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洋上風力発電等の漁業協調の

取組み事例の紹介

• 事例① 北海道瀬棚港

• 事例② 福島県沖

• 事例③ 長崎県五島沖

• 事例④ サケの聴覚調査

• 事例⑤ 岩手県洋野町ケーススタディ
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事例① 北海道瀬棚港

出典：平成14年度 瀬棚町洋上風力発電普及啓発業務より

発注：北海道瀬棚町、受託：社団法人海洋産業研究会

3



瀬棚町洋上風力発電における漁業協調事例

出典：平成14年度 瀬棚町洋上風力発電普及啓発業務より

発注：北海道瀬棚町、受託：社団法人海洋産業研究会
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瀬棚町洋上風力発電における漁業協調の事例

（撮影：一般社団法人海洋産業研究会） 5



6
（2014.10.24 海産研撮影）

事例② 福島県沖
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浮体式洋上風力発電の周囲に魚礁

を設置する漁業協調策

（出典：株式会社岡部提供資料）

事例③ 長崎県五島沖



9平成25年度「海洋再生可能エネルギー導入による漁業海域影響調査」小島隆人教授プレゼン資料より引用

発注：岩手県、受託：一般社団法人海洋産業研究会、共同研究：日本大学生物資源学部

事例④ サケの聴覚調査
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平成25年度「海洋再生可能エネルギー導入による漁業海域影響調査」小島隆人教授プレゼン資料より引用

発注：岩手県、受託：一般社団法人海洋産業研究会、共同研究：日本大学生物資源学部



平成25年度 岩手県委託事業

「海洋再生可能エネルギー導入による漁業海域影響調査検討業務」
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(1) 漁業等への影響

①現地調査の実施

②漁業への影響調査（シロサケ聴覚の調査）

③風車基礎の魚礁効果に関する調査

(2) 漁業協調の在り方

①ケーススタディの実施

②ワークショップの開催

(3) その他、他地域の現地視察の実施等

事例⑤ 洋野町のケーススタディ



洋野町の概要洋野町の概要洋野町の概要洋野町の概要

●岩手県北東部

に位置．

●面積303km
2

．

●人口1.8万人弱．

内、漁業人口は

400人弱．

少子高齢化が進行．

●年平均気温

10.5℃．

●年間降雨量

896mm．

●湿度が高く、

日照条件が短い．

（出典）洋野町町勢要覧（資料編）



洋野町の漁業協同組合

組合員数組合員数組合員数組合員数 準組合準組合準組合準組合

員数員数員数員数

保有保有保有保有

船舶船舶船舶船舶

主な生産物主な生産物主な生産物主な生産物 生産額生産額生産額生産額

百万円百万円百万円百万円

種市漁協種市漁協種市漁協種市漁協 291 82 120 うに・あわび (H24年度)

322

玉川浜漁協玉川浜漁協玉川浜漁協玉川浜漁協 28 3 17 うに・あわび・こんぶ・ふ

のり・まつも

(H24年度)

47

戸類家漁協戸類家漁協戸類家漁協戸類家漁協 28 1 11 うに・あわび・ふのり (H24年度)

45

種市南漁協種市南漁協種市南漁協種市南漁協 275 69 103 うに・あわび・さけ (H24年度)

668

小子内浜漁協小子内浜漁協小子内浜漁協小子内浜漁協 80 10 63 さけ・うに・あわび・こん

ぶ・わかめ

(H26年2月末)

151
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岩手県洋野町でケーススタディを実施

漁業者を交えたワークショップの実施

開催日開催日開催日開催日 場所場所場所場所 参加者参加者参加者参加者 内容内容内容内容

第第第第1回回回回 2013.

11.19

洋野町民

文化会館

種市漁協、玉川浜漁協、

戸類家漁協、種市南漁協、

小子内浜漁協、洋野町役

場、岩手県庁、海産研、合

計25名

・主旨説明

・海産研/漁業協調メニューの

紹介

・平成23年度NEDOのFS結果の

紹介

・意見交換

第第第第2回回回回 2014.

2.13

洋野町民

文化会館

種市漁協、玉川浜漁協、

戸類家漁協、小子内浜漁

協、洋野町役場、岩手県

庁、日大・小島教授、海産

研、合計16名

・ケーススタディ中間結果報告

・サケオーディオグラム報告

・意見交換

第第第第3回回回回 2014.

3.20

洋野町民

文化会館

種市漁協、玉川浜漁協、

戸類家漁協、種市南漁協、

小子内浜漁協、洋野町役

場、岩手県庁、全漁連・漁

政部長代理、海産研、合

計16名

・全漁連の取組み紹介

・本年度成果の報告

・意見交換
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ワークショップの開催状況



一般一般一般一般社団法人海洋産業研究会社団法人海洋産業研究会社団法人海洋産業研究会社団法人海洋産業研究会

「洋上風力発電等の漁業協調の在り方に関する提言「洋上風力発電等の漁業協調の在り方に関する提言「洋上風力発電等の漁業協調の在り方に関する提言「洋上風力発電等の漁業協調の在り方に関する提言(2013.5.10)(2013.5.10)(2013.5.10)(2013.5.10)」」」」

－着床式－着床式－着床式－着床式100MW100MW100MW100MW仮想ウィンドファーム漁業協調メニュー案－仮想ウィンドファーム漁業協調メニュー案－仮想ウィンドファーム漁業協調メニュー案－仮想ウィンドファーム漁業協調メニュー案－

メニュー案メニュー案メニュー案メニュー案

１１１１．．．．リアルタイムでの海況情報の提供リアルタイムでの海況情報の提供リアルタイムでの海況情報の提供リアルタイムでの海況情報の提供

２２２２. 風車基礎部の人工魚礁化利用風車基礎部の人工魚礁化利用風車基礎部の人工魚礁化利用風車基礎部の人工魚礁化利用

２－１２－１２－１２－１．．．．資源保護育成資源保護育成資源保護育成資源保護育成目的目的目的目的

２－２２－２２－２２－２．．．．周辺での漁業操業目的周辺での漁業操業目的周辺での漁業操業目的周辺での漁業操業目的

３３３３．．．．魚介類魚介類魚介類魚介類・・・・藻類の養殖施設の併設藻類の養殖施設の併設藻類の養殖施設の併設藻類の養殖施設の併設

４４４４．．．．定置網等の漁具の併設定置網等の漁具の併設定置網等の漁具の併設定置網等の漁具の併設

５５５５. レジャー施設の併設レジャー施設の併設レジャー施設の併設レジャー施設の併設

５－１５－１５－１５－１．．．．海釣り公園海釣り公園海釣り公園海釣り公園、、、、遊漁船事業遊漁船事業遊漁船事業遊漁船事業

５－２５－２５－２５－２．．．．ダイビングスポットダイビングスポットダイビングスポットダイビングスポット

６６６６. 発電電力の活用発電電力の活用発電電力の活用発電電力の活用

６－１６－１６－１６－１．．．．陸上施設への電力供給陸上施設への電力供給陸上施設への電力供給陸上施設への電力供給

６－２６－２６－２６－２．．．．電動漁船電動漁船電動漁船電動漁船

７７７７. 漁業者の事業参加漁業者の事業参加漁業者の事業参加漁業者の事業参加

７－１７－１７－１７－１．．．．建設建設建設建設・・・・保守点検における漁船保守点検における漁船保守点検における漁船保守点検における漁船利用利用利用利用

７－２７－２７－２７－２．．．．洋上発電事業への出資洋上発電事業への出資洋上発電事業への出資洋上発電事業への出資・・・・参画参画参画参画 15



＜総括イメージ図＞＜総括イメージ図＞＜総括イメージ図＞＜総括イメージ図＞

2.人工魚礁（高層型）

6.電力の活用
(給電スタンド,製氷施設)

2.人工魚礁
（低層型）

1.リアルタイム
海況情報提供

4.定置網
5.レジャー
(海釣公園)

2.人工魚礁
（低層型）

3.養殖施設
(いかだ)

3.養殖施設
(イケス)

2.人工魚礁（浮魚礁）

5.ﾚｼﾞｬｰ(海釣公園)
7.漁業者の事業参加

漁船

漁船

（出典：海洋産業研究会「洋上風力発電等の漁業協調の在り方に関する提言」）（出典：海洋産業研究会「洋上風力発電等の漁業協調の在り方に関する提言」）（出典：海洋産業研究会「洋上風力発電等の漁業協調の在り方に関する提言」）（出典：海洋産業研究会「洋上風力発電等の漁業協調の在り方に関する提言」）
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メニュー案メニュー案メニュー案メニュー案

（略記）（略記）（略記）（略記）

洋野町の洋野町の洋野町の洋野町の

ﾆｰｽﾞﾆｰｽﾞﾆｰｽﾞﾆｰｽﾞ

漁業者コメント等漁業者コメント等漁業者コメント等漁業者コメント等

１．１．１．１．リアルタイムリアルタイムリアルタイムリアルタイム情報情報情報情報

◎

波高のデータに対する要望あり。漁業者から密

漁監視カメラの提案。

２－１．２－１．２－１．２－１．魚礁／魚礁／魚礁／魚礁／資源保護資源保護資源保護資源保護
○ ナマコの幼生が留まるような魚礁が有用。

２－２．２－２．２－２．２－２．魚礁／魚礁／魚礁／魚礁／漁業操業漁業操業漁業操業漁業操業

○

ホヤが付きやすいような基質（天然石など）が有

用。

３．養殖施設の併設３．養殖施設の併設３．養殖施設の併設３．養殖施設の併設
◎ ウニの餌用の藻類養殖。

４．定置網等の併設４．定置網等の併設４．定置網等の併設４．定置網等の併設
× 定置網漁業者は風車設置を望んで いない。

５－１．５－１．５－１．５－１． 海釣り公園海釣り公園海釣り公園海釣り公園
？

５－２．ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞｽﾎﾟｯﾄ５－２．ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞｽﾎﾟｯﾄ５－２．ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞｽﾎﾟｯﾄ５－２．ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞｽﾎﾟｯﾄ

×

当該地域はアワビ・ウニの生産地であり、漁業

者以外のダイバーは敬遠される。

６－１６－１６－１６－１．陸．陸．陸．陸電力供給電力供給電力供給電力供給
○ 安い電力を使えるならメリットを感じる。

６－２６－２６－２６－２．電動．電動．電動．電動漁船漁船漁船漁船
？

７－１７－１７－１７－１．ﾒﾝﾃ．ﾒﾝﾃ．ﾒﾝﾃ．ﾒﾝﾃ漁船利用漁船利用漁船利用漁船利用
○ どのような頻度でどのような装備が必要か。

７－２７－２７－２７－２．出資．出資．出資．出資・参画・参画・参画・参画
？

洋野町のニーズ



ウィンドファームの管理施設

18

（１）密漁監視カメラの設置（１）密漁監視カメラの設置（１）密漁監視カメラの設置（１）密漁監視カメラの設置
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ジャケット式基礎 モノパイル式基礎

（２）天然石を用いた魚礁（２）天然石を用いた魚礁（２）天然石を用いた魚礁（２）天然石を用いた魚礁
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（３）ホヤ・ナマコ資源の増殖に向けた人工魚礁の設置（３）ホヤ・ナマコ資源の増殖に向けた人工魚礁の設置（３）ホヤ・ナマコ資源の増殖に向けた人工魚礁の設置（３）ホヤ・ナマコ資源の増殖に向けた人工魚礁の設置
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＜試 算＞

沖側の17基をジャケット式とすると

１基あたり、40ｍ×17基＝680ｍ

1ｍあたり13kgのコンブが

生産できるとすると

680ｍ×13kg＝8,840kg＝8.8ton 

1基あたり2段で生産すると

8.8ton×2=17.6ton

海藻によるアワビの増肉係数を

20とすると、

17.6ton÷20＝0.88tonの増産が期待

（但し、途中の間引き分を除く）

約10m

（４）ウニ・アワビの餌料用コンブの養殖（４）ウニ・アワビの餌料用コンブの養殖（４）ウニ・アワビの餌料用コンブの養殖（４）ウニ・アワビの餌料用コンブの養殖
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洋野町漁業協調ウィンドファームイメージ図洋野町漁業協調ウィンドファームイメージ図洋野町漁業協調ウィンドファームイメージ図洋野町漁業協調ウィンドファームイメージ図



「洋上風力発電等の漁業協調の在り方に「洋上風力発電等の漁業協調の在り方に「洋上風力発電等の漁業協調の在り方に「洋上風力発電等の漁業協調の在り方に関する関する関する関する提言」提言」提言」提言」

－着床－着床－着床－着床式式式式100MW100MW100MW100MW仮想ウィンドファームに仮想ウィンドファームに仮想ウィンドファームに仮想ウィンドファームにおける漁業おける漁業おける漁業おける漁業協調メニュー協調メニュー協調メニュー協調メニュー案案案案――――

〔〔〔〔平成平成平成平成25252525年年年年5555月月月月〕〕〕〕

「「「「基本的考え方基本的考え方基本的考え方基本的考え方：：：：““““漁業補償から漁業協調へ漁業補償から漁業協調へ漁業補償から漁業協調へ漁業補償から漁業協調へ””””」」」」

（１）発電事業者も漁業者も共に潤う、１）発電事業者も漁業者も共に潤う、１）発電事業者も漁業者も共に潤う、１）発電事業者も漁業者も共に潤う、WinWinWinWin----WinWinWinWin方式（メリット共有方式）方式（メリット共有方式）方式（メリット共有方式）方式（メリット共有方式）

（２）地域社会全体の活性化に貢献（２）地域社会全体の活性化に貢献（２）地域社会全体の活性化に貢献（２）地域社会全体の活性化に貢献

（３）透明性を確保した合意（３）透明性を確保した合意（３）透明性を確保した合意（３）透明性を確保した合意形成形成形成形成

「発電事業者および漁業者に求められる姿勢」「発電事業者および漁業者に求められる姿勢」「発電事業者および漁業者に求められる姿勢」「発電事業者および漁業者に求められる姿勢」

� 発電事業者発電事業者発電事業者発電事業者

－漁業とりわけ漁業権に関する正しい知識をもち、敬意を持って先行海域利用者－漁業とりわけ漁業権に関する正しい知識をもち、敬意を持って先行海域利用者－漁業とりわけ漁業権に関する正しい知識をもち、敬意を持って先行海域利用者－漁業とりわけ漁業権に関する正しい知識をもち、敬意を持って先行海域利用者たたたた

るるるる漁業者との調整と合意漁業者との調整と合意漁業者との調整と合意漁業者との調整と合意 形成を図るようにする。形成を図るようにする。形成を図るようにする。形成を図るようにする。

－積極的に漁業協調システムの導入を図り、沿岸漁業の振興ひいては地域振興に－積極的に漁業協調システムの導入を図り、沿岸漁業の振興ひいては地域振興に－積極的に漁業協調システムの導入を図り、沿岸漁業の振興ひいては地域振興に－積極的に漁業協調システムの導入を図り、沿岸漁業の振興ひいては地域振興に

も寄与しうるよう取り組む。も寄与しうるよう取り組む。も寄与しうるよう取り組む。も寄与しうるよう取り組む。

� 漁業者漁業者漁業者漁業者

－海洋再生可能エネルギー利用の意義を理解し、海域の多目的利用、海域の総合－海洋再生可能エネルギー利用の意義を理解し、海域の多目的利用、海域の総合－海洋再生可能エネルギー利用の意義を理解し、海域の多目的利用、海域の総合－海洋再生可能エネルギー利用の意義を理解し、海域の多目的利用、海域の総合

利用の観点から、洋上発電立地について協力する。利用の観点から、洋上発電立地について協力する。利用の観点から、洋上発電立地について協力する。利用の観点から、洋上発電立地について協力する。

－洋上ウィンドファームの建設を活用し、これを持続的－洋上ウィンドファームの建設を活用し、これを持続的－洋上ウィンドファームの建設を活用し、これを持続的－洋上ウィンドファームの建設を活用し、これを持続的 な漁業および漁村の発展にな漁業および漁村の発展にな漁業および漁村の発展にな漁業および漁村の発展に

結びつけていくよう考える結びつけていくよう考える結びつけていくよう考える結びつけていくよう考える 23



ご清聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。

一般社団法人一般社団法人一般社団法人一般社団法人 海洋産業研究会海洋産業研究会海洋産業研究会海洋産業研究会

ＷｅｂＷｅｂＷｅｂＷｅｂsite site site site ：：：： www.rioe.or.jp www.rioe.or.jp www.rioe.or.jp www.rioe.or.jp 

EEEE----mailmailmailmailアドレスアドレスアドレスアドレス ：：：： rioe @ rioe.or.jprioe @ rioe.or.jprioe @ rioe.or.jprioe @ rioe.or.jp

Tel  :Tel  :Tel  :Tel  : 03030303----3581358135813581----8777877787778777

24


