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（都道府県アンケート結果を踏まえた整理）１．水産環境整備の候補地区
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番
号

対象海域名 対象魚種

＜地区ごとの対象魚種一覧①＞
番
号

対象海域名 対象魚種
号

1 日本海北部 ホッケ、カレイ、ハタハタ、タラ、ソイ、アイ
ナメ、ミズダコ

2 日本海南部海域 ホッケ、カレイ、ハタハタ、ニシン、タラ、ソ
イ アイナメ タコ ヤリイカ スケトウダラ

号

16 茨城県北部域 アワビ、ウニ、イセエビ、アラメ

17 鹿島灘 ハマグリ、ホッキガイ、コタマガイ

18 霞ヶ浦・北浦 テナガエビ､はぜ類､ワカサギ､コイ 他
イ、アイナメ、タコ、ヤリイカ、スケトウダラ

3 えりも以西太平洋海
域

ホッケ、カレイ、ハタハタ
タラ、ソイ、アイナメ、ミズダコ、ヤナギダコ

4 えりも以東太平洋海
域

カレイ、ホッケ、タラ、ソイ、アイナメ、タコ、
ツブ ヤリイカ スケトウダラ

19 銚子・九十九里 ヒラメ、ﾁｮｳｾﾝﾊﾏｸﾞﾘ、アジ、ﾏﾀﾞｲ・ﾁﾀﾞｲ 他

20 夷隅・安房 イセエビ、サザエ、アワビ類 他

21 東京内湾 マコガレイ、アサリ、スズキ 他

域 ツブ、ヤリイカ、スケトウダラ

5 日本海・津軽海峡 ウスメバル、ヒラメ、ソイ、アイナメ

6 日本海 ハタハタ

7 青森県全域 ヤリイカ

22 内房 マダイ、イサキ 他

23 伊豆諸島、小笠原
周辺海域

ﾃﾝｸﾞｻ・ﾄｻｶﾉﾘ・ｻｻﾞｴ・ﾄｺﾌﾞｼ、ｲｾｴﾋﾞ、ﾀｶﾍﾞ、ｲ
ｻｷ

24 東京湾地区 ｼｬｺ､ｶﾚｲ類､ｱﾅｺﾞ､ﾏﾅﾏｺ､ｸﾙﾏｴﾋﾞ､ｱｻﾘ､ﾊﾞｶｶﾞ7 青森県全域 ヤリイカ

8 陸奥湾 マコガレイ、イシガレイ、ナマコ、ハゼ類

9 太平洋 ホシガレイ、ヒラメ、ソイ、アイナメ

10 太平洋 ホシガレイ、ヒラメ、ソイ、アイナメ、アワビ、
ウ

類
ｲ､ﾊﾏｸﾞﾘ､ﾀｲﾗｷﾞ､ﾐﾙｶﾞｲ

25 相模湾西部地区 マナマコ

26 新潟県 ｳｽﾒﾊﾞﾙ、ﾋﾗﾒ、ﾏｶﾞﾚｲ、ﾌﾞﾘ、ﾏﾀﾞｲ、ｱﾜﾋﾞ、ｻｻﾞ
ｴ

ウニ

11 万石浦 アサリ

12 松島湾 アサリ

13 日本海北部海域 ハタハタ、クロソイ、ヤリイカ、アユなど

27 魚津 アマモ

28 氷見 テングサ類

29 能登内浦 ｸﾛﾀﾞｲ､ﾏﾀﾞｲ､ﾏｱｼﾞ､ﾌﾞﾘ類､ｻﾊﾞ類､ﾋﾗﾒ､ｶﾚｲ類､
ﾒﾊﾞﾙ13 日本海北部海域 ハタハタ、クロソイ、ヤリイカ、アユなど

14 山形県沖合海面 未定

15 常磐沿岸海域
（金華山～犬吠埼）

イシガレイ、マコガレイ、マガレイ、ヒラメ、
メバル、アイナメ、スズキ、ブリ

ﾒﾊ ﾙ

30 石川県周辺沿岸
域

ﾏﾀﾞｲ、ｸﾛﾀﾞｲ、ﾏｱｼﾞ、ﾌﾞﾘ類、ｻﾊﾞ類、ﾋﾗﾒ、ｶﾚ
ｲ類、ﾒﾊﾞﾙ

２
注１：アンダーラインで示す魚種の生活史を踏まえて範囲を設定している。
注２：都道府県アンケートを１ページに示す条件に基づいて事務局がとりまとめたもの。



番
号

対象海域名 対象魚種

＜地区ごとの対象魚種一覧②＞
番
号

対象海域名 対象魚種
号

31 坂井市三国地区 ウニ、サザエ、アワビ、他定着性魚類

32 美浜町日向地区 ウニ、サザエ、アワビ、他定着性魚類

33 嶺北海岸 ヒラメ

号

46 宮津湾・舞鶴湾 トリガイ、アサリ

47 大阪湾 マコガレイ、ガザミ

48 日本海沖合 アカガレイ等冷水性カレイ

34 嶺南海岸 ヒラメ

35 福井県沿岸 ﾌﾞﾘ､ｻﾊﾞ､ｱｼﾞ､ｻﾜﾗ､ﾒﾀﾞｲ､ｷｼﾞﾊﾀ

36 若狭湾 ｽﾞﾜｲｶﾞﾆ､ｱｶｶﾞﾚｲ､ﾎｯｺｸｱｶｴﾋﾞ､ﾔﾅｷﾞﾑｼｶﾞ
ﾚｲ

49 播磨灘 ﾏｺｶﾞﾚｲ､ﾒﾊﾞﾙ､ｶｻｺﾞ､ｸﾛﾀﾞｲ､異体類､ｴﾋﾞ･ｶ
ﾆ類等

50 淡路島 マダイ、メバル、カサゴ、マコガレイ等

51 熊野灘 イセエビﾚｲ

37 遠州灘 ｼﾗｽ（ｶﾀｸﾁｲﾜｼ、ﾏｲﾜｼ）、ﾋﾗﾒ、ﾏﾀﾞｲ、ｲｻｷ、
ﾄﾗﾌｸﾞ、ｸﾙﾏｴﾋﾞほか

38 愛知海域(外海域) トラフグ、クルマエビ、タイ類、アジ類

51 熊野灘 イセエビ

52 紀伊水道外域 イサキ

53 西部日本海 ヒラメ、ヒラメの餌となる稚魚、アミエビ等

54 島根地区 ｱﾏﾀﾞｲ･ﾒﾀﾞｲ･ﾌﾞﾘ･ｱｼﾞ･ﾋﾗﾒ･ﾏﾀﾞｲ･ﾒﾊﾞﾙ･ｲｶ

39 愛知海域(内湾域) アサリ、バカガイ、その他貝類

伊勢湾 サリ

55 隠岐地区 ﾒﾀﾞｲ･ｳｽﾒﾊﾞﾙ･ｶｻｺﾞ･ﾌﾞﾘ･ｱｼﾞ･ﾏﾀﾞｲ･ｷﾀﾞｲ

56 日本海西部 ｱｶｶﾞﾚｲ･ｽﾞﾜｲｶﾞﾆ

57 日本海西部･九州西 ﾏｱｼﾞ･ﾏｻﾊﾞ･ﾏｲﾜｼ

40 伊勢湾 アサリ

41 五カ所湾口 マダイ

42 熊野灘沿岸 アオリイカ

43 琵琶湖 ニゴロブナ ホンモロコ セタシジミ イシ

58 児島湾 ｳｼﾉｼﾀ類、ｴﾋﾞ・ｶﾆ類、ｼｬｺ、ｱﾅｺﾞ、ｲｶ・ﾀｺ
類、ｶｻｺﾞ・ﾒﾊﾞﾙ、ｱｲﾅﾒ等

59 備讃瀬戸 ｴﾋﾞ・ｶﾆ類、ｼｬｺ、異体類、ﾅﾏｺ、ｱﾅｺﾞ、ｲ
ｶ・ﾀｺ類、ｶｻｺﾞ・ﾒﾊﾞﾙ、ｱｲﾅﾒ、ｷｼﾞﾊﾀ、ﾏﾀﾞｲ
等43 琵琶湖 ニゴロブナ、ホンモロコ、セタシジミ、イシ

ガイ類

44 若狭湾 ﾌﾞﾘ､ﾏﾀﾞｲ､ﾋﾗﾒ､ｶﾀｸﾁｲﾜｼ､ｻﾜﾗ

45 京都府沿岸（藻場） ホンダワラ類、アワビ、サザエ

等

60 水島灘 ｴﾋﾞ・ｶﾆ類、ｼｬｺ、異体類、ﾅﾏｺ、ｱﾅｺﾞ、ｲ
ｶ・ﾀｺ類、ｶｻｺﾞ・ﾒﾊﾞﾙ、ｱｲﾅﾒ、ｷｼﾞﾊﾀ、ﾏﾀﾞｲ
等

３
注１：アンダーラインで示す魚種の生活史を踏まえて範囲を設定している。
注２：都道府県アンケートを１ページに示す条件に基づいて事務局がとりまとめたもの。



番
号

対象海域名 対象魚種

＜地区ごとの対象魚種一覧③＞
番
号

対象海域名 対象魚種
号

76 筑前海沿岸域 ｶﾚｲ類･ﾋﾗﾒ･ｸﾙﾏｴﾋﾞ･ﾄﾗﾌｸﾞ･ｼﾛｻﾊﾞﾌｸﾞ･ｷｽ･
ｶﾀｸﾁｲﾜｼ･ｲｶﾅｺﾞ･小型甲殻類・動植物ﾌﾟﾗﾝ
ｸﾄﾝ･ﾍﾞﾝﾄｽ･藻類

77 豊前海沖 ｸﾙﾏｴﾋﾞ･ﾖｼｴﾋﾞ･ｶﾞｻﾞﾐ･ｼｬｺ･ｶﾚｲ類･ｷｽ･ｺﾁ

号

61 笠岡諸島 ｴﾋﾞ・ｶﾆ類、ｼｬｺ、異体類、ﾅﾏｺ、ｱﾅｺﾞ、ｲ
ｶ・ﾀｺ類、ｶｻｺﾞ・ﾒﾊﾞﾙ、ｱｲﾅﾒ、ｷｼﾞﾊﾀ、ﾏﾀﾞｲ
等

62 備後灘 ｱｻﾘ ガザミ ヨシエビ ｶｻｺﾞ ｷｼﾞﾊﾀ ﾉﾘ 77 豊前海沖 ｸﾙﾏｴﾋ ･ﾖｼｴﾋ ･ｶ ｻ ﾐ･ｼｬｺ･ｶﾚｲ類･ｷｽ･ｺﾁ

78 豊前海地先 ｸﾙﾏｴﾋﾞ･ﾖｼｴﾋﾞ･ｶﾞｻﾞﾐ･ﾒﾊﾞﾙ･ｶｻｺﾞ･ﾅﾏｺ

79 豊前海干潟域 ｸﾙﾏｴﾋﾞ･ﾖｼｴﾋﾞ･ｶﾞｻﾞﾐ･ｶﾚｲ類･ｷｽ･ｺﾁ･ｱｻﾘ

80 有明海 ｱｻﾘ･ｻﾙﾎﾞｳ･ﾀｲﾗｷﾞ･ｶﾚｲ類･ｶﾞｻﾞﾐ･ｸﾙﾏｴﾋﾞ

62 備後灘 ｱｻﾘ･ガザミ･ヨシエビ･ｶｻｺ ･ｷｼ ﾊﾀ､ﾉﾘ

63 安芸灘 ﾏﾀﾞｲ･ｻﾜﾗ･ﾀﾁｳｵ･ﾒﾊﾞﾙ･ｷｼﾞﾊﾀ･ｶﾀｸﾁｲﾜ
ｼ･ｲｶﾅｺﾞ

64 広島湾 ﾏｶﾞｷ･ｱｻﾘ･ﾅﾏｺ･ﾏｺｶﾞﾚｲ･ｵﾆｵｺｾﾞ
有明海 ｱｻﾘ ｻ ﾎ ｳ ﾀｲﾗｷ ｲ類 ｻ ｸ

81 唐津湾・玄界灘 ｸﾙﾏｴﾋﾞ･ｸﾏｴﾋﾞ･ｻﾙｴﾋﾞ･ﾄﾗｴﾋﾞ､ｹﾝｻｷｲｶ等

82 大村湾 ナマコ

83 天草１ ｲｾｴﾋﾞ､ｶｻｺﾞ､ﾒﾊﾞﾙ､ﾎﾝﾀﾞﾜﾗ､ｸﾛﾒ等海藻

65 山口県外海 有用な水産生物及びその餌料生物

66 萩長門地区 ｱﾏﾀﾞｲ･ｷｼﾞﾊﾀ･左記の餌料､外敵生物

67 豊関地区 ﾄﾗﾌｸﾞ･ｷｼﾞﾊﾀ･左記の餌料､外敵生物

68 山口県内海 ｴﾋﾞ類 ｶﾚｲ類 小底対象魚種 その餌料 84 天草２ サンゴ、ハタ類、イセエビ

85 周防灘南部及び伊
予灘西部

ﾏｺｶﾞﾚｲ､ｶﾚｲ､ﾋﾗﾒ､ｶｻｺﾞ､ﾒﾊﾞﾙ､ﾏﾀﾞｲ

86 別府湾 ﾏｺｶﾞﾚｲ、ｶﾚｲ､ﾋﾗﾒ､ｶｻｺﾞ､ﾒﾊﾞﾙ､ﾏﾀﾞｲ

68 山口県内海 ｴﾋ 類､ｶﾚｲ類､小底対象魚種､その餌料､
外敵生物

69 伊予灘・広島湾（内
海東部）

ｴﾋﾞ類･ｶﾚｲ類･小底対象魚種･その餌料､
外敵生物
ﾏﾀﾞｺの餌料、外敵生物 別府湾 、 ､ ﾗ ､ ｻ ､ ､ ﾀ

87 豊後水道 ﾏﾀﾞｲ､ﾏｱｼﾞ､ﾌﾞﾘ､ｲｻｷ、ｶｻｺﾞ､ﾒﾊﾞﾙ

88 日向灘 ﾏﾀﾞｲ・ﾋﾗﾒ・ｶｻｺﾞ・ﾊﾓ

89 薩摩・大隅 ｱｼﾞ･ｻﾊﾞ･ｲﾜｼ類､タイ類､ﾋﾗﾒ､ｲｻｷ､ｲｶ類､ｲｾ
ｴﾋﾞ その他

ﾏﾀ ｺの餌料、外敵生物

70 周防灘（内海中西
部）

ｴﾋﾞ類･ｶﾚｲ類･小底対象魚種･その餌料､
外敵生物

71 海部郡沿岸 アワビ類、イセエビ、アオリイカ

備讃瀬戸 養殖ノリ イカナゴ ｴﾋ ､その他

90 薩南 ﾀｲ類､ｻﾊﾞ類､ｱｼﾞ類､ﾌﾞﾘ･ｶﾝﾊﾟﾁ類､ｲｶ類､そ
の他

91 奄美 ｶﾂｵ･ﾏｸﾞﾛ類､ｱｼﾞ類､ﾌﾞﾘ･ｶﾝﾊﾟﾁ類､瀬物類､
その他

72 備讃瀬戸 養殖ノリ、イカナゴ

73 燧灘 カタクチイワシ

74 伊予灘 ﾏﾀﾞｲ､ﾏｺｶﾞﾚｲ､ﾏｱｼﾞ､ｶｻｺﾞ､ﾒﾊﾞﾙ

75 筑前海沖合域 ﾏﾀﾞｲ･ﾋﾗﾒ･ｲｻｷ･ﾄﾗﾌｸﾞ･ｹﾝｻｷｲｶ･ｼﾛｻﾊﾞﾌ その他

92 沖縄 キハダ・メバチ・カツオ等

４

75 筑前海沖合域 ﾏﾀ ｲ ﾋﾗﾒ ｲｻｷ ﾄﾗﾌｸ ｹﾝｻｷｲｶ ｼﾛｻﾊ ﾌ
ｸﾞ･ﾏｱｼﾞ･ﾏｻﾊﾞ･ﾌﾞﾘ･ｶﾀｸﾁｲﾜｼ･ｲｶﾅｺﾞ･小
型甲殻類・動植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ

注１：アンダーラインで示す魚種の生活史を踏まえて範囲を設定している。
注２：都道府県アンケートを１ページに示す条件に基づいて事務局がとりまとめたもの。



２．水産環境整備を推進する新たな指標案

○指標の必要性
水産環境整備を着実に推進していくために、
進捗を定量的に把握できる指標を検討していく必要がある

○水産環境整備推進率（案）
例えば、「１．水産環境整備の候補地区」を今後精査していき、
以下のような水産環境整備推進率といった指標も考えられる

水産環境整備実施地区数

水産環境整備推進率＝

以下のような水産環境整備推進率といった指標も考えられる。

水産環境整備実施地区数
全漁場整備地区数

×１００（％）

目標イメージ目標イメ ジ
基準値：Ｈ２２年末：○○％

（○○地区／○○地区）
目標値：Ｈ２９年末：○○％目標値：Ｈ２９年末：○○％

○その他の指標案
計画策定数、対象魚種数、
資源増加量などの指標も含めて資源増加量などの指標も含めて
検討していく必要がある。

５



●目的
浜田漁港

漁獲調査 潜水調査

３．新たな評価手法の検討内容

生物環境とその形成要因である物理化学環境
の両方について漁港の周辺を活用して調査を
行い、相互関係を把握する。

さらに、環境基盤と食物連鎖から、評価手法
を開発する

漁獲調査 潜水調査

対象種・魚類

●調査項目（４回／年）
物理環境：海底地形、流況、海水交換
水質：ＤＯ、ＣＯＤ、クロロフィルa、栄養塩類
底質 粒度 全硫化物 ＣＯＤ

を開発する。

 
●生態系ピラミッド

餌料生物（動物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ、ベントス）
底質：粒度、全硫化物、ＣＯＤ
生物：プランクトン、ベントス、付着動物、海藻、

魚介類
付着動物調査

基礎生産（藻類、植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ）
●水産環境整備の視点（食物連鎖に着目）

環境基盤（防波堤、藻場）従来型事業 水産環境整備

目標 対象魚種の増産 生態系全体の生産力の底上げ

範囲 点 空間（湾、灘など生活史全体）

ベントス調査

対象種 複数種
（水産有用種）

複数種
（生態系を構成する生物全体）

評価方
法

対象種の漁獲量 従来型の評価に加えて、生態系
ピラミッドの他の階層による評価 ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ調査

防波堤基礎に
藻場の創出 海水交換

生物生産量を調査

●植物プランクトン
●藻類

対象種の出現状況

●主要魚種の成長モデル
＜成長段階 滞留期間＞

便益の貨幣化の検討
●対象種の増産（漁獲原単位）
●魚類蝟集量（人工種苗生産価格）
●餌料生物量（餌料生産価格）

●対象種
●資源量原

単

妥
当
性

ﾌ ﾗﾝｸﾄﾝ調査藻場の創出 海水交換

各階層に応じた評価

・モデル検証

●新たな評価手法の開発の流れ

●藻類
●動物プランクトン
●付着動物
●ベントス 等

＜成長段階、滞留期間＞
●環境収容力の推定
＜餌料量から主要魚種
の収容尾数を推定＞

●餌料生物量（餌料生産価格）
●環境基盤（初期餌料価格）
→（）の価格等を用いて代替
そこから原単位化を進める。

●生息環境
●生態系
→ 各階層を貨幣化

し、総合的に評価

単
位
化

性
の
検
証

６Ｈ２２～ Ｈ２３～

デ 検証
・手法の普及



４．対象生物の生活史の情報収集・提供（水産環境整備ＨＰの設置）

生 史 漁場整備 関する主な報告書等

・沿岸漁場整備開発事業増殖場造成計画指針（ヒラメ・アサリ（H9年度）マダイ・イセエビ（S63年度））

～対象生物の生活史ごとの生態をとりまとめて作成した増殖場造成計画の指針

生活史と漁場整備に関する主な報告書等

・主要対象生物の発育段階の生態的知見の収集・整理報告書（H19年度水産基盤整備調査委託事業）

～漁場整備の対象魚種を主とした55魚種について発育段階ごとの生態特性等の知見を整理

水産生物の生態・生活史に関する調査研究はいろいろ行われている。
⇒水産環境整備に必要な知見を収集・蓄積し、活用していく必要がある。

水産環境整備

情報収集、とりまとめ、調査の実施、 HP等による情報提供

水産環境整備ＨＰ

・水産環境整備マスタープラン

○都道府県等

事業の実施、地先
のデータの蓄積

情報提供

・対象生物の生活史に関する情報水産環境整備のページ（イメージ）

・水産環境整備事例

・HP等による情報提供水産環境整備マスタープラン等
水産環境整備に関する情報を掲載

５ 水産環境整備の継続的な推進

７

５．水産環境整備の継続的な推進

全国規模の情報交換会等の検討
・開催時期、頻度、場所、形式などを今後検討していく必要がある。


