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[報文]

漁業者による「藻場を守る」取り組みの現状と課題

関根 寛*

Conservation Effort for Seaweed Bed by Fishermen 

Yutaka SEKINE* 

Abstract 

233 

With the support of government. fishermen and local residents are now actively engaged in efforts to 

conserve seaweed beds in the coastal areas of ]apan. Among such efforts. 184 groups have taken part in 

the Environment and Ecosystem Protection Project (EEPP) between 2009 and 2012. and 275 groups 

impl巴mentedthe Fisheries Multiple function Demonstration Project (FMDP) in 2013. Many groups are 

working to remove sea urchins from seaweed beds. transplant matured seaweeds that supply spores. plant 

seaweed seedlings. and clean bedrock. The two main challenges in the coming years are to enhance 

technical support to groups including the ones mentioned above and to evaluate the effects of the 

conservation efforts in a quantitative manner. 

1.はじめに 2圃事業発足の経緯

現在，我が国の沿岸域では，国や地方公共団体の支援 沿岸環境の保全活動を支援する制度の発足は. 2001年

のもと，漁業者等による藻場や干潟等の保全活動が活発 の水産基本法の制定に遡る。本法第32条において. ['国

に行われている。藻場や干潟等の沿岸環境は，生物多様 は. (中略)水産業及び漁村の有する水産物の供給の機

性や水質浄化，保養・交流の場の機能等の生態系サービ 能以外の多面にわたる機能が将来にわたって適切かっ十

スを提供する国民共有の財産であり，元来，漁業の営み 分に発揮されるようにするため，必要な施策を講じるも

に伴う健全な漁場管理(手入れ)の中で維持されてきた のとする。」と明記されており，行政に対し，沿岸環境

ものである。 がもっ公益的，多面的な機能を確保するための措置が求

しかし近年の漁村人口の減少や漁業者の高齢化等に められた。

よって，沿岸環境の手入れが滞り，更に長期的な気候変 2003年には，農林水産大臣より，日本学術会議に対し

動等に伴う海洋環境の変化が，磯焼け等を例とした，沿 て水産業・漁村のもつ多面的機能の検討についての諮問

岸環境の荒廃に拍車をかけている状況にある。 があり，翌2004年，日本学術会議の答申において，水産

このため，これら国民共有の財産である沿岸環境を将 業・漁村のもつ多面的機能として，①食料・資源の供給，

来にわたって保全するための措置として，国や地方公共 ②自然環境の保全，③地域社会の形成と維持，④国民の

団体が漁業者等による藻場や干潟等の保全活動への対価 生命財産の保全，⑤居住や交流などの「場」の提供，の

を支払う制度が発足し現在に至っている。本稿では 5つの役割があることが定義された1)。

漁業者等が取り組んでいる「藻場を守る」取り組みにっ これを受け，実証試験を経た後，水産庁の補助事業と

いて，その現状と課題を紹介する。 して2009年から2012年の聞に「環境・生態系保全活動支

2014年11月15日受付. 2014年12月5日受理

援交付金J(以下環境・生態系保全対策)が実施された。

この対策は， 日本学術会議の答申にある. ['自然環境を

キーワード:活動組織，環境・生態保全対策，漁業者，水産多面的機能発揮対策，藻場

Key words : EEPP (Environment and Ecosystem Protection Project). fishermen. FMDP (Fish巴riesMultiple 

functions Demonstration Project). group. seaweed bed 
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保全する役割」を強化するため，漁業者等による藻場，

干潟等の沿岸環境を保全する活動を国や地公体が支援す

る制度となっている。

また，2013年からは，環境 ・生態系保全対策の内容を

継承しつつ，更に海難救助活動や海洋汚染対策，漁村文

化の継承等，水産業 .i魚、村の多面的機能全般を支援対象

とした「水産多面的機能発揮対策」に引き継がれ，現在

に至っている。

3.事業の仕組み

環境・生態系保全対策及び水産多面的機能発揮対策の

両事業は，例えば~車場の保全を志す漁業者等が， I活

動組織」と呼ばれる任意団体を組織することから始まる。

活動組織は漁業者を中心とし て，漁協や地域住民，

NPO，学校，民間企業等，漁業者以外のメンバーを含

めて構成される。

活動組織を設立し 活動計画を策定した後，活動対象

地域を管轄する市町村と協定を結ぶ。協定を結んだ市町

村は，活動組織による活動の履行状況を確認する責務を

負う。

地域の活動指針に基づき，活動組織を承認，採択する

重:;?，
b 

‘"〆
.t‘ 

o.:tf 

のが地域協議会である。地域協議会は都道府県，県漁連，

県漁協，市町村，有識者等によって構成された任意団体

であり，固からの交付金を管理し，活動組織へ交付金を

交付するとともに，活動組織の運営を監督する役割を担

っている。

なお，環境・生態系保全対策において，交付金は基金

形式で交付されたため，年度を跨いだ活用が可能であっ

たが，水産多面的機能発揮対策においては基金形式が廃

止され，単年度ごとに精算する補助金形式となっている。

4.事業の実施状況

これまで，環境 ・生態系保全対策において設立された

活動組織は297組織， うち2車場の保全に取り組む活動組

織は184組織(全体の6296)であった。一方，水産多面

的機能発揮対策で設立された組織は810組織，うち5車場
の保全活動に取り組む活動組織は275組織(全体の34%)

である (2014年3月現在)(Fig. 1)。

また，環境 ・生態系保全対策から水産多面的機能発揮

対策に継続移行した組織は268組織，うち藻場の保全活

動を継続している活動組織は160組織となっており， 多

くの組織が継続的に活動を実施していることがわかる。

、、J

Fig. 1 Distribution of groups involved in seaweed beds conservation. (Mar 2014). Black dots indicate group 
locations (275 places) ; filled colors indicate Prefectures that participate in the project (FMDP-2013). 
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Table 1 Configuration of groups involved in conservation activities. 

Member 
EEPP FMDP 
(N=184) (N=275) 

Fish巴rman.Fisheries cooperative牟 184 (100.0%) 274 (99.6%) 

Local resident. NPO 25 (13.6%) 107 (38.9%) 

School 9 (4.9%) 28 (10.2%) 

Company 28 (15.2%) 51 (18.5%) 

Civil servant. Research institute 10 (5.4%) 21 (7.6%) 

'lnclude women's groups of fisheries cooperative 

Table 2 Menu for seaweed bets conservation activities and the rate of 
government subsidies. 

Government subsidies 

Menu (Ten thousand yen) 

Case A Case B 

Supplying seaweed spores 35 50 

Seedling production of seaweed 35 50 

Installation of seaweed seedling 35 50 

Transplantation/seeding of eelgrass 53 75 

Removing sea urchins 53 75 

Removing五shes 88 125 

Set of protected areas 53 75 

Density management of sea urchins 88 125 

Supplying nutri巴nts 88 125 

Bedrock cleaning 123 175 

Planting in the basin 35 50 

Removing丑oating-depositedgarbage 53 75 

Specially certified activities 35~70 50~100 

Monitoring (compulsory) 25~1l5 

A : ln the case of less than 40 people participated per year. 
B : ln the case of participation of more than 40 people per year 

ただし 20日年度は活動開始の時期が大きく遅れ，その

ために当年度の活動を行わなかった活動組織もあったよ

うである。

5.活動組織の構成

藻場の保全に取り組む活動組織の構成をみると，漁業

者・漁協を除けば，環境・生態系保全対策では民間企業

が約15%と最も多く，水産多面的機能発揮対策では地域

住民やNPOが約40%と最も多くなっている (Table1)。

両事業はともに漁業者以外の参入が義務化されたことが

背景にあるとはいえ，このような取り組みが広く国民の

活動として広がりつつあるものと考えられる。

6.藻場の保全活動の内容

1) 保全活動のメニュー

活動組織は藻場の保全活動を実施するにあたり，地先

の藻場の推移や現況を鑑み. ['母藻の設置」ゃ「食害生

物の除去」等，国が示したメニューの中から必要な項目

を選択し活動を実施する。環境・生態系保全対策にお

いては 1組織あたり 5項目までが選択の上限であったが，

水産多面的機能発揮対策においては，メニューが格段に

増えたことから10項目まで、選択枠が広がった。活動面積

等の一定の基準に応じ，同ーの項目を重複して選択する

ことも可能である (Table2)。

各活動項目には，参加人数(年間延べ人数)に応じた

単価 (35万円~125万円)が設定されており，必要な項
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Supplying seaweed spores 

Seedling produc討onof seaweed 

Installation of seaweed seedling 

Transplantation/seeding of eelgrass 

Removing sea urchins 

Removing fishes 

Set of protected areas 

Density management of sea urchins 

Supplying nutrients 

Bedrock cleaning 

Planting in the basin 

Removing floating-deposited 

garbage 

Specially certified activities 

77 

71 

• EEPP-2012・FMDP-2013

Fig. 2 Menu for seaweed conservation activities and the number of groups involved. 

Saccharina bed 47 

Eisenia' Ecklonia bed 28 

Sargassum bed 22 

Zostera bed 16 

Other 24 

Unknown 17 N=120 

Fig. 3 Types of seaweed targeted for conservation and the number of each group 
“O出er"included Undari，α. and 0出er(Questionnaire in EEPP-2012ふ

日の単価を積算したものが活動組織への交付額となる。 ニ類)Jが最も多く ，次いで「母藻の設置J.I海藻の種

環境 ・生態系保全対策では地方公共団体が国の交付額と 苗投入J.I岩盤清掃」が多い。水産多面的機能発揮対策

同額の上乗せをしていたが，水産多面的機能発揮対策に への移行に伴い. I食害生物の除去(ウニ類)J. I母藻の

おいては地域の実情に応じた任意負担となったため，多 設置J.I海藻の種苗投入J.I岩盤清掃」を選択する活動

くの地方公共団体で活用しやすくなった。 組織が増え 「栄養塩の供給」を選択する活動組織は減

なお，藻場の保全活動にはモニタリングが必須となっ 少した。成果の検証が難しい項目よりも，海渓の生える

ており，活動区域の面積や調査回数に応じた単価が設定 場を整備する活動や，種(たね)や種苗を投入する活動

されている。 など，直接的，直感的に活動の成果を判断しやすい項目

2) メニューの実施状況 にシフ トしているとも考えられる (Fig.2)。

全国的にみると，藻場の保全活動に取り組む活動組織 なお，全国漁業協同組合連合会(以後. JF全漁連)

が選択する項目は，両事業ともに「食害生物の除去(ウ が2012年(環境 ・生態系保全対策の最終年度)に実施し
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Do you have target values for seaweed bets recovery? 

No answer 2目

① Yes， we have target values. 
② We have not set target 

values. but we have 
qual itative targets. 

③ NO，we do not have target 

values 

Did the seaweed bets area and production volumes 
increase through conservation activities? 

① Yes， they increased. 
② There are signs of increased. 

③ No， there was no change，or 
they decreased. 

Fig. 4 Questionnaire result in EEPP-2012 

た活動組織へのアンケート調査によると，活動組織が保

全対象とする藻場の種類は，コンブ場が最も多く，次い

でアラメ ・カジメ場であった(複数回答の組織有り)

(Fig.3)。

7.藻場の保全活動の課題

1) 活動組織が抱える課題

各種保全活動及びモニタリングの手法は「環境・生態

系保全活動の手引き(水産庁.2009)Jに指針が提示され

ているが，基本的にはそれぞれの活動項目の趣旨を逸脱

しない範囲において，各活動組織の裁量で実施されてい

る。

前述のアンケート調査によると，保全活動を実施する

上での課題として，まず，計画段階において具体的な数

値目標が設定できていない活動組織が多いこと，活動の

成果について，主観的には効果を実感しているものの，

それを具体的な数値で示すことができない活動組織が多

いことがわかった。記述式の回答の中でも「保全活動の

効果(環境の変化)を数字で表せない。」という声が多

く，その他「各種防御施設(ウニフェンス等)のメンテ

ナンスが困難」といった声や，運営面として， ['人員・

人材不足，構成員の高齢化」を訴える活動組織もあった。

(Fig.4)。

2) サポートの課題

アンケートの結果からは，活動組織に対する専門家の

サポートの必要性が示唆されたが，活動組織の構成員と

して水産試験場等の研究機関が加わっているのは10%未

満の活動組織であった。また，多くの活動組織を抱える

県の場合，水産試験場や普及指導センタ一等としても，

県下の全ての活動組織に指導することは難しい，という

声もあった。

このため， JF全漁連では，水産庁の補助事業として，

i来場の保全活動やモニタリングに係る技術講習会を開催，

或いは活動組織や地域協議会からの要請に応じて専門家

を派遣する業務等を実施してきた。しかしながら個々の

活動組織への長期間に亘るサポートは困難であり，要望

に応じたその都度の対応となってしまうことから，継続

したサポート体制の構築が必要という結果となっている。

一方，活動組織のサポートにあたる専門家からは，活

動組織が次年度の計画を策定する段階でサポートに入る

ことが，最も効果的，効率的な活動の推進につながると

の意見があがっている。
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3) 成功事例の共有 らの事業は水産基本法32条等を根拠として施行されてき

前述のような課題を抱える活動組織がある一方で，藻 た経緯から，今後も形を変えて継続されるものと考える

場の面積の拡大という具体的な成果を示した事例もある。 し，多くの活動組織が本事業の継続を求めているところ

全国の活動実績が把握できていないため，その程度を示 である。

すことはできないが，成功した活動組織の特徴としては， 厳密には これら事業は活動組織に対し「成果」を求

①保全活動の歴史がある，②専門家または地域の専門機 める事業ではないが，活動組織の保全活動の継続に対す

関(水産試験場等)が計画段階から積極的に関与してい るモチベーションの維持と事業継続に対する国民の理解

る.a構成員の意思統ーが容易で機動的である，等であ を得るという観点からも，具体的な成果(数値)を提示

る。全ての活動組織にこのような条{牛を求めることはで していくことが必要と考える。

きないが，成功した組織とその周辺の組織との聞で，活 今後とも，水産業・漁村の発展に資するため，これら

動に対する意識や技術水準の濃淡が大きくなることが危 の事業が有効に活用されるよう，専門家諸氏の更なるご

倶される。 理解とご協力が得られれば幸いである。

今後は，サポートに対する潜在的な需要を掘り起こす また，これまで多くの活動組織をサポートいただいた

とともに，限られた機会の中で，いかに効果的，効率的 専門家と事業関係者の方々に，この場を借りて御礼申し

なサポートを実施するか，また，成功した事例をいかに 上げる次第である。

周知し周囲の活動組織の技術水準の引き上げを図るか

が課題であろう。

8.おわりに

現在のところ，水産多面的機能発揮対策は3ヵ年の事

業であり. 2015年度をもって終了する予定である。これ

参考文献

1) 日本学術会議:地球環境・人間生活にかかわる水

産業及び漁村の多面的な機能の内容及び評価につ

いて(答申).日本学術会議.57pp. 2004. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

