
木材増殖礁事例概要一覧表（事業概要編）

川内木材利用促進協議会
魚津市地場産木材活用魚礁

実証事業協議会
福井市漁業協同組合 れいなん森林組合 三重県漁業活性化推進協議会 尾鷲市水産振興協議会 岬町木材魚礁開発推進協議会 神西湖地域協議会

青森県むつ市 富山県魚津市 福井県福井市 福井県小浜市 三重県度会郡大紀町 三重県尾鷲市 大阪府泉南郡岬町 島根県出雲市

三重外湾漁業協同組合紀州南支所
淡輪漁業協同組合

　事業実施主体

　都道府県・市町

川内町漁業協同組合
下北地方森林組合
むつ市
青森県むつ水産事務所

魚津漁業協同組合
新川森林組合
魚津市
富山県

福井市漁業協同組合
美山町森林組合
福井県立大学海洋生物資源学部
福井市
福井県水産試験場

れいなん森林組合
小浜市漁業協同組合
福井県立大学海洋生物資源学部
小浜市
福井県

三重外湾漁業協同組合錦事業所
三重県漁業協同組合連合会
大紀町
三重県

三重外湾漁業協同組合紀州南支所
大曽根漁業協同組合
早田漁業協同組合
尾鷲漁業協同組合
行野浦漁業協同組合
尾鷲市

淡輪漁業協同組合
小島漁業協同組合
谷川漁業協同組合
深日漁業協同組合
岬町
大阪府水産技術センター
大阪府

神西湖漁業協同組合
出雲地区森林組合
出雲市

　協議会構成員

青森県むつ市
(陸奥湾北部海域)

富山県魚津市
(魚津港・経田漁港間)

福井県福井市
(福井港沖)

福井県小浜市
(若狭湾海域)

三重県大紀町
（目戸鼻北海域）

三重県尾鷲市
（梶賀浦地先）

大阪府岬町
（淡輪・深日・谷川・小島各地先海域）

島根県出雲市
（神西湖 弁天島付近）

施行場所　施行場所

5m 10～11m 35m 30～40ｍ 12ｍ 20～23m 13～17ｍ 1.1ｍ

マナマコ、マコガレイ、メバル類など アジ、メバル、クロソイなど マダイ（放流）など マダイ、ヒラメ カサゴ（放流）など アオリイカ、イセエビなど メバル、カサゴ、キジハタ、クロダイなど フナ、ウナギ、エビ類、ヤマトシジミ

稚魚等育成効果（マナマコ）・魚介類増重効果 魚介類増重効果 稚魚等育成効果・魚介類増重効果 魚介類増重効果 稚魚等育成効果・魚介類増重効果 稚魚等育成効果（稚エビ）・産卵場効果・魚介類増重効果 産卵場効果・魚介類増重効果 稚魚等育成効果（シジミ等）・魚介類増重効果

　対象魚種

　設置水深

期待される増殖効果

　木材の種類 スギ、カラマツ、ヒバ スギ スギ スギ スギ、ヒノキ ヒノキ スギ、ヒノキ、タケ スギ、ヒノキ

　〃  の産地 青森県 富山県魚津市 福井県福井市 福井県嶺南地方 三重県大紀町 三重県尾鷲市 大阪府岬町 島根県出雲市

　〃  の寸法
長さ：1.5m　径：30cm
長さ：1.44m　径：30cm

長さ：1.6ｍ　径：13～17cm 長さ：2ｍ　径：9～12cm 長さ：４m　径：12～18cm 長さ：0.9m　径：10～15cm 長さ：3m　径：12cm
スギ・ヒノキ：長さ：2m　径：15～25cm

タケ：長さ：2m　径：10cm
長さ：1.5m,2.0m,5.0m

径：9cm,15cm

　〃 の使用量 2.842㎥/基 3.6 ㎥/基 0.543 ㎥/基
①3m交差型　　： 6.95㎥/基
②3m格子型　　：10.30㎥/基
③3m外面格子型：11.39㎥/基

3.2 ㎥/基 木材1本あたり　0.0156m3/基

①1.45m3/基④0.00m3/基⑦0.00m3/基

②1.45m3/基⑤1.32m3/基⑧1.45m3/基

③1.45m3/基⑥1.32m3/基⑨1.45m3/基

①井桁型：本体0.443㎥/基+中詰0.443㎥/基
②柵　 型：本体0.374㎥/基+中詰0.623㎥/基
③複合型：本体0.664㎥/基+中詰0.282㎥/基

　木材の使用率 20.3％ 2.7％ 7.5％
①3m交差型　　： 25.7％
②3m格子型　　： 38.1％
③3m外面格子型： 42.2％

21.8％
①ヒノキ1本型：1％
②ヒノキ3本型：3％
③ヒノキ5本型：5％

①：22.00％    ④：0.00％     ⑦0.00％
②：22.00％    ⑤：8.79％     ⑧4.90％
③：22.00％ ⑥：8.79％ ⑨4.90％

①井桁型：29.8%
②柵　 型：33.2%
③複合型：31.9%③3m外面格子型： 42.2％ ③ヒノキ5本型：5％ ③：22.00％    ⑥：8.79％     ⑨4.90％ ③複合型：31.9%

　増殖礁の規格 　(縦)2.8m×(横)2.4m×(高)2.1m  11t   　(縦)10m×(横)10m×(高)2m 　(縦)2.0m×(横)2.0m×(高)1.8m   　(縦)3m×(横)3m×(高)3m 　(縦)3.2m×(横)3.2m×(高)1.7m
　木材：ヒノキ(径)0.12m×(長さ)3.0m
　重石：花崗岩2ｔ内外

①②③:木材単独型 縦3m×横3m×高2m
④⑤⑥:ｶﾙｾﾗﾘｰﾌ型　縦4m×横4m×高2m
⑦⑧⑨:ﾋｭｰﾑ管型 　縦5m×横5m×高2m

①井桁型
　 (縦)1.5m×(横)2.0m×(高)0.99m
②柵　型
　 (縦)1.5m×(横)2.0m×(高)1.0m
③複合型

(縦)1.5m×(横)1.5m×(高)0.99m

木
材
増
殖
礁
の
概  (縦) . (横) . (高) .

　　　〃　の空㎥/基

①スギ型　　　　 ：14.1空㎥/基
②カラマツ型　　：14.1空㎥/基
③ヒバ型　　      ：14.1空㎥/基
④3種混合型   ：14.1空㎥/基

　　①木材入り　　：134.1空㎥/基
　　②対照礁　 　：134.1空㎥/基（木材なし）

7.2空㎥/基
①3m交差型　　：27.0空㎥/基
②3m格子型　　：27.0空㎥/基

   ③3m外面格子型：27.0空㎥/基

①木材+貝殻ﾕﾆｯﾄ型　：14.7空㎥/基
②木材型　　　　 　：14.7空㎥/基
③貝殻ﾕﾆｯﾄ型　     ：14.7空㎥/基

①ヒノキ1本型　：1.5356空㎥/基
②ヒノキ3本型　：1.5668空㎥/基
③ヒノキ5本型　：1.5980空㎥/基

　　①②③：6.58空㎥/基、④：11.80空㎥/基
　　⑤⑥  ：15.02空㎥/基 、⑦：22.97空㎥/基
　　⑧⑨  ：29.57空㎥/基

　  ①井桁型：2.97空㎥/基
②柵型：3.00空㎥/基

    ③複合型：2.97空㎥/基

　取り付け方法 ボルト止め ユニット式 井桁組 井桁組 ユニット式 ロープ等結索 埋め込み式 井桁組・ボルト止め

要

　木材交換方法 増殖礁引き上げによる木材交換 ユニットによる木材交換 木材交換なし 木材交換なし 増殖礁引き上げによる木材交換 潜水作業による木材交換 木材交換なし 木材交換なし

　設置基数（H23.12時点） ①１基、②１基、③１基、④１基　計４基 ①１基、②１基　計２基 30基 ①15基、②15基、③１基　計31基 ①9基、②１基、③１基　計11基 ①10基、②11基、③35基　計56基 ①②③12基、④⑤⑥12基、⑦⑧⑨12基　計36基 ①24基、②24基、③24基　計72基

　製作直工費

①　　９７千円/空m3

②　１００千円/空m3

③　１１０千円/空m3
①　47,400円/空m3

②　47,400円/空m3 29,352円/空m3
①　　３５千円/空m3

②　　５３千円/空m3

③ ６１千円/空m3

６２千円/空m3
①　21,551円/空m3

②　27,551円/空m3

③ 33 551円/空m3

　①②③：29,566円/空㎥、④：39,712円/空㎥
　⑤⑥  ：32,898円/空㎥ 、⑦：16,019円/空㎥
　⑧⑨  ：13,245円/空㎥

　  ①井桁型：24,986円/空㎥
②柵型：30,473円/空㎥

   ③複合型：34,398円/空㎥
④　１００千円/空m3 ③ 　６１千円/空m ③ 33,551円/空m ⑧⑨ , 円/空 ③複合型 , 円/空

 

 

木材（スギ、ヒノキ、タケ） 

コンクリ ト床版(3 ×3 )

 
 

木材（スギ＋タケ、ヒノキ＋タケ）
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魚礁 

　木材増殖礁の構造図

コンクリート床版(3m×3m) コンクリート床版(4m×4m)

 

 
木材（スギ＋タケ、ヒノキ＋タケ） 

コンクリート床版(5m×5m) 

コンクリート管 

　木材魚礁の完成写真



木材増殖礁事例概要一覧表（事業概要編）

　事業実施主体

　都道府県・市町

株式会社 海中景観研究所 伊予灘松山地区海の種場つくり有志会 三崎漁業協同組合 長崎県漁場整備開発協会
アイワ産業株式会社
上県町漁業協同組合

雲仙森林組合 木材活用増殖礁沖縄地域協議会
株式会社マルイチ，日本リーフ株式会社，

オリエンタル・テクノ株式会社

島根県隠岐郡隠岐の島町 愛媛県松山市 愛媛県西宇和郡伊方町 長崎県対馬市 長崎県対馬市 長崎県雲仙市 沖縄県島尻郡与那原町 兵庫県あわじ市

長崎県漁場整備開発協会 雲仙森林組合
与那原・西原町漁業協同組合

　協議会構成員

株式会社海中景観研究所
しまね漁業協同組合西郷支所
隠岐島後森林組合
島根県立隠岐水産高等学校
隠岐の島町
島根県

松山市漁業協同組合
松山流域森林組合
オリエンタル・テクノ株式会社
松山市

三崎一本釣協議会
三崎漁業協同組合
八西森林組合
伊方町
愛媛県

長崎県漁場整備開発協会
対馬森林組合
上県町漁業協同組合
特定非営利活動法人　NAGASAKI-SEA-PARA　NET
社団法人　水産土木建設技術センター　長崎支所
長崎県対馬市
長崎県

上県漁業協同組合
アイワ産業株式会社
対馬市

雲仙森林組合
橘湾東部漁業協同組合
社団法人　長崎県港湾漁港建設業協会
全日本漁港建設協会　長崎県支部
雲仙市
長崎県

与那原 西原町漁業協同組合
佐敷・中城漁業協同組合
株式会社 仲本工業
株式会社 神戸製鋼所
神鋼建材工業株式会社
与那原町
沖縄県

株式会社マルイチ
日本リーフ株式会社
オリエンタル・テクノ株式会社

施行場所

島根県隠岐の島町
（蛸木地先）

愛媛県松山市
（興居島海域）

愛媛県伊方町
（伊予灘海域・宇和海海域）

長崎県対馬市上県町
（唐崎地区西海域）

長崎県対馬市上県町
（女連地先）

長崎県雲仙市
（小浜マリーナ内）

沖縄県東海岸中城湾
（与那原地先・中城地先）

兵庫県あわじ市
（沼島地先）

　施行場所

　対象魚種

　設置水深

期待される増殖効果

8～10ｍ 20ｍ 60～65ｍ 30～31ｍ 20～25m 15～18m 6.0ｍ 12～15ｍ

メバル、カサゴなど メバル、カサゴ、マダイ、キジハタなど マアジ、マサバ、イサキなど イカ、タイ、ブリ、カワハギなど イカ、アジ、ブリなど タイ、イシダイ、カサゴ、イカなど グルクン（タカサゴ科）、ホンダワラ類など マアジ、メバル、カサゴ、マダイ、ブリ、カンパチ

魚介類増重効果 魚介類増重効果 産卵場効果・魚介類増重効果 産卵場効果・魚介類増重効果 産卵場効果・魚介類増重効果 魚介類増重効果 魚介類増重効果（海藻着生による稚魚育成・産卵効果） 魚介類増重効果

　木材の種類

　〃  の産地

　〃  の寸法

スギ、タケ ヒノキ、スギ スギ スギ、ヒノキ スギ、ヒノキ スギ、ヒノキ イタジイ スギ

島根県隠岐の島町 愛媛県松山市日浦 愛媛県八幡浜市 長崎県対馬市 長崎県対馬市 長崎県雲仙市 沖縄県国頭村 徳島県

スギ：長さ：2m　径：20cm
タケ：長さ：2m　径：10cm

長さ：1.5(2.5)m　径：16-20(10)cm　(枝葉付) 長さ：4m　径：20～24cm 長さ：3m、4m　径12～14cm 長さ：2m、3m　径：15cm 長さ：2.0m　径：10～15cm 長さ：2.0m　径：15cm内外 長さ：2.0m　径：20cm

　〃 の使用量

　木材の使用率

①スギ型：1.92㎥/基
②タケ型：1.87㎥/基

4.279㎥/基 8.96㎥/基 4.062㎥/基
　　　①E300型　　　  ： 4.14㎥/基
　　　②N200BS-2型：15.37㎥/基

2.8㎥/  基 5.8㎥/  基
5.03㎥/基

①スギ型：5.5％
②タケ型：5.4％

6.2％ 13.2％ 6.3％
　　　①E300型  　 　 ：2.24％
　　　②N200BS-2型：7.93％

11％
①ﾕﾆｯﾄ併用型： 6.9％
②ﾕﾆｯﾄ単独型：32.0％

12.7％

　増殖礁の規格

木
材
増
殖
礁
の
概

　 (縦)4.0m×(横)4.0m×(高)3.0m  (縦)6.0m×(横)6.0m×(高)3.0m 　 (縦)4.4m×(横)4.4m×(高)3.5m  　 (縦)4.0m×(横)4.0m×(高)4.0m

　①E300型：
　 (縦)9.0m×(横)9.0m×(高)3.0m
　②N200BS-2型：
　 (縦)8.25m×(横)8.25m×(高)5.0m

　 (縦)2.9m×(横)2.9m×(高)3.0m

　①ﾕﾆｯﾄ併用型：
 　(縦)6.0m×(横)6.0m×(高)2.9m
  ②ﾕﾆｯﾄ単独型：
　 (縦)2.0m×(横)2.0m×(高)2.9m

 　(縦)6.0m×(横)6.0m×(高)2.9m

　　　〃　の空㎥/基

　取り付け方法

要

　　　①スギ型：34.8空㎥/基
　　　②タケ型：34.8空㎥/基
　　　③対照礁：3.39空㎥/基（木材なし）

　　　①ヒノキ型：68.53空㎥/基
　　　②スギ型：68.53空㎥/基
　　　③対照礁：68.53空㎥/基（木材なし）

67.76空㎥/基
①ス ギ型：64空㎥/基
②ヒノキ型：64空㎥/基

※同規格のコンクリート礁6基も別途設置

　　　 ①E300型　　　 ：187.42空㎥/基
　　　 ②N200BS-2型：193.80空㎥/基

①スギ型  ：25.25空㎥/基
②ヒノキ型：25.25空㎥/基

①ﾕﾆｯﾄ併用型：84.1空㎥/基
②ﾕﾆｯﾄ単独型：18.1空㎥/基

　  ①間伐リーフ型：39.6空㎥/基
　  ②対照礁1：39.6空㎥/基（栗石型）
　  ③対照礁2：39.6空㎥/基（鋼材のみ）

ユニット式 金具止め・ロープ等結索 井桁組 金具止め・ボルト止め ロープ等結索 金具止め ユニット式 ユニット式

　木材交換方法

　設置基数（H23.12時点）

　製作直工費

木材交換なし 木材交換なし 木材交換なし 増殖礁引き上げによる木材交換 木材交換なし 潜水作業による木材交換 潜水作業による木材交換 増殖礁引き上げによる木材交換

①4基、②4基、③4基　計12基 ①2基、②2基、③１基　計5基 50基 ①5基、②１基　　計6基 ①3基、②１基　　計4基 ①5基、②5基　計10基 ①2基、②2基　計4基 ①1基、②1基、③1基　計3基

　　　　　①スギ型：27,686円/空㎥
　　　　　②タケ型：34,222円/空㎥
　　　　　③対照礁：17,163円/空㎥

　　　　　①ヒノキ型：37,800円/空㎥
　　　　　②ス  ギ型：37,400円/空㎥
　　　　　③対照礁 ：30,200円/空㎥

8,089円/空㎥
①ス ギ型：14,424円/空㎥
②ヒノキ型：14,424円/空㎥

　　　 ①E300型　　　 ：20,876円/空㎥
　　　 ②N200BS-2型：19,778円/空㎥

①スギ型  ：54,400円/空㎥
②ヒノキ型：54,400円/空㎥

①ﾕﾆｯﾄ併用型：61,200円/空㎥
②ﾕﾆｯﾄ単独型：87,800円/空㎥

　  ①間伐リーフ型：66,800円/空㎥
　  ②対照礁1       ：58,800円/空㎥

  ③対照礁2       ：53,700円/空㎥③対照礁 , 円/空 ③対照礁 , 円/空 ③対照礁 , 円/空

　木材増殖礁の構造図

　木材魚礁の完成写真


