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栽培漁業の現状
（第７次栽培漁業基本方針の検証・前回のご意見への回答）

令和３年12月

資料１



１．資源評価における種苗放流の今後の位置づけ
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従来の栽培漁業対象種の資源評価では、放流尾数と将来の漁獲量の関係等が検討されており、
漁獲圧の管理に比べ、放流尾数の増減による漁獲量の増減への影響が大きい水産資源（トラフ
グ伊勢・三河湾系群）と小さい水産資源（ヒラメ日本海北・中部系群、トラフグ日本海・東シ
ナ海・瀬戸内海系群等）があることが明らかになっている。

今後のＭＳＹベースの資源評価においては、種苗放流の効果についてより定量的に示すことが
できるよう、評価手法の高度化を推進する。

漁獲の強さ及び放流尾数と漁獲量の関係 栽培漁業対象種のＭＳＹベースの資源評価結果
公表スケジュール

公表時期 水産資源

令和３年度第３四半期

（令和３年10月～12月）

マダイ瀬戸内海中・西部系群 *

マダイ日本海西部・東シナ海系群 *

ヒラメ瀬戸内海系群 *

令和４年度第３四半期

（令和４年10月～12月）

サワラ瀬戸内海系群 *

サワラ東シナ海系群 **

マダイ瀬戸内海東部系群 **

ヒラメ太平洋北部系群 *

ヒラメ日本海北・中部系群 *

ヒラメ日本海西部・東シナ海系群 *

トラフグ日本海・東シナ海・

瀬戸内海系群 *

トラフグ伊勢・三河湾系群 **

* ：利用可能なデータ種類が多い資源評価種
**：利用可能なデータ種類が比較的少ない資源評価種
（いずれも令和３年度時点）

弱い ← 漁獲の強さ → 強い

少
な
い

←
→

多
い

現状

放流尾数を増
やしても、漁
獲量の増大に
繋がりにくい

ヒラメ日本海北・中部系群

放
流

尾
数

トラフグ伊勢・三河湾系群

現状

少
な
い

←
→

多
い

放
流

尾
数

弱い ← 漁獲の強さ → 強い

放流尾数を増
やすことで、
漁獲量の増大
に繋がりやす
い

※ 黒色に近いほうが将来の漁獲量が多い



２．種苗放流の効果の把握

 現在主流の標識放流手法では、放流個体が資源の再生産に寄与しているのか不明

 種苗生産費用の負担者と受益者が一致しない魚種について、公平な費用負担のあり方に

ついて検討が必要
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〇放流魚による再生産への貢献の評価（DNA標識の活用）

・ DNAマーカーを用いた親子関係の
判別が可能（トラフグ、ヒラメ）。

・ 親魚や放流種苗の遺伝子データベースを構築する
ことにより、漁獲物のDNA分析結果から、放流の由来
が明らかになる。

放流場所と漁獲地点を
検証することにより、
放流の受益と負担の
公平化を検討

漁獲物のDNA分析
親魚・放流種苗の遺伝子

データベースの構築
照
合

漁獲されたヒレカット標識ヒラメ

【課題】
標識放流のみでは、放流個体が
資源の再生産に寄与しているのか不明

〇ヒレカット、耳石染色等の標識放流によるモニタリング
→ 漁獲量に占める放流個体の混入率を推定可能

トラフグの耳石標識

資源の再生産への放
流種苗の寄与度合が
判明
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３．第７次基本方針策定後の広域プラン対象種の資源造成効果

 第７次方針策定後の広域プラン各種の資源量と放流量の経年変化
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0

20

40

60

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

⽇本海北・中部
⽇本海⻄部・東シナ海

5

３．第７次基本方針策定後の広域プラン対象種の資源造成効果

 第７次方針策定後の広域プラン各種の放流魚の混入率の推移
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４．種苗放流と生態系・生息地保全

水産多面的機能発揮対策事業、離島漁業再生支援交付金等により、藻場造成や漁場環境保全を
幅広く展開

〇アサリ種苗放流とあわせて、干潟の客土や耕うんを実施（長崎県）

〇アワビ種苗放流とあわせてアラメ等の藻場造成を実施（鳥取県）

アラメの移植
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第８次栽培漁業基本方針骨子（案）

令和３年12月

資料２



栽培漁業の歴史、栽培漁業の今後の方向性

高度経済成長の中、漁場環境、水産動植物の生育環境が悪化。その後、200海里の設定による海外漁場からの
締め出しに伴い、沿岸域における漁業生産の確保が大きな課題に。

沿岸漁業の安定的な発展と水産物の供給増大に寄与することを目的に、昭和49年に沿岸漁場整備開発法が制
定。栽培漁業が沿岸漁業の振興政策として位置付けられるとともに、各都道府県に栽培漁業センターが整備。

栽培漁業は、対象種の資源維持や漁獲の安定化に一定の役割を果たすとともに、対象種の生態解明に貢献し
てきたほか、種苗放流という行為が漁業者の資源管理への意識付けとなってきたとの指摘。

資源の維持培養という面からは、十分な効果を果たしていないものや、既にその役割を終え、資源管理へ移
行しているものがある。

コストや人材の観点からも、種苗生産は重点化せざるを得ない状況。

水産政策の改革において、資源管理上効果のあるものを見極めた上で重点化することとされ、対象となる水
産資源の資源評価を踏まえ、その効果を検証するものとされた。

・現在、都道府県に68ヵ所の栽
培漁業センターが設置されてい
る。
・その他、市町村、漁協等が有
する種苗⽣産施設が70ヵ所ある。
（ふ化場を除く。）

【全国の種苗生産施設】

2
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 従来の栽培漁業対象種の資源評価では、放流尾数と将来の漁獲量の関係等が検討されており、漁獲圧の管理
に比べ、放流尾数の増減による漁獲量の増減への影響が大きい水産資源と小さい水産資源があることが明ら
かになっている。

 種苗放流が再生産につながっているか科学的に検証を行いながら、資源管理の枠組みのもとで、資源の持続
可能な利用のために効果が実証されている（期待できる）魚種・系群に絞り込むことが必要

広域種について

〇放流魚による再生産への貢献の評価（DNA標識の活用）

・ DNAマーカーを用いた親子関係の
判別が可能（トラフグ、ヒラメ）。

・ 親魚や放流種苗の遺伝子データベースを構築する
ことにより、漁獲物のDNA分析結果から、放流の由来
が明らかになる。

漁獲物のDNA分析
親魚・放流種苗の遺伝子

データベースの構築
照
合

〇漁獲の強さ及び放流尾数と漁獲量の関係

弱い ← 漁獲の強さ → 強い

少
な
い

←
→

多
い

現状

放流尾数を増
やしても、漁
獲量の増大に
繋がりにくい

ヒラメ日本海北・中部系群

放
流

尾
数

トラフグ伊勢・三河湾系群

現状

少
な
い

←
→

多
い

放
流

尾
数

弱い ← 漁獲の強さ → 強い

放流尾数を増
やすことで、
漁獲量の増大
に繋がりやす
い

※ 黒色に近いほうが将来の漁獲量が多い
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地先種について

 放流した地先で漁獲されるウニ、アワビ等の地先種については、それらを漁獲する漁業者の受益者負担等
による種苗放流が行われており、沿岸漁業者の経営に寄与している。一方、地域によっては環境の変化の影
響等により、漁獲量が減少している

地域の漁業振興や地球温暖化等の環境変動への対応の点で、適種を適地に放流することを徹底しながら、積
極的かつ重点的に進めることが必要

また、地先種の一部においては、隣り合う都道府県が連携することで効果が上がると期待されるものもある
ことから、こうしたものについては都道府県間での連携・協働を促進・助長する枠組みが必要

種苗⽣産費⽤負担

出荷

漁業者

【地先種の栽培漁業（アワビ）】

都道府県栽培漁業協会

種苗⼊⼿
漁獲
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資源
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20年未満
14%20～24年

2%

25～29年
19%

30～34年
19% 35～39年

7%

40年以上
39%

約65％が整備後30年以上経過

（１）都道府県の種苗生産施設の整備後年数

・ 全国の種苗性生産施設は６割以上が整
備後30年以上経過しており、老朽化が進
行しているため、施設更新を検討する時
期に来ている。

50歳以上

41%

40～49歳

28%

30～39歳

14%

29歳以下

17%

（２）都道府県の種苗生産施設の職員年齢構成（技術職）

・ 種苗生産に従事する職員の高齢化が進んでおり、50歳以上の職
員が４割以上を占めている。

36%

30%

25%

9%

29歳以下

30～39歳

40～49歳

50歳以上

平成26（2014）年調査
（第7次栽培漁業基本方針作成時）

令和３（2021）年調査

（全体：258名） （全体：317名）

 各都道府県等の種苗生産施設が全体的に老朽化しているほか、後継者が育っていない状況も見られる。

 対象種の重点化、共同種苗生産体制の構築による効率的かつ効果的な種苗放流の推進に向けた取組や、計画
的な人材確保と種苗生産技術及び放流技術の継承を着実に進めることが重要。

種苗生産施設、人材をめぐる状況
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 被災県の種苗生産施設は復旧は完了、種苗生産能力は震災前の水準までは回復。

 ALPS処理水の海洋放出方針の決定に伴う風評への懸念。

東日本大震災からの復興

6

採卵遡上する親サケの確保
他海域から導⼊した種苗等の放流

（ヒラメ） （アワビ）

〈放流種苗の確保〉 〈採卵⽤サケ親⿂の確保〉

震災前３か年平均 平成29年度実績 令和３年度見込み

ヒラメ 2,578千尾 1,270千尾 2,100千尾

アワビ 8,681千個 8,198千個 9,300千個

（２）被災海域における種苗放流支援事業の取組内容

・ 種苗生産数は直近５年間で1.1～1.7倍に増加
しており、復興に向け、被災前の生産水準へ
着実に回復している。

・ 被災県における種苗生産施設については、全て復旧した。

・ 被災県の種苗生産体制が整うまでの間、他海域からの種苗の導入等により放流尾数の確保に努めた。

（１）被災３県（岩手県、宮城県、福島県）における主な栽培漁業対象種の種苗生産数
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第１ ⽔産動物の種苗の⽣産及び放流並びに⽔産動
物の育成に関する基本的な指針及び指標



（１）資源管理との連携の強化

種苗放流を実施している魚種は、資源評価を踏まえた放流効果の検証に基づき、資源造成効果の高い対象種
の検討を行うとともに、放流効果の高い適地での放流方法を関係者で検討する。

資源造成の目的を達成した魚種や放流量が減少しても資源が維持できている魚種は、種苗放流による資源造
成から、適切な資源管理措置への移行を推進する。

1～4.9万尾

【適地放流の取組】
• 放流適地と考えられている、有

明海湾奥、有明海島原沖、諫
早湾、八代海湾奥、山口県秋
穂沖、愛媛県西条沖等での放
流を推進。

• 長崎県島原沖では、福岡県種
苗も放流。

稚魚段階での漁獲の抑制や親魚の獲り残し等の漁獲管理との連携強化に努める。

資源状況が悪化している魚種については、適切な漁獲管理を種苗放流と一体的に実施するよう特に留意する。

漁獲管理の前提となる資源評価においては、①天然資源の加入量と放流による添加量、②自然死亡と漁獲死
亡との関係の把握に努める。

（２）対象種の重点化による効率的かつ効果的な栽培漁業の推進

○ 対象種の重点化の考え方

資源調査の実施
都道府県水試が主体的に実施。必要に

応じて、水研機構の協力を得る。

資源評価の実施、放流効果の検証

資源造成効果の高い対象種：
適切な資源管理措置と併せて種苗放流を実施する。

種苗放流に頼らなくとも資源の再生産ができている種：
種苗放流による資源造成から、適切な資源管理措置

への移行を推進する。
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（３）地先種に係る継続的な実施体制の確立に向けた取組

放流した地先で漁獲されるウニ、アワビ等の地先種については、栽培漁業の持続的な実施体制を確立するた
め、沿岸漁場整備開発法第７条の２第４項の「放流効果実証事業」の実施によって、放流効果の範囲及び程
度を特定するよう努めるとともに、その結果を考慮し、継続的な栽培漁業の実施に向けて、適切な費用負担
を検討する。

また、必要に応じ、同条第２項第４号の「特定水産動物育成事業」における育成水面制度を活用するよう努
める。

（４）広域プランに基づく広域種の種苗放流の推進

広域プランにおいて資源評価結果をふまえた資源管理の目標を設定し、関係都道府県が種苗生産や放流等に取
り組む。また、近年の海洋環境の変化にともなう各魚種の分布・回遊域の変化をふまえて、広域プランがより
効果的な取組となるよう検討を行う。

また、海域協議会等において、広域種の種苗放流に係る受益に見合った費用負担の実現に向けた検討を行う。

〇地先種の取組例（⼭⼝県でのキジハタ） 〇広域プランに基づく取組
（トラフグ（九州・瀬⼾内海海域））
適地放流の取組

⽣き残りの⾼い放流を推進

⽣き残りが⾼い内湾浅所へ
の適地放流を推進 9



10

（５）共同種苗生産体制の構築

〇県間連携の例

A県

B県 C県

ウニ クルマエビ マコガレイ
ヒラメ

資源回復や施設維持、受益者負担等に関し、将来の見通しが立ち、安定的な運営ができる施設については、
整備を推進する。

将来の見通しが難しい施設については、複数県での共同利用や、養殖用種苗生産を行う多目的利用施設への
移行を推進する。共同化した施設については、複数の地方公共団体による運営方式を検討する。

他都道府県等の種苗生産施設における種苗生産コストも勘案し、低コストで生産能力の高い共同種苗生産体
制の構築に取り組む

・ 低コストで生産能力の高い共同種苗生産体制の
構築のため、関係都道府県の種苗生産施設間での
連携等を推進する。

〇県間の種苗生産コスト比較

＊数値はイメージ

(単位：百万円）
A県 B県 C県

親⿂養成 親候補購⼊費 5 - 5
その他 5 - 5

種苗⽣産

餌料費 10 10 30
光熱⽔量費 10 10 30
⼈件費 30 50 30
その他 5 5 5

中間育成 餌料費 10 20 10
その他 5 5 5

輸送費 5 5 5
合計 85 105 125



（６）放流の効果の把握と生物多様性の保全への配慮

 放流魚の混入調査等により、漁業生産面における放流の効果を把握するとともに、遺伝子情報を用いて種
苗放流が再生産に寄与しているか資源造成面における効果を検証し、放流計画に反映させる。

 国及び機構が作成した遺伝的多様性への影響リスクを低減するための技術的な指針を種苗生産現場へ普及
するとともに、生物多様性の保全との両立に努める。
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〇放流魚による再生産への貢献の評価（DNA標識の活用）

・ DNAマーカーを用いた親子関係の
判別が可能（トラフグ、ヒラメ）。

・ 親魚や放流種苗の遺伝子データベースを構築する
ことにより、漁獲物のDNA分析結果から、放流の由来
が明らかになる。

放流場所と漁獲地点を
検証することにより、
放流の受益と負担の
公平化を検討

漁獲物のDNA分析
親魚・放流種苗の遺伝子

データベースの構築
照
合

漁獲されたヒレカット標識ヒラメ

〇ヒレカット、耳石染色等の標識放流によるモニタリング
→ 漁獲量に占める放流個体の混入率を推定可能

トラフグの耳石標識

資源の再生産への放
流種苗の寄与度合が
判明

混入率（2019年）

太平洋北ヒラメ 3.3%

太平洋南トラフグ 57.3%

太平洋南～中部ヒラメ
(南部系群）4.3%

（中部系群）10.1%

九州・瀬戸内海トラフグ 25.1%

日本海北ヒラメ 3.2～12.3%

日本海中西部ヒラメ 15.5％



（７）栽培漁業に関する国民の理解の醸成と普及

 水産物の安定供給の機能に加えて、水産物の供給による国民の健康の増進、自然環境の保全、地域社会の
形成及び維持等の多面的な機能を有していることについて、国民への普及及び啓発に取り組む。

 特に、種苗放流の効果についての積極的な情報提供により、遊漁者や遊漁船業者等の種苗放流に対する理
解の醸成に取り組む。

（３）遊漁者等による種苗生産に対する協力の事例（１）全国豊かな海づくり大会等での放流の取組
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（２）遊漁者団体による放流事業

一般社団法人日本釣用品工業会
「LOVE BLUE～地球の未来を～2020年事
業報告書」から抜粋

地方で行われた種苗放流の取組

0
1000

2000

3000
4000

5000

6000
7000

8000

秋田県大会の様子

（千円）

①A県においては、マダイ種苗生産に対して遊漁者
等から協力金

②B県においては、ヒラメ種苗生産に対して遊
漁者及び漁船協議会から協力金

③C県においては、マダイの種苗生産～放流ま
での経費のうち、３％を遊漁者団体が負担

協力金の推移



（８）種苗放流と種苗の育成の場の整備との連携の推進

 放流された種苗の育成場である藻場、干潟等の保全や回復のための漁場整備、水産生物の増殖や生育に配
慮した漁港施設の整備及び漁業者や地域住民等が取り組む海岸清掃等の活動と種苗放流の連携の推進に努め
る。

（９）東日本大震災からの復興

 ALPS処理水の海洋放出による風評影響を抑制し、漁業を安心して持続していくことを目的として、被災地に
おける漁獲物を安定的に生産・供給するための放流種苗を確保する。

（10）主な栽培漁業対象種の漁獲動向の見通し

 本基本方針に基づく取組の推進による、各栽培漁業対象種の漁獲動向の見通しについては、各種・系群の
資源評価結果に基づくものとする。
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14

第２ ⽔産動物の種苗の⽣産及び放流並びに⽔産動
物の育成に係る技術の開発に関する事項



15

（１）栽培漁業の推進のための技術開発の推進

 放流適地、生産コスト及び放流効果から見て最適な放流サイズ及び放流尾数の把握等に取り組むとともに、
種苗の生産から、放流、さらには、未成魚の混獲防止等海域における種苗の育成に至るまでの一連の技術の
開発を一体的に行うよう努める。

 消費者ニーズが高く、漁業者からの大量種苗生産技術の開発に対する要望が強い新たな栽培漁業対象種の技
術開発に取り組む。

 種苗生産等における疾病等の発生及びまん延を防止するための技術の開発に取り組む。種苗の生産及び中間
育成の現場においては、疾病等の発生及びまん延を未然に防止できるよう、開発された技術を活用して、適
切な飼育管理の徹底に取り組む。

 栽培対象種の資源評価にあたっては、放流尾数や放流サイズ等の放流実態や漁獲物への放流種苗由来の個体
の混獲状況の把握に努め、放流効果を定量的に評価するとともに、効果的な放流のあり方の検討に資するよ
うな評価となるよう調査の拡充や手法の高度化に努める。

キンメダイ

・ 資源管理に取り組む漁業者からのニーズの高いキンメダイや
アマダイ等についての種苗生産や中間育成技術の開発を推進

アカアマダイ

（２）環境変化に適応した栽培漁業の実施等のための技術開発の推進

 地球温暖化や貧栄養化等による沿岸域の環境変化や栽培対象種の分布の変化をふまえ、栽培漁業を環境変化
に適応させながら実施していくため、対象種の変更や放流手法の見直し等必要な技術の開発に努める。

 また、近年、資源の減少が顕著な二枚貝の増殖のための技術の開発に取り組む。

 これらを含め、栽培漁業に関する技術開発においては、対象種について、稚仔魚等の生理・生態、餌料、生
息環境等の基礎的な知見の充実を図る。



(5)栽培漁業技術の展開

 これまでに栽培漁業に関して開発されてきた親魚養成、種苗生産及び疾病防除技術等については養殖業に、
標識技術や標識放流を活用した生息域の把握、生残率の推定等の技術については資源管理等に、それぞれ応
用されるよう、その改良や普及を図るとともに、栽培漁業と他の水産分野で活用できる横断的な技術の開発
に努める。

(6)遺伝子組換え生物等の取扱い

 遺伝子を直接操作することによる新たな品種の開発及び種苗放流については、遺伝子組換え生物等の使用等
の規制による生物の多様性の確保に関する法律（平成15年法律第９７号）に基づいて適正に実施する。また、
胚を操作することによる新たな品種の開発及び種苗放流については、公的な試験研究機関が水産庁長官の確
認を得て行う試験的な取組を除き、行わない。

(7)外来生物の導入

 栽培漁業への外来生物の導入については、生態系に及ぼす影響が明確でないことから、行わない。

(4）技術劣化の防止
 種苗生産が漁業者等によって実施されている魚種を含め、種苗生産や中間育成、放流の実施状況等について

情報を収集し、各種技術が種苗生産現場等で適切に利用されるように努めるとともに、疾病等の問題を迅速
に解決できる体制の整備に努める。

 生産技術者が高齢化する一方で後継者が育っていない状況を踏まえ、計画的な人材確保と種苗生産技術及び
放流技術の継承に努める。

(8）機構の役割

 水研機構は、栽培漁業を推進するために必要な技術の開発に取り組み、必要に応じて都道府県の試験研究機
関等との共同研究を行うとともに、開発した技術の普及及び指導を行う。また、疾病の発生等の技術的課題
が発生した場合には、必要に応じ関係機関に対して技術的な指導及び助言を行う。
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第３ その他⽔産動物の種苗の⽣産及び放流並びに
⽔産動物の育成に関する重要事項



(1）関係機関の連携

 国は栽培漁業の基本方針を策定し、機構は栽培漁業に関する技術の開発並びに指導及び助言を行い、豊かな
海づくり協会は国や機構と連携を取りながら、都道府県間の連携及び調整、情報の収集及び提供等による栽
培漁業の普及の促進を行う。

 国、機構及び豊かな海づくり協会は、全体の方向付けと進行管理を行う。また、都道府県は基本方針に調和
した基本計画を策定するとともに、都道府県下の関係者と一体となって、栽培漁業を実施する。

(2）都道府県栽培漁業協会等の連携体制の強化

 都道府県、都道府県の栽培漁業協会その他の栽培漁業の推進団体は、海域協議会の下で連携を強化するとと
もに、豊かな海づくり協会を事務局とする海域栽培漁業推進協議会全国連絡会議の下で、栽培漁業の技術及
び情報の交換、人材の交流等を推進し、効率的かつ効果的な栽培漁業の推進体制の構築に努める。
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(3）基本方針の期間等

 本基本方針の期間は、令和４年度から令和８年度までとする。なお、本基本方針の期間中に水産基本計画の
変更が行われる時には、本基本方針の内容について必要な見直しを行う。



第７次基本方針（概要） 第８次骨子案

資料２
P２
（栽培漁
業の歴
史、栽培
漁業の今
後の方向
性）

「瀬戸内海栽培漁業協会」が昭和38年に設立されてから、およそ半世紀が
経過。

栽培漁業の技術は着実に進歩し、多様な魚介類の種苗放流が行われてい
る。

高度経済成長の中、大規模な地域開発が進み、臨海工業地帯の造成や沿
岸の都市化の進展により、漁場環境、水産動植物の生育環境が悪化した。
その後、200海里の設定による海外漁場からの締め出し（昭和52年～）に
伴い、沿岸域における漁業生産の確保が大きな課題となった。

このため、沿岸漁業の安定的な発展と水産物の供給増大に寄与することを
目的に、昭和49年に沿岸漁場整備開発法が制定され、栽培漁業が沿岸漁
業の振興政策として位置付けられるとともに、各都道府県に栽培漁業セン
ターが整備された。

栽培漁業の技術は着実に進歩し、現在、沿岸漁業の対象となる多様な魚
介類の種苗放流が行われている。

栽培漁業は、対象種の資源維持や漁獲の安定化に一定の役割を果たすと
ともに、対象種の生態解明に貢献してきたほか、種苗放流という行為が漁
業者の資源管理への意識付けとなってきたとの指摘。

一方で、資源の維持培養という面からは、十分な効果を果たしていないも
のや、既にその役割を終え、資源管理へ移行しているものがある。

コストや人材の観点からも、種苗生産は重点化せざるを得ない状況。

平成30年の水産政策の改革において、資源管理上効果のあるものを見極
めた上で重点化することとされ、対象となる水産資源の資源評価を踏まえ、
その効果を検証するものとされた。

前文

第８次栽培漁業基本方針骨子（第７次との比較）

資料３



第７次基本方針（概要） 第８次骨子案

資料２
P３
（広域種
について）

従来の栽培漁業対象種の資源評価では、放流尾数と将来の漁獲量の関
係等が検討されており、漁獲圧の管理に比べ、放流尾数の増減による漁
獲量の増減への影響が大きい水産資源と小さい水産資源があることが明
らかになっている。

種苗放流が再生産につながっているか科学的に検証を行いながら、資源
管理の枠組みのもとで、資源の持続可能な利用のために効果が実証され
ている（期待できる）魚種・系群に絞り込むことが必要

資料２
P４
（地先種
について）

ウニ、アワビ等の地先種については、栽培漁業はこれらの漁業者の経営の
安定に寄与している。

一方、地域によっては環境の変化の影響等により、種苗放流量が減少して
いる。

ウニ、アワビ等の地先種については、栽培漁業はこれらの漁業者の経営の
安定に寄与している。

一方、地域によっては環境の変化の影響等により、漁獲量が減少してい
る。

地域の漁業振興や地球温暖化等の環境変動への対応の点で、適種を適
地に放流することを徹底しながら、積極的かつ重点的に進めることが必要

また、地先種の一部においては、隣り合う都道府県が連携することで効果
が上がると期待されるものもあることから、こうしたものについては都道府
県間での連携・協働を促進・助長する枠組みが必要

（広域種
について）

マダイ、ヒラメ等の広域種については、低位の系群が増加する傾向。

資源状況が低位で減少傾向にあるトラフグについては、種苗放流と資源管
理の一層の連携の必要性が指摘。

広域種の種苗放流尾数は総じて減少傾向にあり、資源状況が安定してい
るため放流尾数を減少させているケース、放流尾数は減少しているものの
種苗を大型化すること等により放流効果を確保しているケース、都道府県
の財政状況の悪化や燃油高騰等による漁業者の負担能力の低下等により
種苗放流の経費の確保が困難となっているケースが混在している。

広域種の栽培漁業に係る様々な課題や問題を解決するため、海域栽培漁
業推進協議会が設立。

海域協議会で海域ごとの関係都道府県が連携した種苗放流や費用負担の
あり方等の検討を進めているところ。



第７次基本方針（概要） 第８次骨子案
（種苗放
流と資源
管理の連
携）

種苗放流と漁獲管理の連携を一層強化するとともに、種苗放流が再生産
につながっているか、種苗放流によって遺伝的多様性が損なわれていない
か等について科学的に検証を行いながら、資源造成型栽培漁業を一層推
進することが重要。

資料２
P５
（種苗生
産施設、
人材をめ
ぐる状況）

各都道府県等の種苗生産施設が全体的に老朽化しているほか、後継者が
育っていない状況も見られる。

対象種の重点化、共同種苗生産体制の構築による効率的かつ効果的な種
苗放流の推進に向けた取組や、計画的な人材確保と種苗生産技術及び放
流技術の継承を着実に進めることが重要。

各都道府県等の種苗生産施設が全体的に老朽化しているほか、後継者が
育っていない状況も見られる。

対象種の重点化、共同種苗生産体制の構築による効率的かつ効果的な種
苗放流の推進に向けた取組や、計画的な人材確保と種苗生産技術及び放
流技術の継承を着実に進めることが重要。

資料２
P６
（東日本
大震災へ
の対応）

東北地方太平洋側の種苗生産施設は今なお復旧途上にあり、ヒラメ、アワ
ビ等の種苗生産能力は震災前の水準までは回復していない。

被災県の種苗生産施設は復旧は完了、種苗生産能力は震災前の水準ま
では回復。

ALPS処理水の海洋放出方針の決定に伴う風評への懸念。

（関係者
の役割）

関係者は、対象種の回遊範囲、技術開発水準の段階等に応じた適切な役
割分担の下、以下の取組を推進する。

関係者は、対象種の回遊範囲、技術開発水準の段階等に応じた適切な役
割分担の下、以下の取組を推進する。
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（１）資源造成型栽培漁業の推進

放流種苗を成長後に全て漁獲することを前提に長年にわたって放流を継
続する従来の取組ではなく、放流尾数が減少傾向にあっても、栽培漁業が
沿岸資源の維持及び回復に確実に寄与するよう、親魚を獲り残し、その親
魚が卵を産むことにより再生産を確保する資源造成型栽培漁業の取組を
一層推進する。

資料２
P８

（２）漁獲管理との連携の強化

稚魚段階での漁獲の抑制や親魚の獲り残し等の漁獲管理との連携強化に
努める。

資源状況が悪化している魚種については、適切な漁獲管理を種苗放流と
一体的に実施するよう特に留意する。

（１）漁獲管理との連携の強化

稚魚段階での漁獲の抑制や親魚の獲り残し等の漁獲管理との連携強化に
努める。

資源状況が悪化している魚種については、適切な漁獲管理を種苗放流と
一体的に実施するよう特に留意する。

漁獲管理の前提となる資源評価においては、①天然資源の加入量と放流
による添加量、②自然死亡と漁獲死亡との関係の把握に努める。

資料２
P８

（３）対象種の重点化等による効率的かつ効果的な栽培漁業の推進

種苗放流については、漁獲量に有意な変化を見込める規模による放流、
対象種の重点化や放流適地への集中化に取り組む。

目標とする安定した資源状況が達成された際には、漁獲管理に重点を移
し、種苗放流については他の対象種に重点を移す等、柔軟な対応を図る。

（２）対象種の重点化等による効率的かつ効果的な栽培漁業の推進

種苗放流を実施している魚種は、資源評価を踏まえた放流効果の検証に
基づき、資源造成効果の高い対象種の検討を行うとともに、放流効果の高
い適地での放流方法を関係者で検討する。

資源造成の目的を達成した魚種や放流量が減少しても資源が維持できて
いる魚種は、種苗放流による資源造成から、適切な資源管理措置への移
行を推進する。

第１ 水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本的な指針及び指標
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資料２
P９

（４）地先種に係る継続的な実施体制の確立に向けた取組

放流した地先で漁獲されるウニ、アワビ等の地先種については、栽培漁業
の持続的な実施体制を確立するため、沿岸漁場整備開発法第７条の２第４
項の「放流効果実証事業」の実施によって、放流効果の範囲及び程度を特
定するよう努めるとともに、その結果を考慮し、継続的な栽培漁業の実施に
向けて、適切な費用負担を検討する。

また、必要に応じ、同条第２項第４号の「特定水産動物育成事業」における
育成水面制度を活用するよう努める。

（３）地先種に係る継続的な実施体制の確立に向けた取組

放流した地先で漁獲されるウニ、アワビ等の地先種については、栽培漁業
の持続的な実施体制を確立するため、沿岸漁場整備開発法第７条の２第４
項の「放流効果実証事業」の実施によって、放流効果の範囲及び程度を特
定するよう努めるとともに、その結果を考慮し、継続的な栽培漁業の実施に
向けて、適切な費用負担を検討する。

また、必要に応じ、同条第２項第４号の「特定水産動物育成事業」における
育成水面制度を活用するよう努める。

資料２
P９

（５）広域プランに基づく広域種の種苗放流の推進

広域プランに示された資源造成の目標、種苗生産尾数、放流尾数、放流適
地等を勘案し、関係都道府県が種苗生産や放流等に取り組む。

また、海域協議会等において、広域種の種苗放流に係る受益に見合った
費用負担の実現に向けた検討を行う。

（４）広域プランに基づく広域種の種苗放流の推進

広域プランにおいて資源評価結果をふまえた資源管理の目標を設定し、関
係都道府県が種苗生産や放流等に取り組む。また、近年の海洋環境の変
化にともなう各魚種の分布・回遊域の変化をふまえて、広域プランがより効
果的な取組となるよう検討を行う。

また、海域協議会等において、広域種の種苗放流に係る受益に見合った
費用負担の実現に向けた検討を行う。

資料２
P10

（６）共同種苗生産体制の構築

施設の計画的な補修及び更新に努めるとともに、関係都道府県の種苗生
産施設間での連携、分業等を推進し、低コストで生産能力の高い共同種苗
生産体制の構築に取り組む。

なお、共同種苗生産体制の構築に当たっては、疾病等による生産不調等
のリスク管理に配慮する。

（５）共同種苗生産体制の構築

資源回復や施設維持、受益者負担等に関し、将来の見通しが立ち、安定
的な運営ができる施設については、整備を推進する。

将来の見通しが難しい施設については、複数県での共同利用や、養殖用
種苗生産を行う多目的利用施設への移行を推進する。共同化した施設に
ついては、複数の地方公共団体による運営方式を検討する。

他都道府県等の種苗生産施設における種苗生産コストも勘案し、低コスト
で生産能力の高い共同種苗生産体制の構築に取り組む

なお、共同種苗生産体制の構築に当たっては、疾病等による生産不調等
のリスク管理に配慮する。
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資料２
P11

（７）放流の効果の把握と生物多様性の保全への配慮

放流魚の混入調査とともに、親子関係を判別する技術を活用することによ
り、資源造成面における効果を検証し、放流計画に反映させる。

国及び機構が作成した遺伝的多様性への影響リスクを低減するための技
術的な指針を種苗生産現場へ普及するとともに、生物多様性の保全との
両立に努める。

（６）放流の効果の把握と生物多様性の保全への配慮

放流魚の混入調査とともに、親子関係を判別する技術を活用することによ
り、資源造成面における効果を検証し、放流計画に反映させる。

国及び機構が作成した遺伝的多様性への影響リスクを低減するための技
術的な指針を種苗生産現場へ普及するとともに、生物多様性の保全との
両立に努める。

資料２
P12

（８）栽培漁業に関する国民の理解の醸成と普及

栽培漁業が、水産物の安定供給の機能に加えて、多面的な機能を有して
いることについて、国民への普及及び啓発に取り組む。

特に、種苗放流の効果についての積極的な情報提供により、遊漁者や遊
漁船業者等の種苗放流に対する理解の醸成に取り組む。

（７）栽培漁業に関する国民の理解の醸成と普及

栽培漁業が、水産物の安定供給の機能に加えて、多面的な機能を有して
いることについて、国民への普及及び啓発に取り組む。

特に、種苗放流の効果についての積極的な情報提供により、遊漁者や遊
漁船業者等の種苗放流に対する理解の醸成に取り組む。

資料２
P13

（９）種苗放流と種苗の育成の場の整備との連携の推進

藻場、干潟等の保全や回復のための漁場整備、水産生物の増殖や生育に
配慮した漁港施設の整備及び漁業者や地域住民等が取り組む海岸清掃
等の活動と種苗放流の連携の推進に努める。

（８）種苗放流と種苗の育成の場の整備との連携の推進

藻場、干潟等の保全や回復のための漁場整備、水産生物の増殖や生育に
配慮した漁港施設の整備及び漁業者や地域住民等が取り組む海岸清掃
等の活動と種苗放流の連携の推進に努める。

資料２
P13

（10）東日本大震災からの復興

被災県の種苗生産施設の復旧を進めるとともに、復旧までの間、他海域の
種苗生産施設からの種苗の導入等により放流尾数を確保する。

また、県域を越えた海域単位での連携や役割分担により効率的な栽培漁
業を推進する体制を構築する。

福島県における放流用種苗生産については、平成32年度末までに、被災
前の生産水準への回復を目指す。

（９）東日本大震災からの復興

ALPS処理水の海洋放出による風評影響を抑制し、漁業を安心して持続し
ていくことを目的として、被災地における漁獲物を安定的に生産・供給する
ための放流種苗を確保する。

資料２
P13

（11）主な栽培漁業対象種の漁獲動向の見通し

本基本方針に基づく取組の推進による、平成33年度における主要な栽培
漁業の対象種の漁獲量動向の見通しを付表のとおりとする。

（10）主な栽培漁業対象種の漁獲動向の見通し

本基本方針に基づく取組の推進による、各栽培漁業対象種の漁獲動向の
見通しについては、各種・系群の資源評価結果に基づくものとする。
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資料２
P15

（１）資源造成型栽培漁業の推進のための技術開発の推進

放流適地、生産コスト及び放流効果から見て最適な放流サイズ及び放流
尾数の把握等に取り組むとともに、種苗の生産から、放流、さらには、未成
魚の混獲防止等海域における種苗の育成に至るまでの一連の技術の開
発を一体的に行うよう努める。

（１）栽培漁業の推進のための技術開発の推進

放流適地、生産コスト及び放流効果から見て最適な放流サイズ及び放流
尾数の把握等に取り組むとともに、種苗の生産から、放流、さらには、未成
魚の混獲防止等海域における種苗の育成に至るまでの一連の技術の開
発を一体的に行うよう努める。

消費者ニーズが高く、漁業者からの大量種苗生産技術の開発に対する要
望が強い新たな栽培漁業対象種の技術開発に取り組む。

種苗生産等における疾病等の発生及びまん延を防止するための技術の開
発に取り組む。

種苗の生産及び中間育成の現場においては、疾病等の発生及びまん延を
未然に防止できるよう、開発された技術を活用して、適切な飼育管理の徹
底に取り組む。

栽培対象種の資源評価にあたっては、放流尾数や放流サイズ等の放流実
態や漁獲物への放流種苗由来の個体の混獲状況の把握に努め、放流効
果を定量的に評価するとともに、効果的な放流のあり方の検討に資するよ
うな評価となるよう調査の拡充や手法の高度化に努める。

（２）種苗生産の低コスト化のための技術開発の推進

種苗生産の低コスト化に資するため、遺伝的多様性を備えた自然環境に
対する適応能力の高い種苗を安定的に低コストで生産する技術の開発に
取り組む。

また、種苗生産等における疾病等の発生及びまん延を防止するための技
術の開発に取り組む。

なお、種苗の生産及び中間育成の現場においては、疾病等の発生及びま
ん延を未然に防止できるよう、開発された技術を活用して、適切な飼育管
理の徹底に取り組む。

第２ 水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に係る技術の開発に関する事項
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資料２
P15

（３）環境変化に適応した栽培漁業の実施等のための技術開発の推進

地球温暖化や貧栄養化等により沿岸域の環境が変化する中で、栽培漁業
を環境変化に適応させながら実施していくため、対象種の変更や放流手法
の見直し等必要な技術の開発に努める。

また、近年、資源の減少が顕著な二枚貝の増殖のための技術の開発に取
り組む。

これらを含め、栽培漁業に関する技術開発においては、対象種について、
稚仔魚等の生理・生態、餌料、生息環境等の基礎的な知見の充実を図る。

（２）環境変化に適応した栽培漁業の実施等のための技術開発の推進

地球温暖化や貧栄養化等による沿岸域の環境変化や栽培対象種の分布
の変化をふまえ、栽培漁業を環境変化に適応させながら実施していくた
め、対象種の変更や放流手法の見直し等必要な技術の開発に努める。

また、近年、資源の減少が顕著な二枚貝の増殖のための技術の開発に取
り組む。

これらを含め、栽培漁業に関する技術開発においては、対象種について、
稚仔魚等の生理・生態、餌料、生息環境等の基礎的な知見の充実を図る。

資料２
P16

（４）技術劣化の防止

種苗生産や中間育成、放流の実施状況等について情報を収集し、各種技
術が種苗生産現場等で適切に利用されるように努めるとともに、疾病等の
問題を迅速に解決できる体制の整備に取り組む。

また、生産技術者が高齢化する一方で後継者が育っていない状況を踏ま
え、計画的な人材確保と種苗生産技術及び放流技術の継承に努める。

（３）技術劣化の防止

種苗生産や中間育成、放流の実施状況等について情報を収集し、各種技
術が種苗生産現場等で適切に利用されるように努めるとともに、疾病等の
問題を迅速に解決できる体制の整備に取り組む。

また、生産技術者が高齢化する一方で後継者が育っていない状況を踏ま
え、計画的な人材確保と種苗生産技術及び放流技術の継承に努める。

資料２
P16

（５）栽培漁業技術の展開

栽培漁業と他の水産分野で活用できる横断的な技術の開発に努める。

（４）栽培漁業技術の展開

栽培漁業と他の水産分野で活用できる横断的な技術の開発に努める。

資料２
P16

（６）遺伝子組換え生物等の取扱い

遺伝子を直接操作することによる新たな品種の開発及び種苗放流につい
ては、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に
関する法律（平成15年法律第97号）に基づいて適正に実施する。

また、胚を操作することによる新たな品種の開発及び種苗放流について
は、公的な試験研究機関が水産庁長官の確認を得て行う試験的な取組を
除き、行わない。

（５）遺伝子組換え生物等の取扱い

遺伝子を直接操作することによる新たな品種の開発及び種苗放流につい
ては、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に
関する法律（平成15年法律第97号）に基づいて適正に実施する。

また、胚を操作することによる新たな品種の開発及び種苗放流について
は、公的な試験研究機関が水産庁長官の確認を得て行う試験的な取組を
除き、行わない。

資料２
P16

（７）外来生物の導入

栽培漁業への外来生物の導入については、生態系に及ぼす影響が明確で
ないことから、行わない。

（６）外来生物の導入

栽培漁業への外来生物の導入については、生態系に及ぼす影響が明確で
ないことから、行わない。



第７次基本方針（概要） 第８次骨子案

資料２
P16

（８）機構の役割

機構は、栽培漁業を推進するために必要な技術の開発に取り組み、必要
に応じて都道府県の試験研究機関等との共同研究を行うとともに、開発し
た技術の普及及び指導を行う。

また、疾病の発生等の技術的課題が発生した場合には、必要に応じ関係
機関に対して技術的な指導及び助言を行う。

（７）機構の役割

機構は、栽培漁業を推進するために必要な技術の開発に取り組み、必要
に応じて都道府県の試験研究機関等との共同研究を行うとともに、開発し
た技術の普及及び指導を行う。

また、疾病の発生等の技術的課題が発生した場合には、必要に応じ関係
機関に対して技術的な指導及び助言を行う。

資料２
P18

（１）関係機関の連携

国は栽培漁業の基本方針を策定し、機構は栽培漁業に関する技術の開発
並びに指導及び助言を行い、豊かな海づくり協会は国や機構と連携を取り
ながら、都道府県間の連携及び調整、情報の収集及び提供等による栽培
漁業の普及の促進を行う。

国、機構及び豊かな海づくり協会は、全体の方向付けと進行管理を行う。
また、都道府県は基本方針に調和した基本計画を策定するとともに、都道
府県下の関係者と一体となって、栽培漁業を実施する。

（１）関係機関の連携

国は栽培漁業の基本方針を策定し、機構は栽培漁業に関する技術の開発
並びに指導及び助言を行い、豊かな海づくり協会は国や機構と連携を取り
ながら、都道府県間の連携及び調整、情報の収集及び提供等による栽培
漁業の普及の促進を行う。

国、機構及び豊かな海づくり協会は、全体の方向付けと進行管理を行う。
また、都道府県は基本方針に調和した基本計画を策定するとともに、都道
府県下の関係者と一体となって、栽培漁業を実施する。

資料２
P18

（２）都道府県栽培漁業協会等の連携体制の強化

都道府県、都道府県の栽培漁業協会その他の栽培漁業の推進団体は、海
域協議会の下で連携を強化するとともに、豊かな海づくり協会を事務局と
する海域栽培漁業推進協議会全国連絡会議の下で、栽培漁業の技術及
び情報の交換、人材の交流等を推進し、効率的かつ効果的な栽培漁業の
推進体制の構築に努める。

（２）都道府県栽培漁業協会等の連携体制の強化

都道府県、都道府県の栽培漁業協会その他の栽培漁業の推進団体は、海
域協議会の下で連携を強化するとともに、豊かな海づくり協会を事務局と
する海域栽培漁業推進協議会全国連絡会議の下で、栽培漁業の技術及
び情報の交換、人材の交流等を推進し、効率的かつ効果的な栽培漁業の
推進体制の構築に努める。

資料２
P18

（３）基本方針の期間等

本基本方針の期間は、平成27年度から平成33年度までとする。なお、本基
本方針の期間中に水産基本計画の変更が行われる時には、本基本方針
の内容について必要な見直しを行う。

（３）基本方針の期間等

本基本方針の期間は、令和４年度から令和８年度までとする。なお、本基
本方針の期間中に水産基本計画の変更が行われる時には、本基本方針
の内容について必要な見直しを行う。

第３ その他水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する重要事項


