨灘の事例により、事業の実施に関する課題
をモデル的に検討していきたい。
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