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１． 開催日時及び場所 日時 2015年12月14日13:30-16:55 

 場所 エッサム本社ビル グリーンホール 

100-0041東京都千代田区神田須田町1-26-3 

２． 出席者所属機関及び人数 58機関102名（別紙参照） 

３． 結果概要  

議題 結果の概要 

１．開会 

 

２．趣旨説明 

 

 

 

 

 

 

 

３．話題提供 

漁港機能の再編と漁港水域の

有効活用の促進（水産庁：高

原裕一） 

 

 

 

 

第7次栽培漁業基本方針等に

ついて（水産庁：内海邦夫） 

 

 

 

 

漁港水域の有効利用の現状

（漁港漁場漁村総合研究所：

水産工学研究所長から、開会挨拶があった。 

 

漁業就業者や漁業経営者数の減少に伴い、漁港機能を集約化し再

活用することで、漁港施設の維持管理と更新、効率的な漁港利用

が推進されてきた。漁港の機能集約を図る過程で発生する利用頻

度の低下した漁港施設（特に水域）を増養殖空間として再活用で

きないか、漁港・漁場施設、栽培漁業等の専門家から話題提供し

て戴き、漁港水域の有効利用方策について議論を深めていきたい

旨、水産土木工学部長より説明があった。 

 

 

漁業地域の活力の向上に向けて、漁業生産基盤である漁港の既存

施設の有効利用を図るとともに、既存施設の維持管理費等を抑制

する観点から、漁港機能の再編等に伴う漁港施設の有効利用が図

られてきた。漁港機能の集約化と再活用を図る漁港を対象に、そ

の取り組みを促進する新しい施策である「インフラの集約・縮減

に向けた漁港機能集約化・再活用推進事業」の概要を報告した。 

 

昨年度末に策定された「水産動物の種苗及び放流並びに水産動物

の育成に関する基本方針」（第7次栽培漁業基本方針）の概要を報

告した。また、栽培漁業における漁港水域の活用事例として、漁

港内や漁港周辺水域を活用した種苗放流や中間育成の事例を報告

した。 

 

漁港水域の利用実態に関するアンケート結果に基づき、漁場利用、

保護育成場（種苗放流や中間育成）利用、蓄養（出荷調整）利用



三浦 浩） 

 

 

 

 

 

増養殖施設としての漁港機能

研究の現状と展望（水産工学

研究所：明田定満） 

 

養殖と漁港施設利用の現状と

展望（西海区水産研究所：照

屋和久） 

 

 

栽培漁業と漁港施設利用（瀬

戸内海区水産研究所：小畑泰

弘） 

 

 

 

 

レジャー、観光と漁港施設利

用の現状と展望（東海大学：

関いずみ） 

 

 

４．総合討論 

新たな漁港水域の利活用に向

けた取組み（座長：中山哲嚴・

南部 亮） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等、漁港水域を水産生物の生息場として活用している事例を報告

した。また、漁港水域を生物生息空間として機能させるためには、

①漁港内で発生する餌料生物の有効活用、②漁港施設の持つ増殖

機能の強化、③周辺海域との生物生息空間のnetwork化が重要で

あることを提示した。 

 

漁港水域を増養殖空間として有効活用を図る整備手法として、水

産協調型漁港施設づくりの要素技術（海水交換の促進技術、藻場

造成工法等）が活用できることを報告した。 

 

漁港水域を活用した養殖の現状から、漁港水域での生物飼育には、

長所（荒天時に作業が容易、避難水域としての活用等）、短所（海

水交換が悪い）が有ることを示し、漁港水域を増養殖空間として

有効活用を図るための問題点と技術的課題を報告した。 

 

瀬戸内海の代表的な栽培種であるキジハタの増殖には、０歳魚の

漁港水域内放流が有効であること、放流初期の稚仔魚の保護育成

が生残率を高めることを報告した。漁港水域内での具体的な保護

育成策として、防波堤マウンド上に設置したホタテガイ貝殻を用

いた保護育成礁の活用事例（稚仔魚の滞留効果、餌料培養効果等）

を報告した。 

 

日本で初めて漁協直営のダイビング事業を開始した富戸漁協（富

戸漁港、静岡県いとう市）を事例にして、①ダイビング事業を取

り組む経緯、②漁港漁村域にダイビング客受け入れ体制の整備、

③漁業とダイビングとの共生に向けた現状と展望を報告した。 

 

 

（高原）に対して、①地域により漁業形態が異なる中で、漁港機

能の集約化をどのように進めていくのか。②複数漁港間の機能集

約化ではなく、複数地区から成る漁港は補助対象になるのか、機

能保全の補助対象になるのか。（回答）①地域や漁業形態により漁

港の意味や役割が異なるので、漁港整備に係る圏域計画を策定す

る中で、圏域内の各漁港の役割を明確化し機能を分担している。

このような議論が出来る漁港から機能集約化の検討を進めていき

たい。②複数地区から成る漁港は、各地区が機能を分担し一つの

漁港を形成していることから、機能集約化が進んでいると考えら

れる。 

 

（内海）に対して、移動性の少ない水産生物を漁港内で種苗放流



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する場合、密漁対策が重要とされるが、一方で港内は監視し易く、

管理し易い水域ではないか。（回答）その通り。 

 

（三浦）に対して、①漁港内で増養殖を行う場合、漁業権を設定

しているのか。また、どのような管理規則を設けて利用している

のか。②漁港水域の定義は如何。（回答）①漁港の安全性や水域利

用に支障の無い水域を共同漁業権の枠内で利用していると聞いて

いる。②防波堤等の外郭施設の周辺水域である。 

 

（照屋）に対して、①機能集約化の結果として、漁船活動の低下

した漁港水域では、海水交換を良くし生息環境を整えれば、漁港

水域を活用した増養殖の余地があると思われるか。②ハタ類は漁

港内に放流していると聞くが如何か。（回答）①その通り。水域面

積が狭いので、付加価値の高い魚種を対象に有効利用を試みたい。

②漁港内にキジハタを放流している。 

 

（小畑）に対して、ハタ類の放流の現状は如何。（回答）岩礁地帯

には先住者（大型捕食魚）が生息しているが、漁港水域内には先

住者が少ないことから、初期減耗の抑制を目的に放流水域として

漁港水域を活用している。特に山口県が漁港水域内に放流し効果

を上げている。 

 

（関）に対して、①富戸地区では漁協とダイバーとのトラブルは

無かったのか。②漁港水域を利用してダイバーに潜水練習をさせ

ている漁港はあるか。（回答）①伊豆大瀬崎ではダイバーに対して

入海料、潜水料として料金徴収したため訴訟になった。一方、富

戸地区では、ダイバーに対して施設使用料として徴収しているた

め、大きなトラブルは聞いていない。②安全な湾や泊地で初心者

を練習させている漁港があると聞いている。 

 

北海道内の漁港を利用した増養殖研究を進める寒地土木研究所

（三上）に対して、①漁港を核にして、沿岸域にnetworkを広げ

ていくことを考えたら如何。②ナマコ養殖の収穫サイクルは如何。

③利用する漁港水域の大きさは如何。④港内で動物飼育を行うこ

とは、港内の水質環境の悪化を促進するので、どの程度海水交換

が必要か。（回答）①漁港周辺が対象種の生息適地である場合、増

殖的な活用を考え、漁港を核にして沿岸域にnetworkを広げてい

くことを考える。漁港周辺が生息適地でない場合、漁港内で完結

する養殖または漁港内で中間育成し移植放流を検討する。増殖/養

殖でアプローチが異なるので、地元と相談しながら検討していき



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．閉会 

たい。②2-3cm まで陸上飼育した後、出荷サイズまで 2 年間ほど

港内で飼育する漁港がある一方で、数mmサイズで放流する漁港

もある。種苗放流サイズを変えて、どの方法が漁港利用として効

率的なのか検討を進めて行きたい。③第 1種、第 2種漁港の平均

的な大きさの漁港を想定している。④ナマコは底泥中の有機物を

餌とするため、水質改善に繋がる可能性がある。漁港内の環境収

容力を評価した上で、環境に悪影響を与えない範囲内で増養殖の

検討を行いたい。（補足意見）溶存酸素が豊富な水域で飼育を考え

ることが基本であり、飼育による環境悪化が、水質環境の悪化に

繋がらないように、水質の定量的な評価検討が必要である。無給

餌養殖、給餌養殖に分けて、飼育による環境悪化と海水交換によ

る環境改善について定量的な評価検討を行うことが重要である。 

 

海水交換施設の施工後、漁港内の環境がどのように変化したか、

調査事例はあるのか。（回答）①志賀島漁港等海水交換を促進する

ことで、底質が改善された定性的な調査事例はあるが、物質循環

まで検討した事例は少ない。②ハタ養殖の事例（照屋）では、海

水交換防波堤を設けたことで海水交換は良くなったが、養殖生簀

が多数設置されたため、底質改善が十分でなく底質悪化が顕著に

なった。③飼育による汚濁負荷が大きいので、必要な海水交換量

を見積もる必要がある。④飼育場所（生簀の配置）を考慮すれば、

多少環境が良くなるかも知れない。⑤持続可能な養殖システムの

構築が重要となる。 

 

海水交換施設の設計手順、方法は如何。（回答）養殖による汚濁負

荷を考慮した数値モデルを使い海水交換量を推定し、施設規模や

構造を決定する（「漁港漁場の施設設計の参考図書」を参照）。 

 

震災復興支援事業の一環として、福島県浪江町の漁港内でアワビ

育成場整備を検討しているが、漁業権の設定等助言をお願いした

い。（回答）事業実施の際、水産庁や福島県に事前に相談願いたい。 

 

種苗放流の効果的な調査法はあるのか。（回答）地域、漁業種、対

象種により case-by-caseで放流効果調査を実施している。 

 

業務推進部長の閉会挨拶があった。 

 

その後の処理等 

 

当日の配布資料に基づき、議論の概要を追記し再整理した上で、

報告書として関係機関他に配布する予定である。 

 



開 催 趣 旨 

 

漁港とは漁業根拠地となる水域、陸域、施設の総合体を指し、そのうち漁港施設は基本施設と機能

施設に区分される。機能施設は、荷さばき所、加工場、宿泊所、給油所などインフラにかかる施設が該

当する。現在、水産業に携わる就業者人口及び経営者数は減少しており、また高齢者の割合も全国

の生産人口より高水準となっているため、漁港機能利用の低下の抑制及び既存する漁港機能を効率

的に維持・管理・更新することが求められている。そのため、近年では漁港機能を集約化し再活用による

効率的な施設利用が推進されつつある。例えば、これまで注目されてこなかった漁港機能の１つである

増養殖施設としての機能強化は、栽培の中間育成地や養殖拠点として利用することで水産環境整備

の１つとして位置づけられるようになっている。また、レジャーや観光拠点として漁港施設を利活用が推進

されており、新たな漁港漁村整備の一つとして考慮されていくと考えられる。しかしながら、現在まで、増養

殖施設を柱とした漁港機能を検討した事例は非常に少なく、栽培養殖として漁港施設利用の実用化

まで至った事例は少ない。今後、漁港機能の集約化・再活用が進められる中で、漁港機能を発揮させ

るためには、これまで漁港施設利用と接点の少なかった栽培養殖や観光などの異なる分野の現状や考

え方について双方に把握・理解し、連携を強化していくことが必要である。 

本部会では、初めに行政の方々から漁港施設（特に水域）、栽培養殖に関する現状について報告

していただく。次に、漁港施設や漁港水域の有効利用や今後の展望について、それぞれの視点から専門

家に話題提供して戴き、双方の研究について理解を深める。最後に、総合討論「新たな漁港水域の利

活用に向けた取組み」と題して、それぞれの分野との研究連携について議論する。 

 

  



 

 

漁港機能の再編と漁港水域の有効活用の促進 

 

高原裕一(水産庁計画課) 

 

１．はじめに 

我が国における水産業の基盤である漁港施設は、これまでの着実な整備によって総額 10兆円を

上回る規模に達している。これらの既存ストックは高度経済成長期に建設された施設が多く、建設

後の時間経過に伴って老朽化が進行し、改良・更新すべき時期を迎えた施設が増加しており、維持

管理・更新費の増大が懸念される。一方、現在の水産業を取り巻く環境は、人口減少や高齢化に伴

い、漁港施設を利用する漁業者の減少や高齢化、利用漁船数の減少等の港勢の変化により、施設の

利用形態が変化している状況となっている。 

こうした漁業情勢や社会経済情勢の変化に対応し、漁業地域の活力の向上に資するよう、漁業地

域にとって貴重な基盤である既存施設の有効活用と維持管理費等の抑制を図る観点から、浜プラン

等の地域振興計画と連携しつつ、漁港機能の再編と漁港施設の利用転換等による多目的な活用を推

進することとしている。 

 

２．漁港機能の再編等による施設の有効活用方策 

具体的には図１に示すように、拠点とな

る漁港に陸揚・集出荷機能等の漁港機能を

集約化し、必要に応じ浮桟橋などを整備す

ることで、陸揚げ機能の効率化や高度化を

図る。一方で、空いた既存の漁港の静穏水

域について、必要に応じ増養殖機能の増進

を図り、資源管理に重要な役割を果たす増

養殖の場としての活用を推進する。これに

より、漁業活動の効率化と施設の維持・更

新費の抑制を図る。  

既存施設の再活用が試みられている事例

として、北海道の元和漁港がある（図２）。

元和漁港においては、ホタテの陸揚・集出

荷機能を近隣の乙部漁港に集約し、空いた静穏水域をナマコの増殖の場として活用し生産を効率化

するとともに、係留施設から護岸へ変更すること等により、維持管理コストを削減している。 

なお、平成 26年度に水産庁により、漁港の空いている水域（防波堤の背後の静穏水域等）の活用

図１ 漁港機能再編と水域の有効活用のイメージ 



事例について各都道府県にアンケートを行ったところ、約 270の漁港において、水域の増養殖や蓄

養の場としての活用事例が報告されている。図３は実際に防波堤背後の静穏水域を活用している事

例であり、養殖コンブを投入することで、アワビの畜養を行っている。 

 

 

 

３．モデル事業について（要求中） 

漁業地域で漁港機能の集約化・再活用を図る漁港において、その取組を推進するための手段とし

て「インフラの集約・縮減に向けた漁港機能集約化・再活用推進事業」の創設について要求してお

り、具体的な事業の内容は以下のとおり。 

（１）漁港の効率的な利用・維持管理 

拠点漁港へ陸揚・集出荷等の漁港機能の集約化の強化及び既存ストックの再活用を図るため、水

産物供給基盤整備機能保全事業（ストマネ事業）において、①採択要件の緩和（複数漁港による要

件の設定）や、②既存施設の改良や除却、③機能再編後の機能診断やストマネ計画の見直しを可能

とするとともに、漁港施設機能強化事業において、漁港機能の効率化に資する施設の改良及び新設

を補助対象に追加する。 

（２）集約化する拠点漁港でのさらなる展開 

機能の集約化の強化を図る拠点漁港において、水産物や人の集積を活かし、さらに漁港背後用地

の再活用を促すため、交流や観光、直販等の展開を推進。これらを支援するため、ストマネ事業の

補助対象に漁港施設用地（舗装）を追加する。 

 

４．財産処分について 

漁港漁場整備事業により取得し、又は効用の増加した財産を、補助金等の交付の目的に反して使

用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供すること（以下「財産処分」という。）を行う場合

は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30年法律第 179号）第 22条の規定に

基づく農林水産大臣の承認が必要である。 

図２ 漁港水域の有効活用の事例（北海道 元和漁港） 

図３ 防波堤背後水域の活用 



例えば、低利用となった水域施設（航路及び泊地）において、漁港機能の維持等に支障がないと

判断した上で、その一部を増養殖等の用として目的外使用をしたいときは、補助金適正化法の手続

きが必要となる。従前の財産処分手続においては、当該水域施設が補助金適正化法の処分制限の期

間内であれば、このように増養殖等の用として使用するなど補助目的に従った使用とならない場合

には、財産処分の承認条件として国庫補助金の返還等が想定されていたところである。 

しかし、財産の処分等の承認基準（平成 20年 5月 23日付け 20経第 385号農林水産省大臣官房経

理課長通知）に基づき、地域活性化等を図るため長期利用財産等を財産処分する際に、当該処分に

よる収益が生じない等の要件を満たすときは、補助金の返還を要することなく当該財産を処分する

ことが可能な場合があることから、かかる事業の検討に際しては水産庁へ相談されたい。 



 

 

第７次栽培漁業基本方針について 

 

内海邦夫(水産庁栽培養殖課)  

 

 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方針（以下、「基本方針」と

いう。）は、沿岸漁場整備開発法第６条に基づき、農林水産大臣は、沿岸漁場の生産力の増進に資

するため、概ね５年を１期として定めることとされており、昭和 51年に第１次基本方針が策定され

てから、今回で第７回目となります。 

 本紙８頁から記載されている第７次基本方針（平成 27年３月策定）を読むにあたって、参考とな

るポイントや資料を記載しますので、一読して頂ければ、基本方針が読みやすくなるのではないか

と思います。 

 基本方針の構成は、前文、栽培漁業の基本的な指針及び指標、技術の開発に関する事項、その他

の事項というようになっていますので、その順に説明したいと思いますが、紙面の関係上、基本方

針の内容全てに触れていないことをお含み下さい。 

 

（参考）沿岸漁場整備開発法 

 第６条 農林水産大臣は、沿岸漁場の生産力の増進に資するため、水産政策審議会の意見を聴いて、

政令で定めるところにより、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方

針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。 

 

１．前文 

 栽培漁業はおよそ半世紀の歴史を持っていますが、その間に施設整備がなされ、多様な魚介類の

種苗が放流されています。図１は都道府県の栽培センターを示していますが、このほかに市町村、

漁協等の種苗生産施設も 70近くあります。図２は魚類、甲殻類、貝類等の放流尾数を示しています。 

        図１都道府県の栽培漁業センター         図２平成 24年度の種苗放流実績 

 

【全国の栽培漁業センター】

滋賀県を含む４０都道府県に７２ヶ
所の栽培漁業センターが設置され
ている。
（復旧整備中及び計画含む）

【平成２４年度種苗放流実績】

ヒラメ
15,491 

マダイ
11,039 

ハタハタ
5,600 

ニシン
5,423 

カサゴ
2,689 

トラフグ
2,516 

マコガレイ
1,345 

マツカワ
1,245 

オニオコゼ
1,165 

イサキ
1,123 

その他
4,838 

クルマエビ
132,841 

ガザミ
24,557 

ヨシエビ
23,310 

クマエビ
4,377 

その他
1,113 

総数
186,198
千尾

アワビ類
13,079 

ウニ類
63,254 

ナマコ
6,585 

サザエ
4,178 

アゲマキ
1,925 

その他
2,289 

総数
91,310
千個

魚 類 甲殻類 貝類・その他

総数
52,474
千尾

※アサリ、ホタテガイ、ハマグリを除く



  次に、アワビ、ウニ等の地先種とマダイ、ヒラメ等の広域種の種苗放流の現状です。 

 地先種は、それ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

経営に寄与しています。一方で、地域によっては環境変化の影響等により種苗放流量が減少してい

ます（図３）。 

 

図３地先種の種苗放流の現状 

 

 広域種は、放流尾数が総じて減少傾向にありますが、その要因は資源状況が安定して放流尾数を

減らしているもの、種苗を大型化して放流効果の確保を進めているもの（図４）、関係者の負担能

力の低下により種苗放流経費の確保が困難となっているケース等が混在しています。 

                         

図 4広域種の種苗放流の現状 
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【ウニとアワビの負担割合の状況】
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資源
管理

※被災により種苗の供給が困難になった4県(岩手、宮城、福島、茨城)は除く。

【磯焼けによりウニとアワビの放流量が減少している事例(A県の例)】

アワビ

ウニ

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

H
14

H
15

H
16

H
17

H
18

H
19

H
20

H
21

H
22

H
23

H
24

放流尾数

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

50

100

150

200

250

300

350

400

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

ミリ万尾
万尾 百トン

例１：マダイ

資源状態が安定
している種の放流
尾数が減少して
いるケース。

例２：トラフグ

トラフグの放流効
果は尾鰭の正常
度と放流サイズ
が関係。尾鰭が
正常な大型化の
種苗の放流が進
められているケー
ス。

漁獲量
放流サイズ

放流尾数



また、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に、平成 22年度に全国を６つの

ブロックに分けて、海域栽培漁業推進協議会（以下「海域協議会」という。）が設立されました。

海域協議会では、海域毎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が行われ

ています。 

 各都道府県等の種苗生産施設の現状ですが、30年以上経過している施設が半数を超えており、全

体的に老朽化し、種苗生産能力が低下しています。種苗生産に携わる技術者も高齢が見られ、後継

者が育っていない都道府県もあります。 また、東日本大震災で壊滅的な被害を受けた東北地方太

平洋側の種苗生産施設は今なお復旧途上にあり、この海域の重要魚種であるヒラメ、アワビ等の種

苗生産の能力は震災前の水準まで回復していない状況です。 

 なお、第６次基本方針においては、資源造成型栽培漁業の推進することとされており、種苗放流

と資源管理の連携が進められています。平成 26年３月末時点で作成されている 1,680の資源管理計

画において、537 の計画に種苗放流の取組がありました。また、放流した魚種が再生産への効果の

有無を確実にするため、遺伝子情報を用いて親子関係の判別する技術を開発してきました。 

 以上、ここまでが前文の主な内容ですが、これらの状況を踏まえて、次の、２．栽培漁業の基本

的な指針及び指標、３．技術の開発に関する事項、４．その他の事項となっていきます。 

 

２．栽培漁業の基本的な指針及び指標 

・資源造成型栽培漁業の推進 

  第６次基本方針には、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

する従来の一代回収型栽培漁業に加えて、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、親魚を獲り残して再生産を確保する資源造成型栽培漁業を推

進することとされましたが、第７次基本方針においても、この資源造成型栽培漁業の取組を一層推

進することとしています。 

・漁獲管理との連携強化 

  資源造成型栽培漁業の実現のためには、放流された種苗が成長し、再生産に寄与できるようにし

ていくことが必要です。このため、必要に応じ、広域漁業調整委員会等において関係者の合意形成

等を図りつつ、稚魚段階での漁獲の抑制や産卵親魚の獲り残し等の漁獲管理との連携強化に努める

ことが重要です。また、資源状況が悪化している魚種については、特に、漁獲管理を種苗放流と一

体的に実施する等、特に留意していく必要があります。 

・広域プランに基づく広域種の種苗放流の推進 

 広域種については、その分布する海域の中で最も効果の高い適地に種苗を放流するとともに、都

道府県の区域を越えて種苗放流に係る受益と費用負担の公平化に向けて取り組むことが重要です。

このため、海域協議会において策定した「効率的かつ効果的な種苗生産及び種苗放流に関する計画」

（広域プラン）（図５）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、種苗生産や放流等に取り組むとともに、海域協議会等において、受益に見合った費用負担の実

現に向けた検討を行うこととしています。 

・共同生産体制の構築 

 種苗生産施設の老朽化により種苗生産能力が低下してきていることを踏まえれば、施設の計画的

な補修・更新に努めるとともに、関係都道府県が種苗生産施設間で連携、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ことが重要です。その際には、疾病等によ

る生産不調等のリスク管理、例えば、複数の機関での親魚養成や種苗生産等を行う等について配慮



する必要があります。 

図５広域プラン 

 

・放流の効果の把握と生物多様性の保全への配慮 

 種苗放流を行う上では、放流の効果を把握するのはもちろんのこと、生物多様性、特に、遺伝的

多様性に配慮することが求められています。放流効果の把握については、地区ごとの漁獲量調査や

市場における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生産に用いられた親魚と漁獲物の親子関係を判別する技術を活用することに

より、種苗放流が再生産にどの程度寄与しているのかを検証し、放流計画に反映させていくことも

必要です。また、遺伝的多様性に対する配慮としては、国及び国立研究開発法人水産総合研究セン

ター（以下「水研センター」という。）により平成 27年３月に作成された「人工種苗放流に係る遺

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して行くことと

しています。 

・種苗放流と種苗の育成の場の整備との連携の推進 

 種苗放流は漁獲管理との連携が重要であることは前述しましたが、これとともに、放流された種

苗が十分に育つ環境も重要です。このため、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（図６）に努めることとしています。 

・東日本大震災からの復旧 

 東日本大震災により被害を受けた東北地方太平洋側においては、栽培漁業の対象種を漁獲する沿

岸漁業が震災前と同様に行われるようになることを目指し各種取り組んでいます。水産基本計画に

おいても、放流用種苗生産は平成 27年度末までに被災前の生産水準への回復を目指すこととしてお

り、第７次基本方針でもそのような表現にしています。しかし、施設復旧の遅れが生じている県も

あることから、今後適宜修正が行われると思います。 

 

３．技術の開発に関する事項 

・資源造成型栽培漁業の推進のための技術開発の推進 

 資源造成型栽培漁業を効率的かつ効果的に推進するための技術開発については、種苗放流の対象

種について、その系群ごとに放流適地、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 

【広域プラン】

関係都道府県が連携して

効率的かつ効果的な種

苗生産及び放流等を実

施するための計画。

・資源造成の目標

・種苗生産尾数

・放流尾数

・放流適地

等を定める。

【海域栽培漁業推進協議会】

北海道～富山県

北海道～茨城県

石川県～山口県

大阪府～大分県

山口県～鹿児島県
千葉県～宮崎県



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（図７）を一体的に行うことが重要です。 

 

図６藻場・干潟の保全等 

 

 

図７種苗放流に係る一連の技術開発 

 

・種苗生産の低コスト化のための技術開発の推進 

 継続的な種苗放流を行うためには、種苗生産の低コスト化が必要です。このため、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、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こととしています。 

・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 

【藻場・干潟等の保全】 【水産生物の成長段階に応じた育成環境づくり】

藻場保全(母藻投入)

藻場保全(食害生物除去)

干潟保全(干潟耕耘)

実施例：水産多面的機能発揮対策事業 実施例：キジハタ育成礁の設置（山口県）

干潟保全(稚貝沈着促進)

※キジハタの放流箇所に設置。
放流されたキジハタ稚魚の隠れ家になるほか、餌生物を集める効果もある。

【海域における育成技術】

【適切なサイズの解明】

30㎜
生産コスト：低
生 残 率：低

100㎜
生産コスト：高
生 残 率：高

70㎜
生産コスト：中
生 残 率：中

生産コストと放流効果から、海域における最適な放流
サイズを明らかに。

未成魚の混獲防止のための改良漁具の開発、育成効
率の高い休漁期、保護区域の設定など。

【放流適地の解明】

標識放流等による、放流

箇所別の回収率調査。
資源管理の例：トラフグ

《瀬戸内海における各県の取組》

広島県
漁獲物の再放流（全長10㎝以下）
休漁期の設定（８月）

山口県
漁獲物の再放流（全長15㎝以下）
漁具の規制（延縄の使用釣り針、直径1.2㎜以上）

愛媛県

漁獲物の再放流（全長15㎝以下）
漁具の規制（延縄の使用釣り針、直径1.2㎜以上）
休漁期の設定（４月から６月）
禁止漁法の設定（浮き延縄、浮き流し釣り）
漁獲量の抑制（休漁日設定の推奨）

大分県

漁獲物の再放流（全長20㎝以下）
漁期の設定（８月から３月）
禁止漁法の設定（浮き延縄）
禁止操業時間（日没後の操業禁止：周防灘、豊後水道）
漁獲量の抑制（休漁日設定の推奨）



 地球温暖化や貧栄養化等による環境変化は、今後の栽培漁業においても重要な要素になります。

自然環境が変化する中で、栽培漁業をその変化に適応させながら実施していくためには、対象種の

変更や放流手法の見直し等の技術開発が必要となります。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ととしています。図８は、都道府県が実施している環境変

化への対応例や技術開発によって得られたタイラギの人工種苗の写真です。 

 

図８環境変化への対応例等 

 

・技術劣化の防止 

 技術劣化に防止については、情報の共有、その利用、体制づくりが重要となります。このため、

種苗生産や種苗放流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取り組むこととしています。また、前述し

たように、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こととしています。 

・栽培漁業技術の展開 

 栽培漁業はこれまで各種技術を開発しています。これは他の水産分野でも活用できる技術である

ことから、例えば、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

発に努めることとしています。 

・水研センターの役割 

 水研センターは、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や、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こと

としています。 

 

環境の変化により、漁獲の減少が著しい二枚貝類の
資源を回復させるため、人工種苗の大量生産技術に
取り組む。

【二枚貝の増殖技術開発の事例】

・平成26年度より、

資源の減少が著し
いタイラギについて、
種苗生産技術の開
発に取り組む。

【環境変化への対応状況】

《放流時期・サイズの検討》

・ヒラメ
種苗生産の時期を早め、水温が低い時期に放流。
・アワビ
水温が低い時期に放流するため、放流サイズの見直しを実施。

《育成場の造成》

・アワビ、ウニ
水温上昇に伴い、藻場が減少したため、ソフト、ハード問わず、
積極的な藻場造成の実施。

《種苗生産環境の改善》

・ヒラメ
安定的な水温で飼育できるよう、取水位置の変更や閉鎖循環
システムの活用。



４．その他の事項 

・関係機関の連携 

 栽培漁業を効率的かつ計画的に推進するためには、関係者が一丸となって進めて行くことが重要

です。第７次基本方針では、国は栽培漁業の基本方針を策定し、水研センター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水研センターと連携を取りなが

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ことと

し、これらにより、国、水研センター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

うこととしています。また、都道府県は国の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、種苗の生産、放流、育成等を行い、栽培漁業を実施することと

しています（図９）。 

図９関係機関の連携 

・基本方針の期間等 

 基本方針は概ね５年を一期として策定されることとなっていますが、本基本方針の期間は、平成

27 年度から平成 33 年度末までとしました。これは、我が国の水産政策全体の指針である水産基本

計画の年度との整合性をとるために設定したものです。本基本方針の期間中に水産基本計画の変更

が行われる予定ですので、その際に基本方針の内容について必要な見直しを行うこととしています。 

・付表 

  最後に主な栽培漁業対象種の漁獲動向の見通しが付表として記載されています。マダイ、ヒラメ

については、現状維持としています。クルマエビ・ガザミ類では、クルマエビでは放流数が減少す

るものの、ガザミは放流数を増大させる傾向があることから、合わせて現状維持としています。サ

ワラは、資源は低位ですが増加傾向を示しており、適切な資源管理と種苗放流の実施により、増大

が期待されています。トラフグは、資源管理に係る全国的な協議会が設立されており、種苗放流と

資源管理の連携が強化されることにより、資源の増大を期待しています。アワビ類やウニ類は、東

日本大震災により減少した漁獲量は、漁業の回復とともに増大することと見通しています。 

（※文中の魚介類のカットおよび一部の写真は、国立研究開発法人水産総合研究センターより提供頂いたものです。） 

 

【栽培漁業の推進】

全国的な状況把握
都道府県等の連携・調整

全国豊かな海づくり
推進協会

都道府県

栽培漁業協会漁業者等 水産試験場

技術開発・技術
面の指導助言

基本計画の策定

種苗の生産・供給

都道府県

栽培漁業協会漁業者等 水産試験場

都道府県

栽培漁業協会漁業者等 水産試験場

国

基本方針の策定

水産総合研究センター

全国的な観点にたった技術開
発・技術面の指導助言

・全国的な方向付けと進行管理

・栽培漁業の実施

種苗の放流
資源の管理・利用



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方針 

  

  沿岸漁場整備開発法（昭和 49年法律第 49号）第６条第１項の規定により、平成 27年度か 

ら平成 33年度までの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方針 

を次のように定める。 

  

 栽培漁業の発展の礎となった社団法人「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した。その間、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。 

 水産基本計画（平成 24年３月 23日閣議決定）においては、我が国周辺の「身近な自然の恵み」

が十分に活用されるようにしていくために、平成 23年度に導入された資源管理指針と資源管理計画

に基づく新たな資源管理体制の下で資源管理やつくり育てる漁業に取り組み、長期的な漁獲の安定

と増大を図るべきことが定められた。 

 栽培漁業に関しては、（１）種苗放流尾数が減少傾向にある広域種について、関係都道府県の連

携による放流推進を図るための海域栽培漁業推進協議会（以下「海域協議会」という。）における

連携調整の推進、（２）成長した放流種苗を全て漁獲するのではなく、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」の取組の推進、（３）集中的な放

流、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放流事業の実施について

定められたところであり、このような水産基本計画の規定及び現行の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方針の下、栽培漁業に関する施策を実施することとされてい

る。 

 現状では、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、それらを漁獲する沿

岸漁業者の費用負担等による種苗放流が行われており、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。 

 都道府県の区域を越えて回遊し漁獲されるマダイ、ヒラメ等の広域種については、資源状況が高

位で安定している系群がある一方で、低位の系群が増加する傾向にある。資源状況が低位で減少傾

向にあるトラフグについては、平成 26年３月に水産庁内に設置した有識者からなる資源管理のあり

方に関する検討会において、種苗放流と資源管理の一層の連携の必要性が指摘されている。また、

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。 

 このような中で、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、平成 22年度に全国

を６つの海域に分け、海域協議会が設立された。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である。 

  資源造成型栽培漁業の推進に当たっては、資源管理計画に基づく資源管理の取組として、種苗放

流と資源管理の連携が進められているほか、遺伝子情報を用いて種苗生産に用いられた親魚と漁獲

物の親子関係を判別する技術が開発された。今後においては、種苗放流と漁獲管理の連携を一層強

化するとともに、開発された技術を活用することにより、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と考えられる。 



  また、各都道府県等の種苗生産施設が全体的に老朽化し、種苗生産能力が低下しているほか、都

道府県によっては、種苗生産に携わる技術者が高齢化する一方で後継者が育っていない状況も見ら

れる。 

 このため、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

と考えられる。 

  一方、東日本大震災で壊滅的な被害を受けた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、この海域の重要魚種であるヒラメ、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。 

 このような状況を踏まえ、国、国立研究開発法人水産総合研究センター（以下「水研センター」

という。）、都道府県及びその機関、栽培漁業協会、海域協議会、公益社団法人全国豊かな海づく

り推進協会（以下「豊かな海づくり協会」という。）、漁業者団体その他関係団体並びに漁業者は、

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。 

 

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。  

（２）漁獲管理との連携の強化 

   資源造成型栽培漁業の実現のためには、放流された種苗が成長し、再生産に寄与できるよう

にしていくことが重要であるため、必要に応じ、広域漁業調整委員会等において関係者の合意

形成等を図りつつ、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。  

（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、地域の実情、海域の特性等を踏まえ、多種・少量放流や分散放流とな

らないよう、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。対象種について、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。なお、

水産動物の種苗の放流及び育成に当たっては、沿岸における漁業操業、公共事業の計画及びそ

の実施、船舶の航行等についても十分配慮し、尊重する。 

（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。 

（５）広域プランに基づく広域種の種苗放流の推進 

   都道府県の区域を越えて回遊し漁獲されるマダイ、ヒラメ等の広域種については、その分布



する海域の中で最も放流効果の高い放流適地に種苗を放流するとともに、都道府県の区域を越

えて種苗放流に係る受益と費用負担の公平化に向けて取り組むことが重要である。このため、

海域協議会において海域の特性等を考慮して策定された「効率的かつ効果的な種苗生産及び種

苗放流に関する計画」（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。 

（６）共同種苗生産体制の構築 

   近年、種苗生産施設の老朽化により種苗生産能力が低下してきていることを踏まえ、施設の

計画的な補修及び更新に努めるとともに、放流に必要な種苗の数量を適切に確保するため、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。 

（７）放流の効果の把握と生物多様性の保全への配慮 

   地区ごとの漁獲量調査や市場における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生産に用いられた親魚と漁獲物の親子関

係を判別する技術を活用することにより、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。漁業生産面における放流の効果を評価する際には、

流通、加工、遊漁等に係る経済的な波及効果を考慮するよう努める。また、栽培漁業の実施に

当たっては、国及び水研センター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。  

（８）栽培漁業に関する国民の理解の醸成と普及 

   栽培漁業は、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。 

（９）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。 

（10）東日本大震災からの復興 

   東日本大震災により被害を受けた東北地方太平洋側において、栽培漁業の対象種を漁獲する

沿岸漁業が震災前と同様に行われるようになることを目指して、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。 

   被災県における放流用種苗生産については、平成 27年度末までに、被災前の生産水準への回

復を目指す。 

（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。 



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 

（１）資源造成型栽培漁業の推進のための技術開発の推進 

   資源造成型栽培漁業の効率的かつ効果的な推進に資するため、種苗放流の対象種について、

その系群ごとに放流適地、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。 

（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。 

（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。 

（４）技術劣化の防止 

   栽培漁業の技術については、種苗生産や種苗放流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。 

（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。 

（８）水研センターの役割 

   水研センターは、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。 

  

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 

   栽培漁業を効率的かつ計画的に推進するため、国は栽培漁業の基本方針を策定し、水研セン

ター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水

研センター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。これらにより、国、水研センター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、種苗の生産、放流、育成等を行い、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 

   栽培漁業を効率的に推進するため、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、各海域ごとに設置された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。 

（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。 

 

（付表）主な栽培漁業対象種の漁獲量動向の見通し 

 

 



 

 

漁港水域の有効利用の現状 

 

三浦 浩・伊藤 靖（一般財団法人 漁港漁場漁村総合研究所） 

 

１．はじめに 

 漁港は、漁船の休憩、準備、陸揚げ利用等に資する漁業根拠地として沿岸の地形を改変して人工

的に整備された場所である。また、漁港水域は、水産生物の生息場として機能していることが知ら

れており 1）、2）、漁場としての利用 3）や、種苗放流、中間育成等の幼稚魚の保護育成場 4）や出荷調整

のための蓄養等が行われている。このように漁港水域を環境基盤として捉えると、沿岸域の構成要

素であり、外洋域に比べて高い静穏性を有し、構造物を主体とした岩礁生態系の一部と考えられる。 

本報告では、構造物等への水産生物の蝟集状況や、漁場としての利用実態及び漁港水域における

増養殖等に関する全国的な動向を把握するために、平成 18年に実施した全国の漁港を対象としたア

ンケート調査結果 5)を紹介するとともに、漁港の生態系構造と水産増殖機能を強化した漁港の改良

方策等について考察する。 

 

２．方法 

(1)漁港構造物等への水産生物の蝟集状況や漁場としての水域利用に関するアンケート調査 

①調査対象の選定と回収状況 

アンケート調査対象として適した漁業協同組合の紹介依頼を全国沿岸部に臨む 39都道府県の漁

港・漁場整備担当者に対して実施し、その結果をもとに計 333の漁連、漁協及び自治体に対して平

成 18年 10月にアンケート票を発送し、全体の 70％にあたる 232通の回答を得た。 

 
②アンケート内容 

アンケート項目は①漁港水域における漁業操業に関する項目と、②漁港水域での増養殖に関する

項目に大別される。具体的には①-a.漁港水域における漁業操業の有無、①-b.魚種・漁法・漁期・

操業人数、①-c.利用する施設と築年数、①-d.漁港施設での操業に関する評価、②-a.養殖、中間育

成、蓄養の有無、②-2.魚種・大きさ・尾数、②-3.実施理由、②-4.禁漁区の有無と理由・期間等と

した。また、回答者の連絡先を記入してもらい、回答内容について不明な点については個別に確認

を行った。 

 

 

配布対象 配布数 回収数
回収率
（％）

福島・大阪・香川県*を
除く国内沿岸部36都道
府県の自治体水産課，
漁協・漁連

333 232 69.7

*3県については水産部局より「該当漁港なし」の返答

回答者の種別 回収数
自治体水産課 27
漁連 0
漁協 138
漁協（支所・支店） 67

計 232

表１ アンケートの回収状況 表２ 回答者の内訳 



３．結果 

(1) 漁港水域における漁業操業に関する調査 

①漁港における操業の有無 

漁港施設（防波堤・離岸堤・泊地等）を漁場として利用している漁協は約 49％（114漁協）とほ

ぼ半数を占めた。次いで、漁場価値に乏しくほとんど利用していない漁協が約 27％（63漁協）、禁

漁区にしている漁協が 12％（27漁協）である（図 1）。 

②漁獲または生息している魚介類 

下記の回答で漁場としての利用や魚介類の蝟集実態（回答①～③）のある漁港施設で漁獲または

生息している魚介類の上位３種は、アワビ・サザエ・ナマコである。アワビは該当漁協の６割を超

える 93漁協より回答を得た（図 2）。 

 

③魚種別の操業者数 

図１の「①漁場として利用している」114漁協における対象魚種別の操業者数は、アワビが最も

多く約 1700人を超え、以下ウニ、ワカメ、サザエ、コンブの順である。貝類・海藻類で比較的操業

者数は多く、一方のイセエビやタコ、ナマコなどの甲殻類・軟足類や魚類では、漁獲・生息してい

る漁港数に比べて操業者数は少ない結果となっている（図 3）。 
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図 3 魚種別の操業者数 図 4 操業する漁港施設に対する評価 
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図１ 漁港における操業の有無 図 2 漁獲または生息している魚介類 



④操業する漁港施設に対する評価 

操業する漁港施設（防波堤・離岸堤・泊地等）に対しては、「漁場価値はあるが面積が狭く水揚は

わずか」とする漁協が最多で 5割近くを占めたものの、「漁場価値に優れ水揚増加にも寄与している」

とする漁協も、次いで約 4割を占めている（図 4）。 

 

(2) 漁港水域における増養殖に関する調査 

①増養殖を実施している漁協の割合と実施内容 

漁港水域において種苗放流、または養殖・中間育成・蓄養が行われている漁協数は 168と全体の

約７割強を占めている。内訳は、種苗放流を行っている漁協が 117（70％）、以下、中間育成 57（34％）、

蓄養 28（17％）、養殖 27（16％）の順となった（図 5）。 

②漁港内で種苗放流を行う理由 

種苗放流を行う理由としては、4割を超える漁協が「静穏性が高い」（46％）と「外敵生物が少な

い」（43％）をあげている（図 6）。 

 

③漁港内で養殖・中間育成・蓄養を行う理由 

 養殖・中間育成・蓄養を行う理由としては、ほぼ 2/3を占める多数の漁協が、「静穏性が高い」（68％）

をあげ、「事務所・倉庫に近く便利」（41％）が次いでいる（図 7）。 

 ④漁港水域内で禁漁区の設定について 

管内の漁港水域を禁漁区としている漁協数は 49、漁港数は 77であった。漁港を禁漁区としてい

る理由は、「休憩、準備、陸揚げ等の邪魔になる」（37％）が最も多く、以下「種苗放流を行ってい

る」（33％）、「港内の静穏性が幼稚魚の育成に適している」（29％）と続いている（図 8）。 
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図 7 漁港内で養殖・中間育成・蓄養を行う理由 図 8 漁港水域内で禁漁区の設定について 

n=232

その他
0.4%

行っていない
23.3%

行っている
72.4%

不明（無回答）
3.9%

n=168

117

27

57

28

35

0 50 100 150

種苗放流

養殖

中間育成

畜養

不明（無回答）

漁協数 46.2

42.7

26.5

17.9

35.0

13.7

14.5

0 20 40 60 80

静穏性が高い

外敵生物が少ない

餌料が豊富

水質や底質環境が

港外と同等

放流直後の種苗が漁業

によって混獲されない

その他

不明（無回答）

割合（％）

n=117

図 5 増養殖を実施している漁協の割合と実施内容 図 6 漁港内で種苗放流を行う理由 



４．考察 

(1)アンケート調査のまとめ  

本アンケートでは、あらかじめ質問内容に適した漁港を選定していることから、アンケートの示

す数字が全国平均を表すものではないことに注意が必要なものの、漁港水域の有する特性として静

穏域であること、構造物が餌料培養効果、隠れ場、産卵場効果といった魚介類の生息空間を創出す

ること 4)、事務所に近く、中間育成や蓄用に際して管理の容易性等が挙げられた。 

(2) 漁港の生態系構造と水産増殖機能を強化した漁港の改良方策 

筆者らが、漁港の生態系構造に関する調査を実施した結果 6)について以下の通り紹介する。日本

国内の 6海区（漁業センサス、2010）から、各海区を代表する 2～3漁港を抽出して、計 13漁港に

おいて、漁港水域に出現する生物を栄養段階別に基礎生産者（植物プランクトン、海藻草類）、一次

消費者（動物プランクトン、付着動物、底生動物、葉上動物）、二次消費者（全長 10cm未満の稚魚

や小型魚類）、三次消費者（全長 10cm以上の肉食性魚類）に区分した。単位面積（m2）当たりの炭

素量に換算して、漁港水域別（港外、港口、港奥）の生物現存量を基礎生産から高次消費者までの

現存量の大きさに比例して描いた生態系ピラミッド（三角形）の形状で比較した（表 3）。 

その結果、漁港の生態系構造は主に 3タイプ（Ⅰ型～Ⅲ型）に区分された。すなわちⅠ型の特徴

は、基礎生産が最も多く、裾野が広いバランスのとれた三角形型を示すものであり、港外水域にみ

られた。Ⅱ型の特徴は、トップダウン型の生態系構造であり、三次消費者は二次消費者よりも多く、

さらに、二次消費者に比べて一次消費者が突出して多く、基礎生産者と同程度となる。こうした事

例は瀬戸内海区の港外水域でみられた。Ⅲ型の特徴は、付着動物を中心とした一次消費者が突出し

て高くなり、基礎生産を上回るが、二次・三次消費者が少ない水域である。多くの漁港水域で共通

してみられた。 

以上から、漁港水域においては、基礎生産から高次消費者まで、効率よく物質が転送されるⅠ型

の生態系構造は僅かであった。多くの漁港では、港内で静穏性が高くなるにつれて、構造物由来の

付着動物を中心とした一次消費者が突出して高く、基礎生産を上回っており、それらが高次消費者

まで、転送されていないⅢ型を示しており、いわゆる餌料過多な状況であることが明らかになった。 

 

表３ 漁港の生態系構造の類型化 

タイプ Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型 

生態系

構造の 

模式 

 

 

 

 

  

調査 

結果 

（例） 

 

 

 

 

  

説明 

バランスのとれた生態系構造

港外水域にみられる 

トップダウン型の生態系構造 

瀬戸内海区の港外水域でみら

れる 

一次消費者が多くなり基礎生

産を上回る 

多くの漁港水域の特徴 

 

 



上記の特性を踏まえ、水産生物の生息環境として漁港水域の有効利用に関する３つの視点として、

①豊富な一次消費者（餌料）6)の活用、②増殖機能の強化に資する構造形式の改良 6)、③天然の生息

環境を含めたネットワーク化が挙げられる。 

①については、豊富な餌料を活用した中間育成・蓄養施設、種苗放流による水域利用を図ること

が考えられる。また、②については、漁港水域において藻場造成や、海水交換の促進、餌料培養基

質、小型魚礁を設置等による生息場の創出、餌料培養機能の付加により幼稚魚期の利用促進と生残

率の向上を図ることが考えられる（図 9）。③については、漁港と漁場のネットワークを考慮した施

設整備を行うために、漁港水域を出てから漁場へ加入するまでの生息場・滞留場の造成を行い、生

藻場造成 海水交換 稚ナマコ着底基質

イセエビ稚エビ着底基質
田浦漁港（高知県）

消波ブロック

沖浦漁港（広島県）
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図 9 増殖機能の強化に資する構造形式の改良の一例 

消波ブロック 

図 10 天然の生息環境を含めたネットワーク化 



物の生活史に即したアプローチも重要である。沿岸域に立地する漁港と沖合までの一連のネットワ

ークが段階的に構築されることにより、漁港内の過剰な餌料を吸収して系外へ移送する系が確立さ

れ、物質循環の正常化に寄与することが期待される（図 10）。 

 

５．おわりに 

 近年、沿岸域をとりまく情勢の変化として、気候変動に伴う漁業資源の減少や分布の北上、磯焼

け等による藻場の衰退７）、内湾の貧栄養化８）等が挙げられる。また、生産の場である漁港・漁村に

おいては、漁業者の減少・高齢化の進展や漁家所得の低迷、漁港既存ストック（水域・陸域）の維

持管理といった課題が挙げられる。こうした諸課題に対し、環境基盤として漁港水域を見直し、①

藻場等増殖場として、②出荷調整等蓄用水面として、③養殖の場として、④種苗放流・中間育成の

場としての整備・再活用することが有効と考えられる。 
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増養殖施設としての漁港機能研究の現状と展望 

～漁港の静穏水域を増養殖空間として活用するための技術を探る～ 

 

明田定満(国立研究開発法人水産総合研究センター水産工学研究所) 

 

１．漁港・漁場、資源管理、栽培漁業の関わり 

我が国では、図１に示すように、天然資源に対する漁具漁法規制等の資源管理に加えて、積極的

な増殖手段として、栽培漁業（親魚養成～採卵～種苗生産～移殖放流等）が行われている。さらに、

稚仔魚の減耗を制御し初期減耗を抑制する、未成魚～成魚の好適生息環境になるように生物相（環

境）を制御する、餌場環境を改善する漁場造成（稚仔魚～成魚の成育場、産卵場、放流場、餌場等

の環境改善や環境創出）が行われ、漁獲対象資源のさらなる嵩上げが図られている。一方、一定の

水面を占有し、その水面内で魚介類や藻類を人為的に飼育管理し、出荷サイズまで育成する養殖や、

需要が少なく魚価が安い時期に漁獲された成魚を魚価が高くなるまで、漁港内泊地で短期養成し、

出荷調整を図る蓄養が行われている。 

図 1 漁港・漁場、資源管理、栽培漁業の関係 

 

２．自然環境に配慮した漁港・漁場の整備 

漁港漁場の整備に当たり、水産資源の持続的な利用や豊かな自然環境を次世代へ継承するため、

漁港漁場の自然環境に対する影響に配慮し、影響の低減や代替に繋がる施設づくりを推進するとと

もに、漁場の生産力の回復や水産資源の生息場の環境修復に積極的に努めてきた（図 2）。 

漁港整備においては、1)餌料海藻が繁茂し、アワビ・ウニ類等の生息環境に優しい防波堤の整備、

2)海水交換の促進を図り、港内泊地で生物飼育を可能にする防波堤の整備など、水産協調型の漁港

施設づくりを積極的に推進している。一方、従来の漁場整備は、1)水産生物の動態、生活史への配

慮が不十分、2)海域が有する環境収容力の知見が不十分、3)環境や資源の変動を踏まえた整備の柔



軟性が不十分であった。そこで、現在「環境基盤の重視」「点から空間へ」「資源・環境変動への柔

軟な対応」の視点から、水産資源の回復増大と豊かな生態系の維持回復を図る「水産環境整備」を

推進し、生態系全体の生物生産力を嵩上げし、水産生物の動態や生活史に対応した良好な生息環境

空間の創出を目指している（図 3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 自然環境に配慮した漁港漁場の整備 1) 

 

図 3 これからの水産環境整備のあるべき姿 2) 

 

３．インフラの集約・縮減に向けた漁港機能集約化・再活用推進事業 

生産や流通の観点から、漁港利用の一体性を有する漁港漁村地域において、漁獲物の陸揚げ、集

荷・出荷機能を拠点漁港に集約化してきた。人口減少社会の到来や港勢の動向が大きく変化する中

で、現状の漁港の利用形態が続くと機能分散したままとなり、漁港の維持管理・更新費の増大が懸

念されている。そこで、さらなる流通構造改革や漁港施設の維持管理・更新費の抑制を図るため、

陸揚げ、集荷・出荷機能等漁港機能を集約化し、機能再編、利用転換を図るとともに、集約化に伴



い利用頻度が低下する漁港の静穏水域については、増養殖機能の増進を図り、資源管理に重要な役

割を果たす空間して活用する等、既存漁港施設の再活用が期待されている（図 4）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 漁港機能の集約化による効率的利用の促進、増養殖機能の増進 3) 

 

図 5-1 様々な海水交換促進工法 4) 

 

４．漁港の静穏水域を増養殖空間として活用するために必要となる技術 

４．１海水交換促進工法 

漁港は、荒天時に漁船を安全に停泊係留させるとともに、背後地（漁村）を防護する施設でもあ

ることから、漁港整備は港内静穏度の向上を目指して、外郭施設（防波堤、護岸）の整備が行われ

てきた。その結果として、港内静穏度は向上したが、港内特に港奥部の海水交換の悪化に繋がり、

港内水域は海水が滞留し易い閉鎖性水域となった。一方、漁港内の静穏水域を増養殖空間として活

用するためには、長期間の生物飼育を可能とする水理・水質環境の維持向上が必要不可欠であり、

港内外の海水交換の促進を図ることが重要となる。 

外郭施設に開口部を設ければ、港内外の海水交換は促進されるが、港内静穏度は低下するように、



漁船の安全な停泊係留を可能とする「港内静穏度」の確保と、生物飼育を可能とする「水理・水質

環境」の確保は相反する特性を持つ。そこで、漁船の安全な停泊係留が必要となる休憩岸壁や係留

岸壁の前面泊地では港内静穏度の確保を図る一方、利用頻度の少ない港口付近、島防波堤背後の泊

地では、必要最小限の静穏度の確保を図りつつ、生物飼育に必要な海水交換の促進を図る海水交換

促進工法が開発されてきた（図 5-1、図 5-2）。特に、図 5-2に示す潜堤付き孔空き防波堤は水産工

学研究所が開発した海水交換促進工法であり、志賀島漁港（福岡県）、四方漁港（石川県）、金浦漁

港（秋田県）等で活用されている。 

海水交換促進工法を活用した外郭施設の設計は、「漁港・漁場の施設の設計参考図書」第Ⅱ部第５

編「外殻施設」第 12章「環境への配慮」において、海水交流施設の設計法が示されているので参照

されたい 5)。 

 

図 5-2 水産工学研究所で開発した海水交換促進工法（潜堤付孔空き防波堤）4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 藻場造成型外郭施設 5) 

 

４．２藻場造成型外郭施設の開発 

外郭施設（防波堤、護岸）の整備に際して、漁港施設としての機能を確保しつつ、周辺自然環境

に配慮した設計を行うことが強く要請されている。特に外郭施設周辺に良好な天然藻場が形成され

ている場合、周辺の天然藻場に配慮した藻場形成機能を付加した外郭施設を「藻場造成型防波堤」

と呼び、「漁港・漁場の施設の設計参考図書」第Ⅱ部第５編「外殻施設」第 12章「環境への配慮」

において、その設計法が示されているので参照されたい 5)。これまでに藻場造成型防波堤として、



①防波堤本体と消波機能を有する潜堤を組み合わせた潜堤付き防波堤、②混成堤の捨石マウンドを

延伸した幅広捨石マウンド式混成堤、③小段部を有する傾斜堤、④潜堤（人工リーフ）等が整備さ

れてきた（図６）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 水産環境整備の先駆けとなる漁港周辺に展開された海洋牧場の整備（岡山県白石島）6) 

 

５．水産環境整備の先駆けとなる先進的事例 

新たな漁場造成手法である「水産環境整備」に資する漁港漁場整備、栽培漁業、資源管理との連

携について、水産環境整備の先駆けとなる先進的事例として、漁港周辺に展開された白石島海洋牧

場 6)（事業主体：岡山県、事業年度：1993～2001、事業費：1,824,796千円）を紹介する。 

（経緯） 

岡山県白石島地先海域は、浅所～深所、砂泥域～岩礁・藻場等、複雑な地形と多様な海域特性を

有することから、古くより県内有数の好漁場であったが、1950年代以降、周辺海域の浅場干潟の喪

失による水産資源の減少傾向が窺われ、特に 1990 年代以降、漁獲の激減が顕著となっていた。従

来より、白石島地先海域では積極的な漁場整備が行われてきたが、単一魚種を対象にした漁場整備

に留まり、有用水産資源の生活史や成長段階に合わせた生息空間の連続性を考慮した漁場整備では

なかった。そこで、海域の生態系を構成する多様な魚種の生活史や成長段階に応じた生息空間の連

続性を考慮した「海洋牧場」の整備が計画された。 

（整備内容） 

白石島地先海域は、複雑な地形と多様な海域特性を持つため、マダイ、クロダイ、カサゴ、メバ

ル等の幼稚仔～親魚に至る各成長段階に応じた多様な生息環境を備えているが、その規模、機能は

十分ではなかった。そこで、白石島地先海域の海域特性を踏まえ、魚種別の生活史、発育段階別の

生息環境の拡大を図るとともに、空間的な連続性を確保することにより、これら有用魚種の一連の

生活史を連続させる広域的な環境整備が行われた（図７）。 



①事 業 名：白石島地区広域型増殖場造成事業 

②事業年度：1993～2001年度 

③事業主体：岡山県 

④対象魚種：マダイ、クロダイ、スズキ、カサゴ、メバル、アイナメ、キジハタ 

⑤受益漁業：小型底曳網、刺網、一本釣、小型定置網 

⑥事 業 量：魚礁 11,320基（87,587.02空m3）、自然石 35,920m3 

（資源管理） 

漁場整備の進捗に合わせて、クロダイ、キジハタの種苗放流が行われた。また 1991 年に白石島

漁港沖に漁業協同組合が維持管理する音響馴致給餌施設が設置され、放流稚魚の生存率が飛躍的に

向上した。クロダイ放流稚魚は漁港内泊地に留まることが確認されたが、稚魚～未成魚段階での不

合理漁獲が顕著であったことから、保護区の必要性が認識されるようになってきた。さらに、1999

年に底曳網の禁止区域を設定するとともに、2002年に建網漁場であった海域を全面禁漁区域に設定

する等、未成魚の保護に努めている（図 7）。 

（整備効果） 

白石島を含む笠岡市の漁獲量のうち、主要漁業種である小型定置網漁業及び刺網漁業の漁獲量が、

漁場整備の進捗に伴って減少から増大に転じた（図 8）。そこで、漁場造成や資源回復措置を講じた

効果を推算するため、漁場整備等何らかの対策を施さない場合、漁獲量が減少傾向のまま推移する

と仮定して、整備効果が推算されている。 

小型定置網漁業では、1991年を転機として漁獲量が増加に転じていることから、1980～1991年

までの漁獲量の推移から趨勢値（赤線）を算出した。趨勢値と 1992年以降 2006年までの実績値（緑

線）の差を総和すると 1,834トン（黄色領域）となり、累積生産量増大の効果とした。一方、刺網

漁業では 1997年を転機として漁獲量が増加に転じていることから、1980～1997年までの漁獲量の

推移から趨勢値（赤線）を算出した。趨勢値と 1998～2006年までの実績値（緑線）の差を総和す

ると 345トン（黄色領域）となり、累積生産量増大の効果とした。何れの漁業種に対しても、漁獲

量増大は、漁場整備に加えて、種苗放流、保護区設定、漁業規制等資源回復措置等による相乗効果

と考えられている。 

 

図 8 水産環境整備の先駆けとなる漁港周辺に展開された海洋牧場の効果（岡山県白石島）6) 



 

６．水産工学研究所の水産環境整備に対する技術開発の取り組み 

水産環境整備の推進に当たり、水産生物の動態や生活史、海域が有する環境収容力等を把握した

上で、資源増加の制限要因を見出し的確な対策を施す必要がある。そのため、水産工学研究所では、

水産生物の動態や生活史、海域が有する環境収容力等を検討するため、流動や水質等の環境動態を

推定する流動・低次生態系モデルと、魚介類卵稚仔の動態を推定する初期生態モデルを統合した水

産環境評価モデルの構築に取り組んでおり（図 9）、播磨灘におけるマダイ浮遊卵分布実測結果に基

づき、マダイ産卵場や稚仔魚の着底場の推定に活用している（図 10）。また、資源増加の制限要因

を見出し的確な対策を施す手法を開発するため、伊勢湾アサリ漁場を事例にして、アサリ漁場にお

ける環境調査結果に基づき、アサリ成貝、稚貝の空間分布を規定する環境情報から、良好なアサリ

漁場が具備すべき環境要因を抽出するモデルの構築を試みている。同モデルを用いて、既存アサリ

漁場を対象に制限要因を分析した上で、制限要因に緩和した漁場改良案の提案、アサリ稚貝の移植

放流試験を実施している（図 11）。 

 

図 9 水産環境整備に対する技術開発 

 

７．結語 

平成 28年度から、「インフラの集約・縮減に向けた漁港機能集約化・再活用推進事業」が推進さ

れるに当たり、本論では、漁港の静穏水域を増養殖空間として活用するために必要となる技術につ

いて紹介した。なお、その詳細は「漁港・漁場の施設の設計参考図書」5)や港湾における環境創出

事例 7)等を参照されたい。 
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図 10 播磨灘におけるマダイ産卵場、着底場の推定 

 

 

図 11 アサリ好適漁場の環境要因の推定（伊勢湾、松阪市） 

 



 

 

養殖と漁港施設利用の現状と展望 

照屋和久（国立研究開発法人水産総合研究センター西海区水産研究所） 

 

 

１．はじめに  

我が国の漁業と養殖業の生産量

は1984年の1,282万トンをピーク

に減少をし続けており、さらに

2011 年の東日本大震災により漁業

が壊滅的なダメージを受け、生産

量はこれまで最も少ない 477 万ト

ンまで減少した１）。漁業と養殖業

全体に占める養殖生産量の割合は

1984年のピーク時は9.7%、生産金

額では 23.1％、そのうち魚類養殖

に占める生産量の割合は17%で、生

産金額では 7%であった 2)。2011年

では漁業、養殖業全体に占める養

殖生産量の割合はそれぞれ 18.5%

と32.0%、養殖業全体に占める魚類

養殖の生産量、生産金額の割合は

それぞれ 26.7%と 34.1%と 3)、天然

資源に依存する漁業生産が減少す

る一方で安定生産、安定供給が可

能な養殖業の割合が高くなってい

る（図１）。現在、カキ類、ブリ

類、ワカメ類など、50数種類の様々

な魚介類の養殖が行われており、

ほとんどが湾内や島影などの静穏

域を利用した海上での筏養殖であ

る（写真１）。そのため、静穏域

を人為的に構築した漁港施設を利

用した魚介類養殖は有効であるが、反面、水交換が悪く、環境悪化や疾病が発生したときに拡大しやす

いといったデメリットも少なくない。そこで今回、漁港施設を最大限利用するにはどうすれば良いのか

考えてみた。 

 



図２　漁港を利用するメリット

台風時でも静穏な場所を提供

３．台風時の一時避難場
所でして活用できる。

１．施設の維持管理のコスト
が減少（石垣島の施設は71ｍ
の台風でも被害は無かった）

２．波浪による魚体の
擦れが少なくなり、見た
目の良い商品が提供

２．漁港施設を利用した養殖の現状 

現状では港湾施設を利用した養殖はほ

ぼ無い状況である。ただし、大分県佐伯市

の上浦漁港内を利用した民間のマダイ養

殖や大分県漁業公社大分県農林水産研究

センター、および水産総合研究センター増

養殖研究所の研究機関が筏を浮かべてク

エやマハタ、ブリなどで利用している。さ

らに、台風時には近くでブリ養殖を行って

いる業者が避難のために筏を曳航して港

内を利用している。また、台風の多い沖縄

県の石垣島では水産庁の沿岸漁場整備開

発事業において防波堤を構築して海上養

殖施設を設置し、クエやマハタの仲間であるヤイトハタの養殖を行っている（写真２）組織。今年、平成

27年 8月に発生した台風 15号は石垣島観測史上最大の風速 71メートの最大瞬間風速を記録したが海上の

施設はほぼ無傷であり、防波堤の有効性が示された。 

 

３．港湾施設内のメリット 

漁港施設を利用した養殖のメリットは少なく、前述したように最大のメリットは波から施設を守るとこ

ろにある。また、そのことで施設の耐久性が伸びたり、多少の波浪で給餌作業が可能であることや、波浪

による生け簀内の魚の擦れを防ぐことで見た目の良い商品ができることにある（図２）。 

 

４．港湾施設内のデメリット 

考え得るデメリットは多く、最大のデメリットは海水の交換が悪いところである。そのため給餌や糞な

どによって海底や筏周辺の環境が悪化しやすく、そのため病気にかかりやすく、発生すると周辺に直ぐさ

ま蔓延してしまう。また、比較的浅いためアカシオ発生時には逃げ場もなく、対応が困難である。さらに

往来する船舶の妨げになるため大型の生け簀や大規模な養殖施設を設置することができないことにある

（図３）。 

 



５．展望 

港湾施設、とくに港内を有効に利用する場合、養殖施設を港のすぐ外側に設置し、台風時は直ぐさま港

内へ移動させ施設を守ることに利用することが考えられる。港内を周年利用した魚類養殖は前述したよう

にデメリットが多く、防波堤そのものの構造を考える必要がある。また近年、魚類への給餌によって生ず

る残餌や排泄物による環境負荷、それが原因で起こる漁場環境の悪化とそれに伴う赤潮の発生が問題とな

っており、環境負荷の少ない養殖生産活動が求められている。世界の流れからも養殖産業界は食の安心・

安全と環境に優しい養殖生産活動を行って行かなければならない。そのためには陸上において環境に優し

い養殖を展開する必要がある。漁港

施設には未利用な土地もあり、そこ

に閉鎖式循環養殖施設を建設するこ

とによって土地の有効利用、環境負

荷の少ない養殖が可能だと考える。

この閉鎖循環飼育装置を用いた陸上

養殖の場合、そのメリットは飼育水

を物理ろ過や生物濾過によって、窒

素元を除去し、その飼育水を水槽へ

循環させることで排水をほとんど出

さないところにある（図４）。 

また、水槽換えも少なく、多くの労力を伴わないこと、台風や悪天候時においても安全に飼育作業を行

うことができること，外部からの給水がほとんど無く、濾過装置や殺菌装置よって疾病の発生を抑える効

果もある。さらに飼育水を加温すること、冬場の水温低下を防ぐことによって成長停滞期が無く、出荷ま

での時間が短縮されるメリットがある。ただし、陸上での養殖では水質の管理が海上の小割り生け簀より

難しく、酸素欠乏症（酸欠）や給餌による水質悪化に陥りやすく、それを防ぐには飼育密度を低く抑えな

ければならず、単位水量あたりの収穫量が海上の小割り生け簀養殖と比べ少なくなるデメリットがある。

また、最大のデメリットはシステムに用いられている様々な機器にかかる電気代によってコストが嵩み、

海上の小割り養殖に比べ販売単価が高くなることである。そのため、現在のところこのシステムを活用す

ることのできる魚種は美味で漁獲が少な

く、付加価値が高い高級なトラフグやヒラ

メといった魚種に限られている。それでは

今後どのような魚種を陸上養殖の対象と

して考えれば良いのか。美味で量的にも少

なく付加価値の高い魚として今注目され

ているのはハタ類である。日本のハタ類で

もっとも有名なのがクエである。クエは美

味なため鍋料理の高級食材として取引さ

れ1kg当たり10,000円前後で取引されて

いるため、商品サイズまでに 3～4年を要

するためコスト的にも嵩み、リスクも大き

いが、単価が高いため養殖対象種として有



望である。すでに和歌山にある近畿大学では種苗生産から養殖、加工、販売まで行っている 4)。一方、海外

でもハタ類の需要は高い。図５に主要な養殖生産国の養殖生産量を示した。主要生産国はフィリピン、タ

イ、マレーシア、台湾、および中国であり、特に中国が2003年ごろから右肩上がりで生産されており、こ

れは国内向けのものだと推測され、中国ではかなりのハタ類が消費されていることがこれからもうかがわ

れる。このように中国を含む中華圏でのハタ類の人気は高く、ハタ類は中華圏を視野に入れた輸出品とし

て考えるべきだと考える。しかし、輸出にはコストもかかるため、ハタ類ならなんでもいいというもので

もない。それではどのようなハタが向いているのか。中華圏でのハタ類の付加価値は体色で大きくことな

る。高貴な色とされている黄色系統や赤系統がもっとも付加価値が高く、中国では濃い茶色系のハタ類、

すなわちクエ、マハタ、ヤイトハタなどは「黒いハタ」として安い値段で取引されている。一方、高値で

取引される黄色系統や赤系統のハタ類のキジハタやスジアラおよびアカハタは国内向けの養殖種としては

不適だが、中国や華僑が多く在住する国ではレストランでの末端価格が10,000～23,000円と高価な値段で

提供されており、海外特に中華圏への輸出品としては今後大いに期待される魚種である。従って国内向け

の陸上養殖種としてはクエが最も有望であり、国外向けはキジハタやスジアラおよびアカハタが最も適し

た魚種だといえる。今後、ハタ類は陸上養殖を中心とした養殖産業を支える新たな魚種であると言っても

過言ではない。さらに漁港の遊休施設を有効利用した陸上養殖施設を建設し、養殖産業を立ち上げること

によって雇用者が増えるだけでなく、筏養殖をリタイヤした方々や女性でも容易に作業ができため、様々

な年齢層、雇用形態が生み出さ、雇用の拡大のみならず、地域経済の活性化にも繋がる可能性を持つ。 
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栽培と漁港施設利用の現状と展望 

－漁港内に設置した幼稚魚育成施設における人工放流魚の滞留効果－ 

 

小畑泰弘（国立研究開発法人水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所） 

 

1．はじめに  

漁港水域は漁船の係留拠点であるとともに、幼稚魚の生息場としても重要な静穏水域

であり、近年、この特性を生かし人工種苗の放流場としても利用されている。これは、

人工種苗放流における問題点の一つである放流初期の食害などによる減耗を防除する目

的で行われているものである。人工種苗の放流初期の減耗を防除するためには、食害魚

のいない時期や場所に種苗を放流する、十分な逃避能力などを備えた大型の種苗を放流

する、餌となる生物が豊富な時期や場所に種苗を放流するなどの方法が行われている。  

しかしながら、産卵期を人工的に制御できない魚種にあっては、放流時期を任意に決

定することができないため、毎年決まった時期に放流せざるをえない場合がある。また、

放流時期をずらし大型の種苗を放流するためには、中間育成などの飼育コストが大きく

なり、種苗放流の費用対効果の面から不利になる場合がある。このため、このような魚

種については、放流場所の選定が最も重要となる。漁場などの天然海域において人工種

苗の放流を行う場合には、放流初期の減耗を防除するために放流基盤として人工魚礁が

利用されている例がある。これは、放流時期や放流場所を選定する必要のない事例とし

て注目される。  

このような観点から漁場における放流種苗の放流初期の保護及び種苗の育成を目的

として開発された、キジハタの保護育成施設（奥村ら（2003））を改良して、漁港内へ

設置できる幼稚魚育成施設を開発し、漁港の幼稚魚の生息場としての機能との相乗効果

を調査した中から、キジハタ人工種苗の放流実験による放流後の育成施設への滞留効果

について報告する（（社）日本栽培漁業協会、岡山県水産課・水産試験場（2002））。  

 

2．キジハタ人工種苗放流の現状  

キジハタは太平洋側では東京以南、日本海側では新潟以南の沿岸岩礁域に生息してお

り、大きなものでは 2kg 以上に成長する。主に釣りや刺網で漁獲され、刺身や煮付けな

どの高級食材として珍重されている。瀬戸内海においては、1kg 当り単価が 3、000 円

を超える高級魚であるが、一時「幻の魚」と呼ばれるまでに漁獲量が減少した。  

キジハタ人工種苗の放流効果は、当初 1 歳魚の放流によりみられていたが、0 歳魚に

ついては漁港内へ放流場所を変更することによりみられるようになった。これにより、  

0 歳魚を用いた種苗放流の効果が明らかになるとともに、放流サイズが小型化でき飼育

にかかる経費の節減が図れることとなった。この手法による放流事業の展開が期待され

ている。  

 

3．幼稚魚育成施設の設置  

調査は岡山県笠岡市白石島漁港で行った（図 1）。白石島漁港は、島の東側に新設さ

れた漁港で、平成 3 年に着工され造成中の漁港であった。調査は漁港の東側防波堤を中

心に行った。防波堤の全長は 230m、港内側の高さは 7m であり、港口側から 92.5m の



位置から港奥に向かって 15m おきに 7 カ所 14 個の通水部（通水口）が設置されている。  

平成 15 年設置の育成施設は、3.0×2.2×1.1m の鉄製のフレーム内に 2 段の棚を取り

付け、1 段当り 32 本の滞留基盤を設置した（図 2）。放流直後の逸散を減少させるため、

放流時から放流後 10 日目まで縦 0.5m の逸散防止用ネット（8mm メッシュ）を育成施

設下部の外側周囲に設置した。滞留基盤には直径 0.15m×長さ 1.0m の円柱型トリカル

パイプ（4cm メッシュ）の中にホタテ貝殻を 3cm のスペーサで区切って詰めたものを用

いた。育成施設は育成施設の長辺が防波堤と平行になるよう、平成 14 年と同じ場所に

設置した（図 3）。  

 

 

 

 

 

 

 

                                               図 2 幼稚魚育成施設  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 調査漁港の位置図      図 3 白石島漁港の東側防波堤における  

育成施設の設置位置  

 

4．キジハタ人工種苗の放流サイズの比較  

（1）方法  

キジハタ人工種苗の放流初期の逸散状況を把握するため、平成 16 年 10 月下旬に全長

73mm と 83mm のキジハタ種苗の比較放流を行った。放流は、それぞれ 1、000 尾ずつ

を 1 基単独設置の育成施設へ行った（図 3、①及び②）。滞留尾数の把握は滞留基盤の引

き揚げにより行い、各育成施設 8 カ所（16/64 本）を引き揚げて、キジハタを採集後、

計数した。  

（2）結果と考察  

計数結果を図 4 に示した。73mm 種苗は 83mm 種苗より約 3 倍滞留しており、育成

施設への放流キジハタの滞留は放流サイズに影響を受けることが明らかとなった。再捕

尾数の対数値から日間減少率を推定した結果、73mm 種苗は 0.0474、83mm 種苗が

0.0455 となった。日間減少率に違いが見られなかったため、滞留尾数は放流初期の逸散

の影響を受けると考えられた。この要因は、滞留基盤の収容量、サイズによる行動生態

などが考えられるが、今のところ不明である。しかし、今回の結果から、育成施設を用

いた種苗放流は従来の放流サイズを小型化でき、中間育成時の減耗及び経費などを軽減

① ② ③ ④

① 1基単独設置（通水口有）

③ 2基連結設置（通水口有）

② 1基単独設置（通水口無）

④ 2基連結設置（通水口無）



できる可能性が示唆された。このことは、キジハタなどの定着性種の栽培漁業の促進に

役立つものと思われる。また、14 年度に放流したキジハタの再捕が 2 年後になっても漁

港内でみられたことから、漁港内は人工種苗の放流場のみならず育成場として評価でき

ると考えられる。  

 

 

図 4 育成施設における放流サイズ別の滞留尾数の推移  

 

5．餌料の利用状況の把握  

（1）方法  

育成施設に滞留していたキジハタ放流魚と天然魚を採集して、10％中性ホルマリン溶

液で固定後、胃内容物分析に供した。餌料の利用状況を把握するため、キジハタ及び天

然魚の摂餌個体率（空胃でない個体数 /サンプル数×100）、胃充満度（胃内容物重量 /魚

体重量×100）を時系列で比較した。  

（2）結果と考察  

キジハタと天然魚における摂餌個体率の推移を図 5 に示した。摂餌個体率は、キジハ

タが 0.54〜0.71、天然魚が 0.67〜1.00 となり、相対的に天然魚の方が高かった。滞留

基盤から採集して胃内容物分析に供した主な天然魚は、ハオコゼ、メバル、アミメハギ、

タケギンポ、アカオビシマハゼ、ムスジガジであった。キジハタと天然魚における胃充

満率の推移を図 6 に示した。胃充満率は、キジハタ、天然魚ともに冬季より春季以降で

高くなる傾向がみられた。これは、摂餌の季節変化と育成施設における餌料培養量の相

乗効果と思われた。本調査では、育成施設を 10 月に設置したが、設置時期により優先

する付着動物が異なる可能性があるため、今後は設置時期別の付着動物種類のモニタリ

ングが必要である。  

図 6 育成施設に滞留していたキジハタ

と天然魚における胃充満度の推移  

 

図 5 育成施設に滞留していたキジハタ

と天然魚における摂餌個体率の推移  

 



6．今後の課題  

放流サイズを小型化し、育成施設への滞留が高くなると、それに応じて育成施設の数

が必要となる。しかしながら、漁港内へ育成施設を設置できる場所は限られているため、

より多くの施設を設置するためには、施設の小型化が必要と考えられる。また、本調査

では防波堤付近に限って評価を行ったが、漁港全体を有効に利用するためには、それ以

外の場所の効果を調査する必要があると思われる。  

キジハタ人工種苗の放流初期の減耗に関する放流サイズ別の試験では、育成施設への

滞留に放流サイズによる差がみられた。このような調査は、育成施設などの滞留基盤を

用いないと行えない調査であり、これまでブラックボックスとなっていた放流初期の減

耗に関して、開発した育成施設を用いた調査により明らかになることが期待される。  
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レジャー・観光と漁業の共生のあり方について 

―富戸漁港におけるダイビング事業を事例として― 

 

関 いずみ(東海大学海洋学部) 

 

1．はじめに 

 日本に立地する約 2900の漁港は、漁業生産の拠点であると同時に、マリンスポーツや釣り、体験

漁業のような、海のレジャーや観光をサポートする施設としても機能している。近年では、漁業者

や漁村地域の住民が来訪者を積極的に受け入れる、都市漁村交流の活動が活発化してきている。そ

の一方で、漁場や漁港においては、レジャーや観光と漁業が競合し、紛争になった事例も認められ

る。 

本稿では、日本で初めて漁協直営のダイビング事業を開始した、静岡県伊東市富戸地区を事例と

して、施設整備やルール作りの状況について概観し、レジャーや観光と漁業との共生のあり方につ

いて考察する。 

 

2．漁村における観光受け入れの背景 

 日本の漁業の状況を見てみると、国内の漁業生産量は 1984年の 1,282万トンをピークに減少が続

き、2010年には 486万トンと、最盛期の約 3分の 1近くまで落ち込んでいる。生産金額も同様に 1982

年の 2兆 9,772億円から 2010年には 1兆 4,178億円にまで減少している。漁業従事者の減少傾向と

高齢化も顕著であり、2010年には 20万人を切り、2012年では漁業従事者数約 17万人、高齢化率は

36.9％となっている（ただし岩手・宮城・福島の 3県を除く）（水産庁 2013）。漁村地域自体にお

いても、人口減少は著しく、2010年の漁港背後集落における高齢化率は、日本全体より 10ポイン

トほど高い 33.2％となっている。 

 一方で、近年の観光は、「見る」から「参加」型へのシフトが進み、農山漁村の生活や生業体験の

需要は高まっている。2001 年に制定された水産基本法では、『国は、国民の水産業及び漁村に対す

る理解と関心を深めるとともに、健康的でゆとりある生活に資するため、都市と漁村の間の交流促

進、遊漁船業の適正化その他必要な施策を講ずるものとする』（第 31条）と定められた。このよう

な状況を背景として、漁村においても地域外の人々に漁村への来訪を促し、漁業や漁村への理解や

関心を持ってもらうとともに、地域の就業や所得機会を創出していく、いわゆる都市漁村交流の活

動が注目されてきた（関 2004）。 

 都市漁村交流だけでなく、漁村地域に経済的な効果をもたらすより広範な内発的な取り組みを、

統一的に「海業」としてとらえる考え方は婁によって提唱されている。海業とは、『国民の海への多

様なニーズに応えて、水産資源のみならず、海・景観・伝統・文化などの多様な地域資源をフルに

活用して展開される、漁業者を中心とした地域の人々の生産からサービスにいたるまでの一連の経

済活動の総称』（婁 2013）と定義されている。 

 このような取り組みによって、都市部からの来訪者が増えている漁村も見られるが、人が訪れる



ことに慣れていない地域もあり、また、来訪者に地域で作られてきた漁業のルールが浸透していな

いことも多く、課題は山積している。とりわけマリンスポーツの受け入れでは、漁場を漁業と観光

の双方で利用することとなり、紛争が引き起こされることもある。そのような中で、静岡県にある

いとう漁協は、ダイビングを直営事業として成立させている事例として注目されてきた。ここでは、

いとう漁協富戸支所のダイビング事業の経緯や手法について概観していく。 

 

3．富戸地区の漁業の状況 

 静岡県伊東市は、伊豆半島の東海岸に位置する人口約 7万人の市である。温泉に恵まれ、古来よ

り湯治場として人気があった。また、入り組んだ海岸線を有する沿海部では、江戸時代より盛んに

漁業が営まれてきた。戦後は水産業協同組合法の制定（1948 年）にともない、伊東市内には 1949

年に宇佐美・伊東・川奈・富戸・八幡野・赤沢の各地に漁業協同組合が設立され、地域漁業の拠点

としての役割を担ってきた。やがて、1994年に、宇佐美・伊東・川奈・富戸・赤沢の 5漁協が合併

し、伊東市漁業協同組合が設立する。2000年には八幡野漁協が吸収合併され、2010年には網代港漁

協（熱海市）と合併、現在のいとう漁業協同組合が誕生した。いとう漁協の組合員数は 2014年現在

で 2,259人、生産量は 6,128トン、生産金額は 14億 2300万円となっている。 

 いとう漁協の支所の一つである富戸は、かつてはボラ漁やイルカの追い込み漁が盛んで、現在も

一本釣り、エビ網、漁協自営の定置網や採貝藻などの漁業が営まれている、漁業を基幹産業とする

地区である。富戸支所における漁業種類と経営体数の推移は表 1のとおりである。 

 

表 1 いとう漁協富戸支所の漁業種類と営む経営体数の推移 

  2000年 2002年 2004年 2006年 2008年 2010年 2012年 2014年 

定置網 2 1 1 1 1 1 1 1 

刺 網 8 8 8 8 8 6 6 5 

イカ釣 10 10 10 10 10 10 10 9 

一本釣 15 15 15 15 15 13 13 13 

曳 網 3 3 3 3 3 3 3 3 

その他の釣           3   1 

採貝採藻 2 2 2 5 5 5 1 1 

シラス船曳 1 1             

イルカ     1 1 1 1 1 1 

その他の漁業           1     

合  計 41 40 40 43 43 43 35 34 

いとう漁協資料より作成 

 

 いとう漁協では網代・宇佐美・川奈・富戸・赤沢で定置網が営まれているが、川奈と富戸の定置

網は漁協の自営事業となっている。主な魚種はブリ、アジ、イカなどで、地域内及び東京方面へ出

荷されたり、漁協直営の食堂で提供されたりしている。刺網では主に伊勢海老が漁獲されている。

採貝採藻は海女漁である。現在唯一の海女は、船上から空気を送って潜る面潜漁を行っている。 
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図 1 いとう漁協富戸支所の漁業従事者数の推移 

いとう漁協資料より作成 

漁業従事者数の推移は図 1のとお

りである。漁業従事者数は年々減少

傾向にあり、高齢化も進んでいる。

しかし定置網については、数年前に

網を移動させたことで経営が安定し、

現在の乗組員は 12名、平均年齢 30

代後半と若い世代の漁業者の受け皿

となっている。 

 また、富戸は日本で初めて漁協自

営のダイビング事業を開始した地区

でもある。現在いとう漁協では、す

べての支所でダイビングを受け入れ

ているが、富戸・川奈・八幡野の 3

支所においては、漁協直営のダイビング事業に取り組んでおり、ダイビング事業は収入的に見ても

漁協の中核的事業の一つとなっている。 

 

4．富戸地区におけるダイビング事業の概要 

 日本でレジャーとしてのダイビングが始まったのは 1950年代後半で、日本で初めてレジャーダイ

ビングのポイントとして真鶴の海が解放された。1963年には日本のレジャーダイビングの草分け的

な存在である伊豆海洋公園が富戸地区に誕生した。1964年には現在の伊豆海洋公園ダイビングセン

ターが設立され、1966年には東海大学海洋学部の潜水訓練センターが開設された。こうして、モリ

で魚を突くことが目的であったダイビングは、魚を観ることが目的の海のレジャーへと転換してい

く。 

 魚を見せることで多くの客を誘致しているダイビングの存在を目の当たりにし、富戸漁協（当時）

では、漁協自営のダイビング事業開始を検討、伊豆海洋公園からノウハウを学び、1988年に日本初

となる漁協自営の富戸ダイビングセンターを設立した。表 2は、いとう漁協及び富戸支所における

ダイビング利用客の推移を示している。総数は、いとう漁協直営のダイビング事業を展開する川奈・

富戸・八幡野の各支所及び、伊東・宇佐美・赤沢・網代の各漁港におけるダイビング利用客の合計

を表している。ダイビングの利用者数は 2000年以降に落ち込みが見られるが、近年、富戸支所にお

いては 3万人程度で推移している。富戸支所のダイビング利用客の占める割合は、年によって変動

があるが、いとう漁協全体の 50％近くを占めており、富戸支所のダイビング事業の重要性が伺える。 

 

表 2 いとう漁協富戸支所におけるダイビング利用客数の推移 

    1994年 1996年 1998年 2003年 2008年 2013年 

総   

数 
人     83,143  85,098  70,851  57,058  

富戸支所 
人 49,282  55,218  55,066  38,505  26,808  27,748  

％     66.2% 45.2% 37.8% 48.6% 

いとう漁協資料より作成 



 漁港内にはダイビング客のための施設として、ビーチエントリー用の手すり付きの斜路（写真 1）、

ウェットスーツのまま入ることができるかけ流しの露天風呂（温泉丸）（写真 2）、シャワー、トイ

レ、駐車場などが、漁協の予算で整備されている。 

 

写真 1 手すり付きの斜路         写真 2 船を利用した温泉施設 

 

富戸支所では事業開始当初から、整備した施設の使用料としてダイバー一人当たり 1,080円を徴

収しているが、これがダイビング事業の収入源となっている。その他に、タンクやウェイトのレン

タル、ダイビングポイントまでの案内を行っている。富戸ではビーチエントリーが主流だが、ダイ

バーがボートダイビングを希望する場合は必ず漁業者の船を利用してもらうことになっている。ダ

イビング案内には、12人程の漁業者が登録している。彼らは主にイセエビ刺網やキンメ釣を営んで

いる漁業者で、ボートダイビングの予約が入ると支所の方から順番に依頼がくる形になっている。

ダイビングガイドや保険の加入、安全管理は提携しているダイビングショップが行い、漁協ではダ

イビングショップの安全面のチェックを厳しく実施し、事故防止に努めている。 

 

5．ダイビングと漁業の共生の現状と展望 

ダイビングと漁業の間には、しばしば紛争が起こっている。例えば、静岡県大瀬崎は、地元漁協

（内浦漁協）と大瀬崎潜水協会（地元のダイビング業者の団体）が 1985年に協定を結び、ダイバー

一人当たり 340円の潜水料を支払うこととしたが、あるダイバーが誰のものでもない海に潜るのに

漁協にお金を徴収されるのはおかしい、と損害賠償請求の訴えを起こした。判決は二転三転し、最

終的に最高裁から差し戻しを受けた高等裁判所の判決として、ダイビングスポットがある海域は内

浦漁協に漁業権が免許されていること、ダイバーは水産物の採捕は行わないが、ダイビングによる

漁場への負荷や操業への支障などに対して漁協はあらかじめ損害賠償の請求をすることができるこ

と、当該地区の潜水漁は不相応な額とは言えず、ダイバーに対する漁業権侵害の受忍料として許容

できるものであることなどから、2000 年に漁協側の勝訴の判決が下された（佐竹 2006）。富戸支

所のダイビング事業では、当初よりダイバーから徴収するのは、あくまでも施設使用料である点を

強調しており、トラブルを事前に回避する意図が明確である。一方で、ダイバーのための施設の整

備に努めてきた。このことが、ダイバーと漁業者の間に目立ったトラブルがないことの大きな要因

となっている。 



富戸地区におけるダイビング事業では、経済的効果と交流の効果が得られている。経済効果とし

ては、前述したとおり、施設利用料やレンタル代金が漁協の収入として入ってくる。また、ボート

ダイビング希望者の案内業は、登録している漁業者の副収入となっている。交流の効果としては、

富戸にガイドで通っていた若者が、定置網漁業に参入するケースが見られる。彼らの中から漁労長

になる者も出てきており、地域漁業の担い手として期待されている。他の地区でも、潜水漁業を行

う漁業者がいなくなってしまったため、漁協がガイドで入って来ているダイバーに潜水漁を委託し

ているケースもある。また、ダイバーは海中から定置網の状況を把握できる貴重な存在であり、漁

業者との連携が進んでいる。 

 また、現在伊豆半島では世界ジオパークネットワークの加盟認定を目標に活動を続けている。ダ

イビングガイドは伊豆半島ジオパーク推進協議会の認定ガイドとなり、漁協は認定ガイドと協力し

て海底地形や生き物観察のプログラムなども企画している。課題としてはダイビング利用者数の減

少傾向が挙げられるが、首都圏を中心に誘客のための PR活動にも力を注いでおり、今後ダイビング

と漁業の新たな活動の展開も期待されている。 

 

参考文献 

佐竹五六・池田恒男 他著 2006「ローカルルールの研究－海の『守り人』論 2」、まな出版企画 

水産庁編 2013「水産白書 平成 25年版」、農林統計協会 

関いずみ・林浩志・押谷美由紀 2004「都市漁村交流推進に資する組織形成に関する考察」、海洋開

発論文集第 20巻、土木学会、pp305-310 

関いずみ 2015「漁協の多角経営で漁業を盛り上げ新しい地域をつくる」（いとう漁協日吉氏インタ

ビュー）、漁港漁場漁村研報 Vol.37、（一財）漁港漁場漁村総合研究所、pp40-43 

婁小波 2013「海業の時代 漁村活性化に向けた地域の挑戦」、（社）農山漁村文化協会 

 



氏名 機関名 職名 備考

1 高原　裕一 水産庁漁港漁場整備部計画課 課長補佐 講演者

2 内海　邦夫 水産庁増殖推進部栽培養殖課 課長補佐 講演者

3 三浦　浩 一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所 主任研究員 講演者

4 照屋　和久 西海区水産研究所亜熱帯研究センター センター長 講演者

5 小畑　泰弘 瀬戸内海区水産研究所 増養殖部長 講演者

6 関　　 いずみ 東海大学 海洋学部海洋文明学科　教授 講演者

7 権藤　純一 水産庁計画課 課長補佐

8 津田　藤典 水産庁計画課 特定調査調整係長

9 内田　智 水産庁整備課 課長補佐

10 朝倉　邦友 水産庁整備課 漁港漁場専門官

11 杉谷　祐二 石川県水産課 技師

12 庄司　邦男 茨城県農林水産部水産振興課 課長補佐

13 兼次　孝彰 沖縄県漁港漁場課 計画調整班長

14 兼久　剛一 沖縄県漁港漁場課 主任技師

15 向井　龍男 香川県農政水産部水産課 課長補佐

16 五嶋　邦宏 香川県農政水産部水産課 主任

17 吉村　卓也 鹿児島県漁港漁場課 計画係長

18 入江　祐介 鹿児島県漁港漁場課 土木技師

19 片山　俊之 神奈川県水産課 技師

20 村上　哲士 神奈川県水産技術センター相模湾試験場 専門研究員

21 粟屋　克彦 京都府農林水産部水産課 副課長

22 渡部　弘之 島根県農林水産部漁港漁場整備課 計画グループリーダー

23 玉井　雅史 千葉県水産総合研究センター 生産技術研究室長

24 佐藤　智則 新潟県農林水産部漁港課 計画建設係長

25 五利江重昭 兵庫県立農林水産技術総合センター水産技術センター 主席研究員

26 中島　幹二 北海道立総合研究機構水産研究本部中央水産試験場 研究主幹

27 福田　裕毅 北海道立総合研究機構水産研究本部中央水産試験場 主査

28 鳥越　康裕 宮崎県漁村振興課 主査

29 河野　光久 山口県水産研究センター 専門研究員

30 三上　信雄 土木研究所寒地土木研究所 水産土木チーム上席研究員

31 佐藤　仁 土木研究所寒地土木研究所 水産土木チーム主任研究員

32 影山　智将 一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所 理事長

33 伊藤　靖 一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所 第２調査研究部長

34 吉野　真史 一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所 第２調査研究部主任

35 松本　卓也 一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所 第２調査研究部主任

36 工藤　尊世 一般財団法人リモート・センシング技術センター 研究員

平成27年度水産工学関係研究開発推進会議水産基盤部会

出席者名簿



氏名 機関名 職名 備考

37 秦　　 英樹 一般社団法人漁港漁場新技術研究会 賛助会員

38 宇賀神義宣 一般社団法人水産土木建設技術センター 理事長

39 浅川　典敬 一般社団法人水産土木建設技術センター 審議役

40 矢野　京次 一般社団法人全国漁業無線協会 専務理事

41 寺島　裕晃 一般社団法人マリノフォーラム21 理事

42 嵯峨　篤司 一般社団法人マリノフォーラム21 海外水産コンサルティング事業部長

43 阿高　麦穂 一般社団法人マリノフォーラム21 海外水産コンサルティング事業部

44 北原　繁志 一般社団法人寒地港湾技術研究センター 第２調査研究部長

45 坂井　淳 一般社団法人漁港漁場新技術研究会 顧問

46 堀田　公明 公益財団法人海洋生物環境研究所 実証試験場長

47 福田　亮 公益社団法人全国漁港漁場協会 業務課長

48 市村　隆紀 公益社団法人全国豊かな海づくり推進協会 専務理事

49 岩橋　好敏 公益社団法人全国豊かな海づくり推進協会 事業推進部長

50 藤田　智也 公益社団法人全国豊かな海づくり推進協会 課長役

51 宮本　正夫 北海道栽培漁業振興公社 事業開発室長

52 山崎　哲生 大阪府立大学 教授

53 塚原　洋平 大阪府立大学 博士後期課程

54 大竹　臣哉 福井県立大学 教授

55 平井　光行 いであ株式会社 技術顧問

56 横山　雅仁 いであ株式会社 技術顧問

57 住田　敏之 いであ株式会社 営業本部　事業推進部

58 須田　健太 岡部株式会社 主任

59 藤澤　真也 海洋建設株式会社 技術営業部　部長代理

60 岡重　文久 海洋土木株式会社 取締役　技術部長

61 千葉　行雄 株式会社アクアプロダクト プロダクト事業部長

62 綿貫　啓 株式会社アルファ水工コンサルタンツ 東京本部　技術部　部長

63 古賀　克志 株式会社東京久栄 主幹研究員

64 松田　修二 株式会社日本港湾コンサルタント 技術部長

65 亀岡　鉱平 株式会社農林中金総合研究所 研究員

66 竹内　聖一 株式会社不動テトラ ブロック環境事業本部　技術統轄部長

67 加勢田純太郎 技研興業株式会社 技術営業部長

68 西　　 裕司 技研興業株式会社 調査役

69 野地　雅貴 国際気象海洋株式会社 技術部　技師

70 間辺　本文 五洋建設株式会社 顧問

71 小林　洋一 東洋水研株式会社 技術顧問

72 松永　務 日本コーケン株式会社 事業本部長
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73 鈴木　克俊 日本コーケン株式会社 技術部　課長

74 長澤　章博 ヤンマー舶用システム株式会社

75 福田　一見 ライトンコスモ株式会社 営業部　部長

76 原田　奈央 ライトンコスモ株式会社

77 松本　和弘 ライトンコスモ株式会社 代表取締役

78 盛　　 高明 株式会社農林漁業成長産業化支援機構 投融資部マネージングディレクター

79 萩野　静也 元水産工学研究所長

80 斉藤　耕如 日本水産経済新聞 記者

81 木寺　弘和 日刊みなと新聞 記者

82 髙尾　芳三 水産総合研究センター　本部 研究開発コーディネーター

83 桑原　久実 水産総合研究センター　本部 研究開発コーディネーター

84 清水　智仁 水産総合研究センター　本部 研究開発コーディネーター

85 足立　久美子 水産総合研究センター　本部 評価コーディネーター

86 樽井　義和 東北区水産研究所 主任研究員

87 前野　幸男 水産工学研究所 所長

88 明田　定満 水産工学研究所 特任部長 講演者

89 寺脇　利信 水産工学研究所業務推進部 部長

90 中山　哲嚴 水産工学研究所水産土木工学部 部長

91 東　　 照雄 水産工学研究所漁業生産工学部 部長

92 中村　克彦 水産工学研究所水産土木工学部 主幹研究員

93 佐伯　公康 水産工学研究所水産土木工学部 主任研究員

94 川俣　茂 水産工学研究所水産土木工学部 生物環境グループ長

95 森口　朗彦 水産工学研究所水産土木工学部 主幹研究員

96 宇田川　徹 水産工学研究所水産土木工学部 主任研究員

97 南部　亮元 水産工学研究所水産土木工学部 研究員

98 渡辺　一俊 水産工学研究所水産土木工学部 研究開発専門員

99 山本　潤 水産工学研究所業務推進部 業務推進課長

100 山本　康佑 水産工学研究所業務推進部 企画調整係長

101 白土　康俊 水産工学研究所業務推進部 情報係長

102 伏屋　玲子 水産工学研究所水産業システム研究センター 主任研究員
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