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0１．業務名称  

平成２８年度 水産環境整備マスタープラン等漁場整備方策に係る検討調査 
のうち現地調査等業務 

 
２．業務目的 

 豊かな生態系を目指した水産環境整備を推進していくために、本業務では、現地調

査等により①水産環境整備マスタープランによる海域全体の生産力の底上げ効果を検

証するとともに、②気候変動に対応した漁場整備方策の検討を行うものである。 

 

３．契約期間  

契約締結の日から平成 29 年 3 月 15 日 
 
４．業務内容  

4.1 水産環境整備マスタープランによる海域全体の生産力の底上げ効果の検証  

1)漁業資源の検証 

(1)調査項目 

 ①漁獲量・ＣＰＵＥ（既存資料調査） 

 ②生活史に対応した漁場整備効果検証（現地調査） 

 

 (2)対象海域及び対象種 

   本州日本海北部：ウスメバル、ハタハタ 

   播磨灘：マコガレイ、マダイ、メバル 

 

表１ 漁業資源の検証に係る調査 

漁獲量・ＣＰＵＥ
生活史に対応した
漁場整備効果検証

本州日本海北部 ウスメバル 指標 ○
ハタハタ 指標 ○

播磨灘 マコガレイ 指標 ○ ○
マダイ － ○
メバル 対象 ○ ○

漁業資源
海域 対象種 種別
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 (3)調査内容 

 ①漁獲量・ＣＰＵＥ（既存資料調査） 

  上記５魚種について漁獲量及びＣＰＵＥは当研究所が関係府県よりデータを入手

し、提供する。それらを踏まえ、当該海域の漁獲量及びＣＰＵＥの変遷を図化する。 
 
 ②生活史に対応した漁場整備効果検証（現地調査） 

当研究所の用意する船舶を使用し、当研究所の担当者の指示のもと行なう。な

お、分析費については当研究所が負担するものとする。 

 

＜マコガレイ＞ 
時期及び回数 ：マコガレイの成長段階に応じて、以下の期間で行う。 

産卵場：平成 28 年 12 月～平成 29 年 1 月の１回 

稚魚密度：平成 29 年 4 月の 1 回 

 調査場所 

産卵場（2 箇所以上：兵庫県たつの市室津地先、南あわじ市湊地先等を想定） 
稚魚密度（1 箇所程度：兵庫県たつの市岩見地先を想定） 

※播磨灘の主要な産卵海域において産卵期（12～1 月）の漁獲状況を入手して、近

年の来遊量を推定する。また、必要に応じて底質等の事前調査を実施して、産卵場

調査海域の絞り込みを行う。 

※※稚魚密度調査については、県が独自に実施している調査もあることからこれら

のデータを入手して本調査と比較する。 
 
＜メバル＞ 

時期及び回数 

メバル稚魚～未成魚調査：平成 28 年 4 月～12 月の 2 回（春季及び春季以外） 

 調査場所 

  稚魚～未成魚調査（1 箇所以上：播磨灘を想定） 
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表２ 漁場整備による漁業資源に関する調査内容 

海域 対象種 調査項目 調査時期 調査場所 方法
漁獲量 － ウスメバルの漁獲データを各県より収集する。

ＣＰＵＥ －
上記について漁業経営体数を漁業種類別に収集し、ＣＰ
ＵＥを求める。

漁獲量 － ハタハタの漁獲データを各県より収集する。

ＣＰＵＥ －
上記について漁業経営体数を漁業種類別に収集し、ＣＰ
ＵＥを求める。

産卵量
H28.12～
H29.1月

兵庫県たつの市室津地先
南あわじ市湊地先
の2箇所

産卵場の10箇所で潜水によりグラブ式採泥機を用いて、
海底土を0.05㎡採取する。採取した底質は10％ホルマリ
ンで固定し、実験室に持ち帰り、ローズベンガルで染色
後、浮遊選別法により、底質と卵・夾雑物の分離を行う。
あわせて、産卵場の粒度分布を把握する。

稚魚密度 H28.4月
兵庫県たつの市岩見地先、
＋別途県実施調査結果を
入手（岡山、香川）

増殖場内外に調査測線を設け、潜水によるライントランセ
クトにより稚魚を計数。観察者は幅50ｃｍのブラシで海底
を軽く掃いて稚魚を動かすことにより、稚魚を視認。

漁獲量 － 灘全域
兵庫県、岡山県、香川県の過去20年間のマコガレイの漁
獲データを各県より収集する。（H28年はデータ更新）

ＣＰＵＥ － 灘全域
上記について漁業経営体数を漁業種類別に収集し、ＣＰ
ＵＥを求める。（H28年はデータ更新）

漁獲量 － 灘全域
兵庫県、岡山県、香川県の過去20年間のマコガレイの漁
獲データを各県より収集する。（H28年はデータ更新）

ＣＰＵＥ － 灘全域
上記について漁業経営体数を漁業種類別に収集し、ＣＰ
ＵＥを求める。（H28年はデータ更新）

漁獲量 － 灘全域
兵庫県、岡山県、香川県の過去20年間のメバル類の漁
獲データを各県より収集する。

ＣＰＵＥ － 灘全域
上記について漁業経営体数を漁業種類別に収集し、ＣＰ
ＵＥを求める。

稚魚～未
成魚分布

H28.4～12月
灘内から最適な場所を選定
する。

春季：増殖場内外の藻場において「かぶせ網」により稚魚
を採取し、尾数、全長を測定する。
あわせて、海藻の坪刈りを実施し、海藻の重量あたりの
蝟集尾数を算出する。
春季以外：調査測線を設け、潜水により蝟集魚の尾数、
全長を測定し、蝟集量を算出する。

マダイ

山形・秋田・青森県海域

山形・秋田・青森県海域

播磨灘

マコガレイ

メバル

本州日本
海北部

ウスメバル

ハタハタ

 
 

表３ 調査スケジュール（案） 

対象魚種

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 備考

ウスメバル漁獲量・ＣＰＵＥ 既存資料整理

ハタハタ 漁獲量・ＣＰＵＥ 既存資料整理

マコガレイ 産卵量 2箇所以上×1回

稚魚密度 1回

漁獲量・ＣＰＵＥ 既存資料整理

マダイ 漁獲量・ＣＰＵＥ 既存資料整理

稚魚～未成魚分布
1箇所以上×2回
（春季と春季以外）

漁獲量・ＣＰＵＥ 既存資料整理

メバル

H28 H29
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2)その他生物（漁獲物以外の生物増加による便益増の計測） 

(1)調査海域 

播磨灘地区、本州日本海北部地区の２海域 
 (2)対象生物 

 施設整備による直接的な生産が想定される海藻草類、葉上動物、付着生物、底生

生物とする。海藻藻類、葉上動物、付着生物は施設への付着量を増加量として扱う

が、底生生物は対照区との差が増加量となるため、対照区のデータがない場合は、

類似調査で計測された施設付近の生物量／対照区の生物量の比を用いて推定する。 

H27 年での結果に基づいて、データの更新を行う。 

(3)データの収集方法 

 当研究所が関係府県よりモニタリングデータを入手し、提供する。 

(4)調査の項目 

 ①海域全体の底上げ量の試算 

対象海域における生態系ピラミッドを想定し、対象海域においてこれまで整備さ

れた魚礁、増殖場を対象に、そこで生産される生物資源（海藻草類、葉上動物、付

着生物、底生生物量）の総量を算定し、海域全体の底上げ量を示す。 

②新しい便益の考え方に基づいた貨幣化 

水産環境整備の理念に対応した新たな費用対効果の考え方では「非利用価値」の

ストック効果やフロー効果について評価対象領域を広げており、実海域において、

試算例を示す。 

 

3)その他 

(1) 委員会資料の作成 

本業務では、有識者による技術的検討を行うため、検討委員会を３回実施する予

定である。得られた検討結果について随時資料等を作成する。 

(2)調査結果の報告 

受託者は、現地調査結果を整理し、調査報告書を作成する。 
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4.2 気候変動に対応した漁場整備方策の検討 

(1)調査場所 

 山口県油谷湾 

(2)調査内容 

 ①水温分布調査 

油谷湾内外の 58 点で、ＳＴＤ水温塩分計を用いて、海面から海底まで１ｍ間隔

で水温を測定する。油谷湾内の調査点は湾奥から湾口にかけて１㎞間隔に南北の測

線を設定し、水深５ｍから５ｍ間隔で最深部まで計測する。 

調査は５月、８月に各月１回実施する。 

 

 

図２ 水温鉛直測定点 

 

 ②幼稚魚餌料調査 

キジハタ幼稚魚の生息場となる岩礁域の異なる水深帯（５ｍ、10ｍ、15ｍ、20ｍ）

に、平成 27 年 8 月に設置した餌料培養ユニットを８月に引き揚げ、餌料生物を採

集する。餌料生物は種類、個体数、重量を計測する。また、各水深帯には自記式水

温計を設置し、３時間間隔で平成 27 年 8 月より１年間水温を測定する。 

 ③幼稚魚分布調査 

 幼稚魚餌料調査場所おいて深浅方向に 10 本程度の測線を設置し、潜水ベルトト

ランセクトにより、視認したキジハタ毎にサイズと視認箇所の水深を記録する。 

 調査時期は５月～１０月の２回とする。 

（なお、本調査はｐ１～３の稚魚～未成魚分布調査を兼ねてよい。） 

 ④産卵場調査 

 産卵期の７月～8 月に水深の異なる漁場（5ｍ～10ｍ、15ｍ～20ｍ、25～30ｍ）に

おいて釣獲により、キジハタを採捕する。採捕したキジハタは全長、体重の計測及
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び卵巣の成熟具合を目視観察する。本調査結果より、成熟魚の多い水深帯と水温と

の関係を考察する。 

釣獲場所ではＳＴＤ水温塩分計により海底の水温を計測する。 

 

 上記の調査は、当研究所の用意する船舶を使用し、当研究所の担当者の指示のも

と行なう。なお、分析費については当研究所が負担するものとする。 

 

表３ 現地調査スケジュール（案） 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 備考

水温分布調査 ● ●

水温連続測定 １年間測定

幼稚魚餌料調査 ● H28年８月実施

幼稚魚分布調査 この間で2回

産卵場調査 ● ●

H28 H29

 

 

(3) 調査結果の報告 

受託者は、調査結果を整理し、調査報告書を作成する。 
 

3)その他 

(1)委員会資料の作成 

本業務では、有識者による技術的検討を行うため、検討委員会を３回実施する予

定である。得られた検討結果について随時資料等を作成する。 

(2)調査結果の報告 

受託者は、現地調査結果を整理し、調査報告書を作成する。 
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５．企画提案書の提出 

本調査の受託を希望するものは、様式２に基づいて企画提案書を作成し当研究所へ

提出するものとする。 
① 調査方法の提案 

本業務では、マスタープランによる海域全体の生産力の底上げ効果をとりまと

めることに加えて、気候変動に対応した漁場整備方策の検討を行うものである。

調査目的について着実な成果が得られる現地調査となるように、効果的かつ効率

的な調査手法を提案すること。 
② 業務費限度額 

本業務費は、消費税を含めて１，０８０万円以内とする。 
 
６．実施計画書の作成 

受託者は、契約後詳細な調査方法と調査工程・安全・環境等の管理・関係諸機関と

の調整事項等を記載した実施計画書を作成し、当研究所担当者の承諾を得て調査に着

手するものとする。 
 
７．その他 

１）本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、当研究所担当者と協

議するものとする。 
２）受託者は、本業務の目的を十分理解し業務を遂行するものとする。 
３）本業務で知り得た情報および資料等は外部に漏らしてはならない。 

 


