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Ⅳ 課題の抽出と整理 
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石狩市の漁業実態および漁業者アンケート調査から、漁業資源や漁場環境、漁業経営、

後継者などについて、石狩市の漁業特性から生じている課題が明らかとなりました。  
漁業振興計画策定の方向性を検討していくにあたり、ここでは、課題を以下の 6 項目

に分類し、整理することとしました｡ 
 

(1) つくり育てる漁業の現状と課題 

(2) 漁場環境保全に関する現状と課題 

(3) 漁港施設の現状と課題 

(4) 地元水産物の消費・流通に向けた課題 

(5) 漁港漁村の活性化に向けた課題 

(6) 漁業就業者の確保に向けた課題 

 

このうちの、(1)～(3)については主に漁業の現状とアンケート結果をもとに、(4)～(5)

については主にアンケート結果と北海道内外の近年の水産動向をもとにしています。 

 

 

(1) つくり育てる漁業の現状と課題 

 

① サケの増殖事業 

石狩市のサケ漁獲量は近年減少傾向にあり、平成 20年の来遊量の大幅な不振から、

平成 21年には、河川における産卵親魚確保のため、自主規制を余儀なくされるまで

の事態になっています。 

北海道による平成 20年度から 5ヵ年の「北海道さけ・ます人工ふ化放流計画中期

策定方針」では、無給餌放流の全廃、適期前放流、小型稚魚放流の削減等により、安

定的かつ効率的な民間増殖事業を推進することとしています。 

これに基づき、社団法人日本海さけ・ます増殖事業協会では、適期放流による回帰

率向上と厚田川、浜益川への放流数の安定化を目指して、二次飼育施設の整備事業を

進めています。 

サケの生産高は石狩湾漁協全体の生産高を左右するものであり、漁業者からはサケ

の資源維持、増大へ向けた取り組みが強く求められていることから、ここでは行政と

連携した当該事業への支援を課題とします。 

 

② ニシンの資源増大対策 

近年のニシン資源の増大は、明らかに石狩市の漁業生産力の回復および漁業者の所

得向上に資するものとなっており、平成 21年では、ニシン刺網漁業が石狩湾漁協の

漁獲金額の１位につけるまでになっています。 

ニシンの種苗生産は、平成 8年度から始まった北海道の「日本海ニシン資源増大推

進プロジェクト」より、平成 20年度に引き継いだ「日本海北部ニシン栽培漁業推進

委員会」で事業が進められ、平成 20年、21年は、北海道栽培漁業羽幌センターで生

産された種苗 200万尾のうち、石狩湾漁協（石狩湾ニシン資源栽培漁業振興協議会）
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で 73万尾を放流しています。石狩湾漁協の種苗放流対象種のなかでは、放流効果が

みられ、漁業者から最も要望の強いものとなっていることから、ここでは、ニシン種

苗放流の維持、拡大に向けた対策を課題とします｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-3 ニシン種苗の飼育 

 

③ ナマコの資源安定化対策 

石狩湾漁協のナマコ生産は、他地域と同様、価格の上昇に伴って急激に増大してい

ますが、これについては漁獲圧による資源への影響が懸念されています。 

ナマコの種苗生産は宗谷漁協を始め各地で実績をあげるようになってきています

が、まだ初期育成中の生残率が低いことや成長のばらつきが大きいことなどの課題が

残されています。 

北海道による「第 6次栽培漁業基本計画」のなかでは、種苗生産技術の改良、放流

技術の開発を行い、平成 26年度には 350万個体のナマコ人工種苗の放流を目ざすと

しています。 

このような背景があるなかで、石狩湾漁協でも、ニシンとともにナマコ種苗放流の

要望が強くなっており、ここでは、ナマコ種苗放流事業の立ち上げによる漁業者の所

得向上とナマコ資源の安定化対策を課題とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-4 人工種苗生産による稚ナマコ 
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④ ハタハタの増殖対策 

石 狩 市の近 年におけるハタハタの生 産 高は、比 較 的 変 動が大きく、不 安 定な状 態に  

あります。 

ハタハタは広域的な資源保護を必要とする魚種であることから、石狩湾漁協では、他の

漁業種でハタハタを漁獲する関係漁協と資源保護に係わる協議を進めています。また、ハ

タハタは、主な産卵場が厚田から浜益にかけての沿岸であることから、保護海域を設けて

親魚の保護に努めています。 

厚田地区では、漁業者が主体となって、小定置網で漁獲された親魚から水槽内での自

然産卵と漂着卵回収による自然孵化の２本立てで増殖事業を実施しています。 

サケ・ニシンに次いで資源増大が望まれており、ここでは、中間育成を加えた放流種苗

の生残率向上を課題とします。 

 

⑤ 内水面漁業における増殖対策 

（ワカサギ） 

平成 21年のワカサギ漁獲量は 5年ぶりに 100ﾄﾝを超えましたが、平成 17年、18

年には 50ﾄﾝ以下に落ち込むなど、不安定な状態にあります。 

ワカサギの資源量は河川環境に大きく左右され、近年の河川環境の変化は自然産

卵や生育に大きな影響を与えているといえます。 

そのため、資源の維持、安定化対策として、孵化放流事業の継続は重要なものと

なり、ここでは、ワカサギ孵化施設における孵化率アップなど、効率的な孵化管理

の方法について検討することを課題とします。 

（カワヤツメ） 

近年、石狩川におけるカワヤツメ資源は激減し、危機的な状況にあります。その

主な要因として、海域における親魚生活期の餌料や水温等の環境変化と陸域におけ

る遡上産卵や幼生の生活期の環境変化が考えられています。このうち、人為的に対

策を講じることができるのは、カワヤツメ生活史のなかの産卵や幼生の生息に関す

る陸域の部分であり、ここでは、カワヤツメ資源の陸域生活期における対策を課題

とします。 

（ヤマトシジミ） 

シジミ漁業は操業方法が比較的簡便であることから、石狩湾漁協では、高齢者向

けの漁業収入対策として、古くからヤマトシジミの移殖放流による漁場造成に取り

組んできました。 

これまで、シジミ放流を行ってきた石狩川本川、真勲別川とも、再生産による増

殖効果はみられていませんが、漁業者からは引き続きヤマトシジミへの資源対策が

望まれており、ここでは、ヤマトシジミ再生産のための底質その他の条件等の整備

によるヤマトシジミ生息場創出の可能性を検討することを課題とします。 

 

⑥ 産卵のための藻場造成 

石狩湾では、ハタハタ、ニシンといった藻場を産卵場とする資源が重要な位置を占

め、漁業者からも両魚種の資源対策が望まれています。 
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ここでは、種苗放流の促進とともに、両魚種のさらなる資源の増大に向けた藻場造

成による産卵場の整備拡大を課題とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5 ニシンの産卵（藻場造成：多孔質礁） 

 

⑦ 規制措置による資源管理 

資源管理に関する漁業者アンケートでは、種苗放流のほかに、漁獲サイズの規制や

漁獲量の制限といった規制措置を望む人が多くなっています。特に、近年、漁獲量が

増してきているニシンやナマコについては、網目や漁期などの規制が求められており、

ここでは、これらの規制措置による資源管理を課題とします。 

 

⑧ 放流種苗の減耗対策 

ニシンについては、放流事業の効果により資源量が増加してきている一方、遊漁に

よって釣られるニシンも多くなっています。 

そのための対策として、遊漁者に対するニシンなどの放流事業や資源管理への理解、

マナー、ルールづくりなどを課題とします。 

 

 

(2) 漁場環境保全に関する現状と課題 

 

① 密漁防止対策の強化 

石狩湾新港周辺海域では、ゴムボートや潜水器使用による組織化したナマコ密漁が

増加しています。また、厚田地区や浜益地区の岩礁域でも、ナマコやウニ、アワビな

どの潜水による密漁が激しくなっています。その他の不法行為による魚介類の採捕も

後を絶たず、漁業者からはその対策が強く求められています。 

ここでは、これら密漁防止対策の強化を課題とします。 

 

② 野生生物による漁業被害防止対策 

石狩湾漁協では、トドによる漁具の破損や漁獲物の食害が大きな問題となり、ア

ンケート結果でも、その被害対策が最も強く望まれています。 

石狩湾漁協では、浜益地区を中心に、平成 10年頃からトドの被害対策に取り組み、
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平成 17年からは、「トド被害対策事業」として、北海道の補助も受けて、爆音機や

ハンターによる威嚇、さらには送毛地区の陸岸に防止柵を設置するなどの対策を行

い、一定の成果をあげていますが、トドの来遊数は一向に減少する傾向がみられて

いない現状にあります。 

ここでは、これまでの被害防止対策に対する支援の継続、さらなる被害対策の検討

を課題とします。 

 

③ 磯焼け対策 

磯焼けによる藻場の衰退は全国的なものとなっており、石狩湾でも厳しい状況に置

かれています。 

磯焼けについては、これまで様々な研究や対策がとられてきましたが、有効な解決

策が確立されるまでには至っていません。 

平成 19年には水産庁による「磯焼け対策ガイドライン」が発行され、これには、

磯焼けの要因となるウニの食害等について、漁業者自らが取り組みやすい対策が示さ

れています。 

浜益地区では、トド対策とともに磯焼け対策が強く望まれていることから、ここで

は、試験研究機関の協力のもとに、ウニ・アワビなどの採介藻漁業者自らが実施でき

るような磯焼け対策を課題とします。 

 

④ 漂着ゴミや河川からの流下物対策 

石狩川河口を挟む沿岸海域では、近年、河川から流出する植物片を含む流下物が、

刺網漁業やホッキガイ桁網漁業などの操業、漁具設置などに対して被害を与えてい

ます。また、石狩川の河口域で行われるワカサギやカワヤツメの内水面漁業におい

ても同様の被害が発生しています。さらに、海岸では、一般投棄ゴミや漂着した流

下物が堆積し、これらは再び海底に戻され、被害を繰り返している状況にあります。 

石狩地区では、トド対策に次いで、これら漂着ゴミや河川からの流下物対策が望

まれていることから、これらの対策を課題とします。 

 

⑤ 漁場環境保全のための森づくり 

海、川の生態系保全を目的とした植樹運動は北海道内でも各地で取り組まれていま

す。 

石狩市でも、石狩湾漁協が事業主体となって「清流と魚を守る森林づくり」造成事

業やその他の植樹事業が実施されており、ここでは、これらの事業の継続、支援を課

題とします。 

 

 

(3) 漁港施設の現状と課題 

 

① 漁港利用に関する問題点 

石狩市には、地元漁船の利用する漁港として、6箇所の漁港（第 1種、第 2種漁港）
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漁港名 漁業者から要望の強い改善策

石狩湾新港 係船施設等の整備

石狩川船着場 漁業者以外の車両の規制

濃昼漁港 係船施設等の整備

港内の静穏性を保つための防波堤の延伸や沖防波堤の建設

古潭漁港 遊漁船、釣人の規制

漁業者以外の車両の規制

ゴミの処理

厚田漁港 係船施設等の整備

港内の静穏性を保つための防波堤の延伸

ゴミの処理

遊漁船、釣人の規制

浜益漁港 直売用地の確保・拡大

港内の静穏性を保つための防波堤の延伸

遊漁船、釣人の規制

ゴミの処理

幌漁港 港内の静穏性を保つための防波堤の延伸

港内の静穏性を保つための沖防波堤の建設

と重要港湾である石狩湾新港があります。その他、主に内水面漁業で利用される石

狩川船着場や漁港施設を持たない嶺泊、安瀬、毘砂別、千代志別などの舟入場があ

ります。 

漁港利用に関する問題点として、漁港別に漁業者から要望が出されている改善策

を以下に示します。外郭、係留等の基本施設のほか、遊漁船等の漁港利用をめぐる

問題点などが多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-6 混雑する岸壁（石狩湾新港） 

 

② 港内作業環境の改善 

漁獲される水産物の鮮度保持、衛生管理に対応した漁港整備が北海道内各地でみ

られるようになっています。  
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そのため、石狩市の漁港においても、直射日光や鳥の糞、ほこりなどを防除する

ための屋根付き岸壁や、冬場の厳しい自然条件下の作業に対する女性や高齢者に配

慮した防風防雪施設の整備などによる就労環境の改善を課題とします。  
 

 

(4) 地元水産物の消費・流通に向けた課題 

 

① 産地における販売力の強化 

漁業者の所得向上および通年出荷体制による経営の安定化対策として、石狩湾で漁

獲されるヒラメやアワビなどの活魚出荷に向けた畜養施設やタコ、シャコのボイル加

工などの加工施設、保管施設の整備を課題とします｡ 

 

② 販路の多様化とＰＲ 

地元魚介類の利用拡大に向けた対策として、インターネット販売や消費者、小売店

への直接出荷などの販売ルートの多様化、さらには地元魚介類の旬や調理法を広める

ための対面販売や料理教室などのイベント開催など、販路の多様化とＰＲを課題とし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-7 朝市（厚田漁港） 

 

③ 農業との共同販売 

石狩市の農産物直売所において、農産物とともに水産物も共同で販売することは、

消費者にとっては、農産物、水産物の双方を購入することができることで利便性が増

すことになります。また、漁業者側としては、時化などによる生鮮魚の不安定な出荷

に対する消費者の不満を回避することができます。 

ここでは、このような農業との共同販売を課題とします。 

 

④ 消費地における販売促進 

石狩湾漁協で生産される海産物には、サケ、ニシン、ヒラメ、ホッキガイなどの生

鮮魚介類のほか、鮭トバ、煮タコ、ゆでシャコ、ワカサギ佃煮、糠ニシン、ハタハタ

飯ずしなど、多くの加工品があります。 

これらの知名度アップを図るための対策として、札幌圏、さらには道外の百貨店や
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量販店で、レシピ配布や調理披露、試食会などによる販売促進を課題とします｡ 

⑤ 学校給食への地元魚介類の提供 

学校給食における魚食の普及、拡大を図っていくための対策として、地元産の新鮮

で安全な魚介類の提供を石狩市学校給食センターや札幌市学校給食会等の関係団体

に働きかけることを課題とします｡ 

 

⑥ 低知名度、低価格魚介類の有効利用 

  石狩湾で漁獲されるマメイカ（ジンドウイカ）やヒラツメガニ、石狩川で漁獲され

るワカサギなどは札幌圏の消費者にはあまり知られていません。また、値段の安いス

ナガレイや生産数量が少ないコマイ、カワガレイ（ヌマガレイ）、ボラなども札幌圏

で販売されることは希になっています。 

 そのため、これら知名度の低い魚介類や値段の安い魚介類を、地元の特産品として

掘り起こし、試食会や調理講習などの開催や、加工を加えた販売やそのＰＲなど、こ

れら魚介類の有効利用と販路の開拓を課題とします｡ 

 

 

 

 

 

 

写真-8 朝市（厚田漁港）で売られているスナガレイ（左）、カワガレイ（中央）、マメイカ沖漬け（右） 

 

 

(5) 漁港漁村の活性化に向けた課題 

 

① 都市との交流促進 

石狩市の漁港、漁村への集客による漁業収益の向上を図るための対策として、石狩

市の観光漁業や祭りなど、イベント開催による都市との交流および観光客の受入体制

の整備を課題とします｡また、観光客誘致に向けた対策として、インターネットなど

によるイベント開催や釣り情報の提供などを課題とします｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-9 にぎわう石狩さけまつり 
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② レジャー産業との連携による地域の活性化 

  石狩市には厚田地区の厚田公園や浜益地区の川下海浜を始めとするキャンプ場や

海水浴場があり、平成 21年には厚田漁港に隣接して厚田海浜プールがつくられてい

ます。夏にはこれらの利用客が札幌圏などから多く訪れるほか、釣り人も各漁港や海

岸に集まります。 

 地元で生産される魚介類の利用拡大を図っていくための対策として、これらレジャ

ー客が上記の目的に付随して立ち寄ることのできる店舗などの誘致や整備を課題と

します。 

 

 

(6) 漁業就業者の確保に向けた課題 

 

① 新規漁業就業者の受入体制の整備 

新規の漁業就業者を確保するための対策として、水産高校や北海道漁業就業支援セ

ンターなどを通じた求職者の募集、講習会や体験漁業などによる受け皿づくりを課題

とします。 

 

② 漁業者の育成、経営支援 

漁業後継者の育成として、漁業に対する知識や技術習得のための研修体制の整備を

課題とします｡また、漁業後継者、新規就業者に対する支援として、船舶免許や漁業

無線などの資格取得の助成、漁船、漁具購入の融資などを課題とします｡さらに、漁

業者が漁業経営の改善、再建を図るために必要とする資金の融資を課題とします。 

 

③ パート労働者の確保 

ホタテ養殖漁業などでは繁忙期に人手不足が生じています。そのため、ハローワー

クを通じた募集など、繁忙期のパート労働者の確保を課題とします。 

 

④ 生活環境の改善 

新規漁業就業者やＵターン者の定住、あるいはパート労働者の一時的な生活の場と

して、地元に住居をもつ必要があります。 

ここでは、そのような住居確保とあわせ、購買、医療、教育、下水道などの施設整

備、子どもの安全な遊び場、高齢者の憩いの場など、快適でうるおいのある生活環境

の整備などを課題とします。  
 
⑤ 安全操業の推進 

 石狩市では、漁業操業中の死亡事故が多発しています。 

操業中の海中転落等の危険が常に存在することから、海難防止の普及･啓発活動

など、漁協、漁業者、家族も含めての人身事故を防止する対策の取り組みを課題

とします。 


