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政策手段(事業)名 地球温暖化に対応した漁 政策手段所管課名 水産庁計画課

場・漁港漁村対策調査

政 (1)目的 平成13年４月に発表されたIPCC（気候変動に関する政府間パネル）の第３

策 次報告においては、2100年までに最大で5.8℃の気温が上昇することに伴

手 い、海流の変化、海面の上昇を予想しており、地球温暖化に伴う地域へ及ぼ

段 す物理的・生物的環境の変化が懸念されている。

の このため、地球温暖化によって及ばされる生態系や漁場環境、漁村環境

概 への影響に対応することを目的として、温暖化の進行に対応した漁場環境対

要 策や漁港漁村の生活環境・漁業活動対策等を盛り込んだ対策プログラムを

策定する。

(2)内容 ［施策の対象］地球温暖化による影響への対応

委託先：独立行政法人 水産総合研究センター

地球温暖化に伴う海面上昇や水温上昇、潮流海流の変化等、気象・海象

変化により魚類の生息環境や漁業活動、漁港漁村の生産活動・生活環境へ

の具体的な影響を把握し、その対策を検討するため、以下のことを行う。

（１）気象海象の変化予測

日本沿岸域の水位上昇や海水温上昇等を予測する。

（２）漁場、漁港漁村への影響分析

全国の漁業地域を対象に、気象海象の変化による漁場利用の変化、漁獲

対象魚種の変化、漁獲量の変化、漁獲金額の変化、漁港利用の変化等を予

測し、全国的な影響を定量的に分析する。

（３）地球温暖化に対応した漁場・漁港漁村対策の検討

漁場・漁港漁村への影響分析結果を基に、温暖化の進行に対応した漁場

環境対策や漁港漁村の生活環境・漁業活動対策等について検討する。

(3)達成目標 地球温暖化に伴う水温上昇や海面上昇等の影響は、生態系、漁業活動、

漁港等の生産基盤に対し甚大なものと予測されるが、これらへの対策には、

相当の費用と時間を要するため、早急に検討を実施する必要がある。

また、対策については、過剰投資や手遅れの防止等適切に対処すること

が必要であるため、短期的・中期的・長期的等に分類して検討し、その結果

を対策プログラムとしてとりまとめ。

本プログラムを着実に実施することにより、地球温暖化に向けた対策を効

率的かつ効果的に推進。

政策目標との関連 政策分野名 指標名 目標値 実績値 達成度及び

(目標年度) 達成ランク

つくり育てる漁 水産基盤整 15,600ha ５月末に公

業の推進 備事業によ （平成１８年 表予定

る藻場・干 度）

潟等の水産

動植物生育

環境の保全

・創造面積
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事業効果と政策目

標等との関係（概

念図）

地球温暖化の影響への現実的対応

事業予算 13年度 14年度 15年度

等の推移 予算額（執行額） － 100,000千円 54,360千円

（96,035,千円） (52,229千円）

（直近３カ 地区数 － － －

年） 事業の効率性を

示す指標の推移

温暖化による気温上昇によって予想される影響

海水温の上昇・海水位の上昇・潮流の変化　等

生 態 系

○温度変化による生物

分布の変化

○基礎生産量の低下

○干潟の減少

○汽水域の減少

○珊瑚礁の白化・減少

‥‥

漁場・漁港漁村整備等の対応策検討

・国民への水産物安定供給上の影響

・地域経済等への影響度

・対策に要する期間

・対策に要する経費

　　　等を勘案し、地球温暖化の進捗に応じた対策を分類整理

地球温暖化に対応した

漁場・漁港漁村対策プログラムの策定

地球温暖化に伴う気象・海象の変化シナリオ　(IPCC等)

漁 港・漁 村

○防波堤の機能低下

○岸壁の機能低下

○離岸堤・消波堤の機

能低下

○浸水・高潮の危険性

が増加‥‥

漁 業・漁 場

○漁獲対象魚種の変化

○魚介類の養殖適地の

北上

○水温変化に伴う養殖

施設の沖合移動

○光到達域の変化によ

る藻場等生息域移動

それぞれの影響について把握（定量化予測）を行う
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それぞれの影響について把握（定量化予測）を行う



水１２- 3

事業のこれまでの ①地球温暖化が及ぼす影響を資源、藻場・干潟、漁港・漁村に分類しその影

具体的成果 響と対策を検討、概要については、以下のとおり

【資源】

○影響

・水温の上昇によりヒラメ、タイ等の沿岸固着性魚種の資源量は大きく減

少

・カツオ、サンマ、スケソウダラ等の多獲性種は影響は小さい

・ブダイ、ハタ類等の亜熱帯種が増加

・水温の上昇により養殖対象種が変化

●対策

・魚種の変化に対応した漁法を導入

・上昇した水温に適応した魚種の放流

・養殖については、新たな養殖対象種の導入、養殖水深の見直しなど水温

上昇に対応した管理手法の導入

【藻場・干潟】

○影響

・藻場については日本全体で約１０％の減少（中期的には、アラメが大きく

減少、長期的にはカジメが減少）

・水位の上昇により、干潟面積が減少

●対策

・南方性種等水温条件に適合した海藻類による藻場の造成

・減少した干潟面積に見合う新たな干潟の造成

【漁港・漁村】

○影響

・漁港岸壁は、水位上昇５０ｃｍで12.5%、90cmで74.9%が水没すると試算

・潮位差、波浪などの外力条件や漁港規模の大小により、漁港ごとに影響

の程度が異なることが判明

・水位上昇により、漁港での滑動、転倒などの安全率が低下

●対策

・水位上昇の幅ごとに改修等の対策が必要な漁港を整理

・温暖化に生じる影響の継続的な観測の実施

②また、時間的な対策としてとりまとめた結果、主な概要については以下のと

おり

【短期的】

・漁港の中では、潮位差が大きく規模の小さい漁港や第1線防波堤が砕波

点以浅の漁港が比較的早い時期に影響が現れると想定。短期的には、

これらの漁港を中心に対応。

【中・長期的】

・水産資源や藻場・干潟等の対策については、中長期的な視野により対

応。現在の技術レベルで対応不可能なものについては、状況に応じて徐

々に研究開発等を実施。
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①、②をの結果を基に、平成１５年度に、温暖化の影響に対応した漁場・

漁港漁村における対策プログラムを策定。 （現在取りまとめ中）

(1)必要性 地球温暖化への対応は、大幅な影響が現れるのは、100年単位での問題

であるが、現段階においても、九州や沖縄方面において岸壁の一部が水没

したり、漁業資源の構成に変化を及ぼしたりするなど、既に問題が顕在化し

ている箇所もある。したがって、徐々にではあるが、ある程度の対応をとる必

評 要がある。その際、過剰な対応とならないよう、何通りかのシュミレーションを

行うとともに、対策については、短期的に実施すること、中長期的に実施する

価 ことを整理することが重要である。 また、本問題への対応は、我が国沿岸

域全体の問題であることから、国が全国的な観点からこれらの影響を把握し

た上で対応策を準備する必要がある。

結 (2)有効性 【資源】

漁業への影響を事前に把握することより、水産資源の管理や利用につい

果 て柔軟な対応がとれる。また、新たな増養殖場の造成や環境に適応した種

苗の放流など、効率的かつ効果的な水産振興策を講じることが可能となる。

【藻場・干潟】

藻場・干潟の面積の減少等の影響を事前に把握することにより、効率的か

つ効果的な対策を講じることが可能となる。 また、藻場については、高水温

に適合した海藻による藻場造成技術の開発に取り組む必要がある。

【漁港・漁村】

漁港等の施設への影響を把握することにより、適時的確な対策を講じるこ

とが可能となり、国民への水産物の安定供給及び地域経済の安定に寄与す

る。

地方公共団体等が策定する水産基盤整備事業の個別計画や次期長期計

画において本事業により策定された対策プログラムが反映されることとなる。

さらに、この対策プログラムにより、水温上昇や海面上昇に対応した対策

を効率的に実施するために新たに開発が必要となる工法、技術等が明らか

になる。

また、本事業については、水研センターが実施する外部評価委員を交えた

評価会の中でもＡ評価を得ている。

水産工学関係試験研究推進会議水産基盤部会においても、本事業の有

用性について言及。

(3)効率性 本事業を実施しない場合、温暖化の影響への対応は、地域毎に場当たり

的なものとなることが想定され、二重投資や過剰投資等、非効率的な対応と

なる。本事業は漁業への影響を把握することにより、増養殖場の確保等新た

な漁場整備に係る効率的かつ効果的な対策を講じることが可能となるととも

に、漁港等の施設への影響を把握することにより、適時的確な対策を講じる

ことが可能となることから、本事業を実施しない場合と比べて相当量の無駄

な事業の排除が図られることとなる。

また、本事業に必要な基礎的な資料や水温上昇等の長期的な予測結果

等については、他機関が実施したものを極力使用することや分析・検討項目

を適切に絞り込むことにより効率化を図り、平成１５年度予算に反映させてい
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る。 （平成１５年度予算額：５４，３６０千円）

また、本調査を魚介藻類の生態、海洋学、土木工学等幅広い知見を有す

る独立行政法人水産総合研究センターに委託することにより、効率的かつ効

果的に事業を実施。

(4)その他 本事業は、全国的観点から地球温暖化の影響を把握した上で対応策を検

( ､ ) 討するものであり、国が主体的に行うべきものである。公正性 優先性等

なお、本事業に類似した調査については、平成１４年５月に国土交通省河

川局及び港湾局が、地球温暖化に伴う海面上昇に対応した国土保全対策に

ついてとりまとめたものがある。

政策手段の改善の 平成15年度で終了。 なお、本プログラムについては、次期漁港漁場整備長

必要性、その内容 期計画(平成19年3月策定予定）に反映。

及びその理由

政策評価総括組織 (１)必要性

（企画評価課長） 地球温暖化による影響を分析し、温暖化の進行に対応した漁場・漁港漁

の所見 村対策等を検討し、対策プログラムを策定するものであり、必要性は認めら

れる。しかしながら、平成１５年度において対策プログラムが策定されたこと

から、本事業を継続する必要性は認められない。

(２)有効性

本事業により、地球温暖化が漁場、漁港漁村に及ぼす影響を評価し、その

対策を短期的対策、中期的対策、長期的対策に分類し検討を行い、対策プ

ログラムを示したところであり、独立行政法人水産総合研究センターの評価

会で「計画に対して業務が順調に進捗している」との評価を受けているここと

から、一定の効果は認められる。なお、対策プログラムの有効性について

は、今後の施策への活用状況を検証する必要がある。

(３)効率性

水産総合研究センターが有する知見の活用や他の機関による基礎的資料

や予測結果等を活用するなど、効率性は認められる。

(４)総括意見

【廃止】

本事業については、目的が達成されたため廃止することが妥当と認められ

るところ、平成１５年度をもって廃止された。

なお、対策プログラムの有効性については、今後の施策への活用状況を検

証する必要がある。


